
平成３０年度

瑞　穂　町
子ども・子育て支援事業計画

進捗状況等管理票

■ 計画の体系 ■

平成３１年１月末現在



１　地域の子育て家庭の支援

（１）総合的な子育て支援サービスの展開

達成度

達成度

達成度

達成度

【目標】

基本目標

施策名 平成３０年度 平成３１年度

第１節　すべての子育て家庭の支援

民生委員等の活動
支援

福祉課

・毎月、広報みずほの「福祉・子
育て」のコーナーの中で、ひばり
やあすなろ児童館等の情報を掲載
した。
・広報番組では、あすなろ児童館
とひばりの職員が出演し、子ども
向けの事業の情報や、ひばりで児
童虐待防止月間に虐待に関する周
知を行い保護者支援等の発信をし
た。
・マスコミへ事業の情報を提供し
たり、広報係で取材した内容を写
真と文章で広報みずほのフォト
ニュースに掲載し、実施した事業
の実施報告をした。
・毎年「子育てほっとブック」の
内容を見直し、最新情報を掲載し
窓口で配布。
・広報誌、ＨＰで組織改正を周知
した。

子育て応援課

子育て相談の充実

子育て支援情報の
提供

子育て応援課・秘書広報課

課題

広報及びホームページの
充実とその他の周知方法
の調査研究が必要

【目標】

子ども家庭支援センター
の周知

関係機関との更なる連携
強化

【目標】

子ども家庭支援セ
ンター機能の充実

子育て応援課

子ども家庭支援センター
の周知

【進捗状況】 【進捗状況】

【目標】

関係機関との更なる連携
強化

【進捗状況】 【進捗状況】

・広報、ひばりだより、リー
フレット等の配布により周知
している。
・ホームページを適宜更新し
施設紹介、事業ＰＲに努めて
いる。

要保護児童対策地域協議
会を通じ、構成する各関
係機関の更なる連携に努
めている。

【目標】 【目標】

・広報紙、ホームぺージ及び広報
番組を活用した効果的な情報提供
・あすなろ児童館では、広報・Ｈ
Ｐの活用のほか、事業の取材及び
職員出演等で実施
・子育てほっとブック内容の拡充
・組織改正の周知

・広報紙、ホームページ
及び広報番組を活用した
効果的な情報提供

【進捗状況】 【進捗状況】

【目標】 【目標】

・平成３０年８月完成を目指
し、内容を全面改訂
・業者からの広告収入で作成

民生委員が、作成したガイドブッ
クを利用し,地域で活動がしやすい
よう支援します。

内容を全面改訂したガイド
ブックを平成３０年７月末に
発行できた。製作費用は町内
事業所の広告収入により作成
した。

【進捗状況】 【進捗状況】

住民との協働

・保育園、民生委員との連携強化
・要保護児童対策地域協議会委員の連携強化
・ガイドブックの作成段階で、掲載の内容、レイアウトやイラストなどにおいて、民生委員の
意見、町内子育てサークルの会員の意見を取り入れた。

Ｂ
各関係機関での更なる意
識向上につながる要保護
児童対策地域協議会の運
営

Ｂ
・ホームページリニュー
アル後のＣＭＳの運用
を、各担当部署が確実に
行うよう徹底
・提供した情報の効果の
検証方法について研究が
必要

Ｂ

ガイドブックは町内事業所の
広告収入により作成したが、
今後継続的に作成できるか
（事業所の同意が得られる
か）どうかが課題である。

Ａ

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-１-



１　地域の子育て家庭の支援

（２）在宅の子育て支援サービスの拡充

達成度

達成度

達成度

【進捗状況】

【進捗状況】

子育て応援課

ファミリー・サ
ポート・センター
の充実

子育て応援課

平成３０年度

町内全園での開設

【進捗状況】

子育て応援課

虐待リスクを抱える家庭
への支援

一時預かりの拡充

施策名

一時預かり事業の適正実
施

【目標】 【目標】

平成３１年度

７月に開設された南平保
育園で当該事業を実施

【目標】

提供会員の確保 提供会員の確保

【進捗状況】

事故のない安全な活動の
ための研修内容、実施方
法について研修成果を踏
まえた改善の継続

提供会員の研修を年4回
実施し、延べ15人受講し
た。

【目標】

【進捗状況】

課題

虐待リスクを抱える家庭
への支援

【進捗状況】

Ｃ
【目標】 若年妊婦、産後うつ等の

特定妊婦や問題を抱える
家庭の児童虐待へのリス
クをどれだけ軽減できる
かの適切な評価

Ａ
【目標】

待機児童増加による一時
預かり利用者増加への対
応

住民との協働
ファミリー・サポート・センター提供会員への登録

Ｂ

養育困難家庭に対し、育
児支援ヘルパーを派遣し
児童虐待へのリスクの軽
減に努めている。
1件実施中

育児支援ヘルパー
事業の充実

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-２-



１　地域の子育て家庭の支援

（３）親子交流事業等の拡充

達成度

達成度

達成度

施策名 平成３０年度 平成３１年度
【目標】 【目標】

・既存事業の内容を充実
・親子で気軽に立ち寄れ
る雰囲気づくり

・月齢に沿った事業内容
の採用
・定例事業のほかに、子
育て世代に新鮮な事業の
工夫

子育て応援課

子育てひろばの拡
充

三世代交流の推進

子育て応援課

子育て応援課

課題

・広報及びホームページ
の充実とその他の周知方
法の調査研究が必要
・保護者も楽しめ参加意
欲が向上する事業の工夫
が必要

Ｂ

通常の活動等でボラン
ティアの参加を定着させ
たり、各種事業への参加
を依頼したりすることが
必要

Ｂ
さらなる柔軟な事業展開

【進捗状況】

・親子で自由に体を動かせ
る「ゴーゴー体操」、保護
者が自由に指導員と交流で
きる「仲良しフリーデー」
を新たに開始した。
・子ども家庭支援センター
では、更生保護女性会の方
に託児の協力をいただき、
参加者同士の交流や子育て
情報の収集のための「お母
さんのはあとたいむ」を実
施。

【進捗状況】

【目標】

子どもまつりや移動児童
館でさらに協力依頼

子どもまつり等各種行事に
おける交流機会の設定

【目標】

【進捗状況】

子どもまつりでは、世代の異
なるボランティアに参加して
いただいた。移動児童館で
は、児童館同様に多世代で遊
べる遊具も採用している。

【進捗状況】

【目標】 【目標】

6月から各コミュニティ
センター(各センターで
月に1回)で実施する土曜
移動児童館事業を開始し
た。

土曜日の開催等、移動児
童館事業の更なる充実

移動児童館事業の町内小中
学校長期休業期間中の開催

【進捗状況】 【進捗状況】

住民との協働

・地域ボランティアや民生委員の方々の様々な協力が必要
・民間企業との連携

Ａ

児童館事業の充実

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-３-



１　地域の子育て家庭の支援

（４）地域における子育てグループの支援

達成度

施策名 平成３０年度 課題

・他の地域子育てグルー
プの把握及び児童館の存
在周知が必要
・継続的なグループづく
りにつながる支援方法の
検討

Ｂ

平成３１年度
【目標】【目標】

・移動児童館やイベント
で地域の活力をさらに追
求
・子育てグループづくり
と活動支援

【進捗状況】 【進捗状況】

住民との協働

住民が組織する地域子育てグループとの連携

・地域の子育てグループ
が児童館を利用してい
る。
・子育てサークルに対し
地域活動室を提供
・子育てサークルの参加
者募集記事等を施設内に
掲示

地域の子育てグ
ループの支援

子育て応援課

・移動児童館やイベントで
地域の活力をさらに追求
・学生の参加等、幅広い世
代の協力依頼
・子育てグループづくりと
活動支援

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-４-



１　地域の子育て家庭の支援

（５）児童手当等の支給

達成度

【目標】 【目標】

【進捗状況】 【進捗状況】

施策名 平成３０年度 平成３１年度 課題

・適正給付の追求
・事務効率化の研究

Ａ

適正な手続処理及び給付 適正な手続処理及び給付

住民との協働

６月に現況届申請受付、
１０月支給の事務処理
済、未提出者に督促を送
付

児童手当等の支給

子育て応援課

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-５-



２　待機児童の解消への取組みと保育サービスの充実

（１）待機児童の解消への取組み

達成度

達成度

子育て応援課

幼稚園の預かり保
育の拡充

子育て応援課

民間保育所の開設

施策名 平成３０年度 平成３１年度 課題

待機児童の解消

Ｃ

【進捗状況】

キッズルーム箱根ヶ崎を
南平保育園に移行し、定
員増のうえ７月開設

・町内幼稚園３園での継
続実施
・町内幼稚園１園の子ど
も・子育て支援新制度事
業への移行による拡充

【目標】

・幼稚園の子ども・子育
て支援新制度への移行
・様々な施策を駆使した
定員拡大

・幼稚園等の子ども・子
育て支援新制度への移行
・既存施設の増改築によ
る定員拡大

【進捗状況】

【目標】

【目標】

【目標】

【進捗状況】

・町内幼稚園３園での継
続実施
・幼稚園型一時預かりの
拡充検討
・所管替えの円滑な引継
実施

住民との協働

・町内幼稚園３園で継続
実施
・幼稚園型一時預かり事
業費補助金交付要綱の全
部改正手続済
・所管替えによる引継実
施済 Ａ

今後ニーズが増加すれば
拡充する必要あり

【進捗状況】

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-６-



２　待機児童の解消への取組みと保育サービスの充実

（２）保育サービスの充実

達成度

達成度

達成度

達成度

施策名 平成３０年度 平成３１年度

子育て応援課

病後児保育の実施

子育て応援課

・近隣市の開設及び利用
状況注視
・実施方法の検討継続

・近隣市の開設及び利用状
況注視
・実施方法の検討継続

延長保育の充実

子育て応援課

【目標】 【目標】

子育て応援課

保育の質の向上

第三者によるサー
ビス評価の実施と
支援

課題

・朝時間の拡充
・保育料減免世帯への対
応

Ｂ

Ｃ

より良い実施方法の模索

Ｅ

第三者評価回収率の向上

Ｂ

子ども・子育て支援法に
基づく指導検査のノウハ
ウ習得

延長保育の適正実施 延長保育の適正実施

【進捗状況】 【進捗状況】

・５月・１月 子育て講
演会、７月 給食研究会
実施
・９月から読み聞かせ推
進事業開始
・７～８月、１～２月立
入調査実施

【進捗状況】 【進捗状況】

【目標】 【目標】

・適正実施中
・南平保育園は午後８時
までの延長保育を実施

・実施方法の検討継続
・先進区市の実施状況確
認済

【目標】 【目標】

読み聞かせ推進事業及び保
育士研修の実施

【進捗状況】 【進捗状況】

公立認可保育所、認証保
育所等への補助金交付継
続

公立認可保育所、認証保
育所等への補助金交付継
続

【目標】

【進捗状況】 【進捗状況】

第三者評価を実施する園
の確認

住民との協働

保育ニーズの把握のための第三者評価実施

【目標】

読み聞かせ推進事業及び
保育士研修の拡充

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-７-



３　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

（１）仕事と家庭が両立しやすい就労環境づくりの推進

達成度

達成度

達成度

子育て応援課

仕事と生活の調和
に取り組む企業の
認証の周知

父親の育児への参
加促進

健康課・子育て応援課

仕事と子育てが両
立する働きかけ

企画課・子育て応援課

【進捗状況】

施策名 平成３０年度 平成３１年度

更なる周知方法の研究

課題

・両親学級への父親の参
加率は参加した妊婦の半
数程度にとどまる。
・仕事と子育ての両立
・父親の育児への参加促
進につながる事業の魅力
ある内容の検討

Ｃ
【目標】

ワーク・ライフ・バラン
ス推進のための更なる意
識啓発

【進捗状況】

認証制度の周知継続

更なる啓発方法の検討と
ともに、実効性のある施
策の研究が必要

Ｂ

・父親への育児参加啓発
・子どもの見守りをしつ
つ親子で楽しめる事業の
工夫
・休日の事業の工夫
・父母で参加できる事業
の検討

・父親も参加できる事業の実
施
・父親への育児参加啓発
・子どもの見守りをしつつ親
子で楽しめる事業の工夫
・休日の事業の工夫
・父母で参加できる事業の検
討

【進捗状況】

【進捗状況】

Ｂ

【目標】 【目標】

・妊娠届出時に父親ハンド
ブックを配布（継続中）
・両親学級で父親向けプロ
グラムを実施（継続中）
・子ども家庭支援センター
では、父親も参加できる事
業を実施しているが、参加
がないのが現状。
・児童館の幼児事業では、
父親の参加は数人であった
が、スラックライン等の就
学児向け事業では多くみら
れた。また、日常の児童館
では、父親が幼児や低学年
の児童を連れて来館する姿
が見られた。

ワーク・ライフ・バラン
ス推進のための更なる意
識啓発

【目標】

・広報みずほで毎月啓発
記事を掲載
・町職員向けの庁内報を
発行し、職員の意識啓発
を促進

【進捗状況】

【目標】

認証制度の周知継続

【目標】

住民との協働

・瑞穂町男女共同参画社会推進委員会と協働し、男女共同参画社会の推進
（ワーク・ライフ・バランスの推進）を目的として年に１度講演会を実施
・ボランティアとして、両親学級で乳児の母・父に先輩ママ・パパの体験を
語ってもらっている。

【進捗状況】

子育てほっとブックによ
る周知

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-８-



３　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

（２）女性の就労支援

達成度

施策名 平成３０年度 平成３１年度

Ｂ

課題

関係機関との更なる連携
強化

関係機関との連携強化

住民との協働

【進捗状況】 【進捗状況】就労に関する情報
提供

子育て応援課

８月の児童扶養手当等現
況届申請受付時に西多摩
福祉事務所及びハロー
ワークによる就労相談会
を３日間開催した。

・関係機関との連携強化
・情報提供方法の多様化

【目標】 【目標】

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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