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幼稚園・幼児園幼稚園・幼児園
　学校教育法にもとづく教育機関で、保護者の就労状況にかかわらず３歳から
入園できます。３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行って
いる園もあります。

平成 26年度の現状

●幼稚園：６園
●幼児園：１園

　広範囲に園バスを運行させ、
園児の利用促進を図ります。
　幼稚園に認定こども園への移
行情報を提供し、新制度への的
確な対応を促します。

利用者支援事業利用者支援事業

地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業

　子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施
設や地域の子育て支援事業等の情報提供および必要に応じ
相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を
実施する事業です。

　専門的な相談人の配置について要綱の整備等を行う
とともに、相談員の研修、配置、利用者支援を実施してい
きます。

認可保育所等認可保育所等

認定こども園認定こども園

　保護者の就労や病気などで、家庭でお子さんをみることができない場合に、
保護者の代わりに保育する施設です。

平成 26年度の現状

●東部地域：25園
●西部地域：４園
●北部地域：２園

　バスステーションの実施に向
けて計画的に取り組みます。
保育所の増改築工事を適宜行い
ます。

　主に乳幼児とその保護者に対する育児支援を目的とした事業です。子育て支
援に関する交流の場の提供、子育てに関する相談・援助、地域の子育て関連情
報の提供、子育て支援に関する講習等の実施を行っています。
　子育て支援センター「はぐはぐ」、永山ふれあいセンター「キッズぱーく」、
青梅こども未来館「にこにこ広場」、畑中保育園「すこやか」、各保育所での子
育てひろば、各市民センターで行われる幼児と親のための教室と体育館開放事
業を行っています。

平成 26年度の現状

●東部地域：
　子育てひろば　14か所
　支援事業　　　９か所
●西部地域：
　子育てひろば　２か所
　支援事業　　　２か所
●北部地域：
　子育てひろば　１か所
　支援事業　　　１か所

事業の積極的な広報活動を行い、利用者の声を取り入れるなど、
ホームページを充実します。

子育て短期支援事業子育て短期支援事業
　保護者が生後 57 日目から小学校就学前の子どもを一時的に家庭で養育でき
ない場合、宿泊を伴い原則 7日間を限度に利用できる事業です。

平成 26年度の現状

●市内乳児院・児童養護
　施設に委託し、年末年始
　の３日間を除き毎日実施

乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業
　生後４か月までの乳児の
いるすべての家庭を訪問
し、子育て支援に関する情
報提供や養育環境等の把握
を行う事業です。

平成 26年度の現状

●民生・児童委員
　および
　市担当職員で対応

養育支援訪問事業養育支援訪問事業
　養育支援が特に必要な家
庭に対して、その居宅を訪
問し、養育に関する指導・
助言等を行うことにより、
当該家庭の適切な養育の実
施を確保する事業です。

平成 26年度の現状

●１事業者に委託

新生児訪問事業　新生児訪問事業　
　新生児の発育、栄養、生
活環境、疾病予防等育児上
重要な事項の指導を目的と
して、生後 28 日未満の新
生児を対象に保健師等が訪
問する事業です。

平成 26年度の現状

●保健師４人
　および
　訪問指導員６人

未熟児訪問事業未熟児訪問事業
　早期産や低出生体重で生
まれた赤ちゃんは、生理的
に未熟で、また、心や体の
発達も正期産児に比べ遅れ
ることも少なくないため、
保健師が家庭を訪問し、育
児支援を行います。

平成 26年度の現状

●保健師４人

　保護者の労働の有無にかかわらず入園でき、幼児教育と保育を一体的に提供
し、地域における子育て支援機能を備えた施設です。

平成 26年度の現状

●東部地域：
　　地方裁量型１園

　需要の状況に応じ、事業者か
らの申請にもとづき、設置しま
す。

地域型保育地域型保育
国が定める基準に適合し、市町村の認可を受けた施設において、満３歳未満の子
どもを、少人数（6～ 19名以下）単位で預かる事業です。

平成 26年度の現状

●東部地域：
　小規模保育事業１施設
　家庭福祉員５人　　定員 19人

　グループ型小規模保育事業を需要の状況に応じ、事業者からの申請にもと
づき、設置します。
　新たな家庭福祉員の認定や、補助員の増員により、定員を増やします。

●小規模保育事業・・・・・

保育者の家庭などでお子さんを預かるサービスです。●家庭的保育事業・・・・・

企業などが、主に従業員用に運営し、周辺に在住している子どもの受け入れも行
う保育施設です。

●事業所内保育事業・・・・

保護者が何らかの理由により保育が困難になった場合、障害・疾患などで個別の
ケアが必要な場合などへの対応で、保護者の自宅で１対１で保育を行う事業です。

●居宅訪問型保育事業・・・

①利用者推計総数
②確保提供総数
差異（②－①）

1,105 人
1,471 人
366人

1,189 人
1,471 人
282人

989人
1,471 人
482人

現　状 推　計
平成 26年度 平成 27年度 平成 31年度

①利用者推計総数
②確保提供総数
差異（②－①）

9,177人回 /月
17,249人回 /月
8,072人回 /月

9,036人回 /月
17,249人回 /月
8,213人回 /月

8,021人回 /月
17,249人回 /月
9,228人回 /月

現　状 推　計
平成 26年度 平成 27年度 平成 31年度

①利用者推計総数
②確保提供総数
差異（②－①）

316人日 /年
1,086人日 /年
770人日 /年

363人日 /年
1,086人日 /年
723人日 /年

312人日 /年
1,086人日 /年
774人日 /年

現　状 推　計
平成 26年度 平成 27年度 平成 31年度

①利用者推計総数
　　２号認定
　　３号認定（０歳）
　　３号認定（１・２歳）
②確保提供総数
　　２号認定
　　３号認定（０歳）
　　３号認定（１・２歳）
差異（②－①）

3,205 人
1,931 人
286人
988人

2,930 人
1,656 人
337人
937人
3,225 人
1,935 人
291人
999人
295人

2,499 人
1,371 人
304人
824人
3,276 人
1,940 人
319人
1,017 人
777人

現　状 推　計
平成 26年度 平成 27年度 平成 31年度

確保提供総数
　　２号認定
　　３号認定（０歳）
　　３号認定（１・２歳）

38人
16人
6人
16人

38人
16人
6人
16人

38人
16人
6人
16人

現　状 推　計
平成 26年度 平成 27年度 平成 31年度


