
 

  

横須賀子ども未来プランの重点施策の進捗状況（平成 29 年度） 
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大

柱 
施策名 平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 31 年度の事業内容 

1 

教育・保育の充実 ●幼稚園  39 か所 ●幼保連携型認定こども園 ３か所 ●幼保連携型認定こども園 ５か所 ●幼保連携型認定こども園 ９か所 ●１号認定子ども 

    定員   7,740 人 ●保育所          40 か所 ●幼稚園型認定こども園  ２か所 ●幼稚園型認定こども園  ２か所   利用定員 6,505 人 

  ●保育所  41 か所 ●１号認定子ども   ●施設型給付幼稚園 ３か所 ●施設型給付幼稚園 ６か所  （2 号教育利用希望含む） 

    定員   3,902 人 利用定員   99 人 ●保育所         40 か所 ●保育所         38 か所 ●２号認定子ども 

  ●家庭保育福祉員 ●２号認定子ども  ●１号認定子ども   ●１号認定子ども   利用定員 2,920 人 

   利用定員 2,281 人 利用定員  769 人 利用定員  1,233 人 ●３号認定子ども 

  
 

●３号認定子ども  ●２号認定子ども  ●２号認定子ども   利用定員 2,475 人 

    利用定員 1,612 人 利用定員 2,410 人 利用定員   2,450 人  

  
●小規模保育事業所 ２か所 ●３号認定子ども  ●３号認定子ども 

 

  
●家庭的保育事業所 ９か所 利用定員 1,660 人 利用定員   1,707 人 

 

 
   ●小規模保育事業所 １か所 ●小規模保育事業所 １か所 

 
   ●家庭的保育事業所 10 か所 ●家庭的保育事業所 12 か所  

こんにちは赤ちゃん ●生後４か月までの乳児が ●生後４か月までの乳児が ●生後４か月までの乳児が ●生後４か月までの乳児が ●生後４か月までの乳児が 

事業の推進   いる家庭への訪問指導・   いる家庭への訪問指導・   いる家庭への訪問指導・   いる家庭への訪問指導・   いる家庭への訪問指導・ 

 
  相談   相談   相談   相談   相談 

地域子育て支援拠点 ●センター型   ２か所 ●センター型   ２か所 ●センター型   ２か所 ●センター型   ２か所 ●センター型     ８か所 

事業（愛らんど事業） ●親子サロン   ４か所 ●親子サロン   ４か所 ●親子サロン   ４か所 ●親子サロン   ４か所 ●親子サロン    11 か所 

等の相談機能の充実 ●わいわい広場 11 か所 ●わいわい広場 11 か所 ●わいわい広場 11 か所 ●わいわい広場 11 か所 ●利用者支援事業  ５か所 

ファミリー・サポート ●１か所 ●１か所 ●１か所 ●１か所 ●１か所 

・センター事業の推進           

ショートステイ事業 ●２か所 ●２か所 ●２か所 ●２か所 ●２か所 

の推進           

育児支援家庭訪問事業 ●助産師・ヘルパーの派遣 ●助産師・ヘルパーの派遣 ●助産師・ヘルパーの派遣 ●助産師・ヘルパーの派遣 ●助産師・ヘルパーの派遣 

の推進             

小児医療費助成の充実 ●通院 ●通院 ●通院 ●通院 ●通院 

 
   ０歳 ～ 就学前児    ０歳 ～ 小学校４年生    ０歳 ～ 小学校６年生    ０歳 ～ 小学校６年生    ０歳 ～ 小学校６年生 

 
（10/1 から ～小学校２年生） （10/1 から ～小学校６年生） 

 
 

 

 
●入院 ●入院 ●入院 ●入院 ●入院 

     ０歳 ～ 中学校修了前    ０歳 ～ 中学校修了前    ０歳 ～ 中学校修了前    ０歳 ～ 中学校修了前    ０歳 ～ 中学校修了前 
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大柱 施策名 平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 31 年度事業内容 

2 

妊婦健診の推進 ●健診費用の一部助成 ●健診費用の一部助成 ●健診費用の一部助成 ●健診費用の一部助成 ●健診費用の一部助成 

乳幼児健診の推進 ●乳児健診 ●乳児健診 ●乳児健診 ●乳児健診 ●乳児健診 

 
●１歳６か月健診 ●１歳６か月健診 ●１歳６か月健診 ●１歳６か月健診 ●１歳６か月健診 

  ●３歳６か月健診 ●３歳６か月健診 ●３歳６か月健診 ●３歳６か月健診 ●３歳６か月健診 

特定不妊治療費助成 ●治療費の助成 ●治療費の助成 ●治療費の助成 ●治療費の助成 ●治療費の助成 

事業等の推進 ●不妊・不育相談 ●不妊・不育相談（妊娠相談） ●不妊・不育相談（妊娠相談） ●不妊・不育相談（妊娠相談） ●不妊・不育相談（妊娠相談） 

3 

放課後児童対策の充実 ●学童クラブ 53 か所 ●学童クラブ 59 か所 ●学童クラブ 61 か所 ●学童クラブ 62 か所 ●学童クラブ 79 か所 

 
(うち小学校実施数 15 か所) (うち小学校実施数 17 か所) (うち小学校実施数 18 か所) (うち小学校実施数 22 か所)  (うち小学校実施数 25か所) 

  ●みんなの家 ●みんなの家 ●みんなの家 ●みんなの家 ●みんなの家 

   ランドセル置場  15 か所  ランドセル置場  15 か所  ランドセル置場  15 か所  ランドセル置場  15 か所  ランドセル置場  15 か所 

  ●わいわいスクール ６か所 ●わいわいスクール ６か所 ●わいわいスクール ３か所 ●わいわいスクール ３か所 ●わいわいスクールの 

        あり方の検討 

青少年関係団体の活動 ●母親クラブ ●母親クラブ ●母親クラブ ●母親クラブ ●母親クラブ 

支援の推進 ●子ども会指導者協議会 ●子ども会指導者協議会 ●子ども会指導者協議会 ●子ども会指導者協議会 ●子ども会指導者協議会 

 
●ジュニアリーダーズ ●ジュニアリーダーズ ●ジュニアリーダーズ ●ジュニアリーダーズ ●ジュニアリーダーズ 

  ●青少年育成推進員連絡  ●青少年育成推進員連絡  ●青少年育成推進員連絡  ●青少年育成推進員連絡  ●青少年育成推進員連絡 

   協議会  ほか  協議会  ほか  協議会  ほか  協議会  ほか  協議会 ほか 

若い世代のリーダー ●ジュニアリーダー養成 ●ジュニアリーダー養成 ●ジュニアリーダー養成 ●ジュニアリーダー養成 ●ジュニアリーダー養成 

養成の充実   講習会修了者数   講習会修了者数   講習会修了者数   講習会修了者数   講習会修了者数 

 
   （単年度） 54 人    （単年度） 36 人    （単年度） 54 人    （単年度） 31 人    （単年度） 45 人 

     地域活動参加者数     地域活動参加者数     地域活動参加者数     地域活動参加者数     地域活動参加者数  

        延べ 150 人       延べ 193 人       延べ 137 人       延べ 156 人       延べ 180 人 

青少年健全育成協力 ●登録店舗数  264 店 ●登録店舗数 324 店 ●登録店舗数 358 店 ●登録店舗数 369 店 ●登録店舗数  400 店 

店の拡充          
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大柱 施策名 平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 31 年度事業内容 
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多様な保育サービスの ●保育所数        41 か所 ●保育所数        40か所 ●保育所数        40か所 ●保育所数        38か所 ●保育所数       28 か所 

充実 
 

●認定こども園数   ３か所 ●認定こども園数   ７か所 ●認定こども園数   11か所 ●認定こども園数  33 か所 

 ●幼稚園預かり保育 ●幼稚園預かり保育 ●幼稚園預かり保育 ●幼稚園預かり保育 ●幼稚園預かり保育 

      実施施設数  36 か所    実施施設数     36か所    実施施設数     30か所    実施施設数   30 か所   実施施設数    全施設 

 
●延長保育実施数   41 か所 ●延長保育実施数    全施設 ●延長保育実施数    全施設 ●延長保育実施数    全施設 ●延長保育実施数  全施設 

  ●休日保育実施数  １か所 ●休日保育実施数   １か所 ●休日保育実施数   １か所 ●休日保育実施数   １か所 ●休日保育実施数   １か所 

  ●病児・病後児保育 ●病児・病後児保育 ●病児・病後児保育 ●病児・病後児保育 ●病児・病後児保育 

 
      施設数  １か所      施設数    １か所      施設数    １か所      施設数    １か所         施設数     ２か所   

  ●学童クラブ数    53 か所 ●学童クラブ数     59 か所 ●学童クラブ数     61 か所 ●学童クラブ数     62 か所 ●学童クラブ数   79 か所 

  
 

●小規模保育事業所 ２か所 ●小規模保育事業所 １か所 ●小規模保育事業所 １か所        

  ●家庭的保育事業所 ９か所 ●家庭的保育事業所 10か所 ●家庭的保育事業所 12か所  

    ●わいわいスクール ３か所  

  
 

 
 

●放課後子ども教室 １か所 
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児童虐待の発生予防と ●こども家庭地域対策 ●こども家庭地域対策 ●こども家庭地域対策 ●こども家庭地域対策 ●こども家庭地域対策 

早期発見、早期対応   ネットワーク会議の開催   ネットワーク会議の開催   ネットワーク会議の開催   ネットワーク会議の開催   ネットワーク会議の開催 

 
 ・全体会議  ・全体会議  ・全体会議  ・全体会議  ・全体会議 

   ・実務担当者連絡会議  ・実務担当者連絡会議  ・実務担当者連絡会議  ・実務担当者連絡会議  ・実務担当者連絡会議 

   ・サポートチーム会議  ・サポートチーム会議  ・サポートチーム会議  ・サポートチーム会議  ・サポートチーム会議 

ひとり親家庭への自立 ●就職相談の実施 ●就職相談の実施 ●就職相談の実施 ●就職相談の実施 ●就職相談の実施 

支援の推進 ●就労支援セミナーの開催 ●就労支援セミナーの開催 ●就労支援セミナーの開催 ●就労支援セミナーの開催 ●就労支援セミナーの開催 

  ●各種給付金の支給 ●各種給付金の支給 ●各種給付金の支給  

  
 

 
●養育費等支援事業の実施 

 

療育相談センターの ●診療所部門 ●診療所部門 ●診療所部門 ●診療所部門 ●診療所部門 

充実 ●通園施設 ●通園施設 ●通園施設 ●通園施設 ●通園施設 

 
●相談機能 ●相談機能 ●相談機能 ●相談機能 ●相談機能 

  ●各種教室の開催 ●各種教室の開催 ●各種教室の開催 ●各種教室の開催 ●各種教室の開催 

  ●巡回相談 等 ●巡回相談 等 ●巡回相談 等 ●巡回相談 等 ●巡回相談 等 

社会的養護を必要と ●児童養護施設学習支援 ●児童養護施設学習支援 ●児童養護施設学習支援 ●児童養護施設学習支援 ●児童養護施設学習支援 

する子どもへの自立  ・小学生を対象  ・小学生を対象  ・小学生を対象  ・小学生を対象  ・小学生を対象 

支援の充実 ●自立支援  ・中学生を対象  ・中学生を対象  ・中学生を対象  ・中学生を対象 

 
  ●自立支援 ●自立支援 ●自立支援 ●自立支援 

 


