
具体的な取り組み
（事業名）

取り組み内容 平成１６年度（現状）
平成１８年度

（具体的な取り組みの実績）
平成１９年度

（具体的な取り組みの実績）
平成２０年度

（具体的な取り組みの実績）
平成２１年度
（目標事業量）

事業№

1
放課後児童健全育成事
業
（放課後児童クラブ）

両親就労家庭やひとり親家庭など，昼間保護者のい
ない児童が安心してすごせる場として，また，異年
齢児集団の特性を生かした遊びや行事を通して，集
団生活や生活習慣の指導とともに，宿題の指導も行
います。

設置か所数　14か所
定員         630人

設置か所数　20か所
児童数　   　791人

　公設民営　12か所
　民設民営　13か所
　児童数　　 974人

　公設民営　14か所
　民設民営　13か所
　児童数　 1,099人

設置か所数
　20か所／900人

49

2

乳幼児健康支援一時預
かり事業
（病後児保育・施設
型）

保育所等に通所中の児童が病気「回復期」であり，
集団保育の困難な期間，病院等の専用スペース等で
一時的に，当該j児童の保育を行います。

設置か所数
　１か所
定員　６人

設置か所数　　　　　1か所
延べ利用者数　　　　769人
実利用者数　　　　　332人
年間新規利用者数　　105人

設置か所数　　　　　1か所
延べ利用者数　　　　705人
実利用者数　　　　　385人
年間開設日数　　　　290日

設置か所数　　　　　1か所
延べ利用者数　　　　702人
実利用者数　　　　　382人
年間開設日数　　　　290日

設置か所数
　2か所／20人
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3
ファミリーサポートセ
ンター事業

育児の支援を受けたい人と行いたい人を会員とする
ファミリー・サポート・センタ-により，保育所まで
の送迎，保育所閉所後の一時的な預かりなど育児に
ついての助け合いを行います。

設置か所数
　１か所

依頼会員230人，提供会員152
人，依頼・提供会員50人，
計　432人，活動実績　1421回

依頼会員302人，提供会員178
人，依頼・提供会員69人，
計　549人，活動実績　2064回

依頼会員379人，提供会員197
人，依頼・提供会員78人，
計　654人，活動実績　1577回

設置か所数
　１か所

7・25

4
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者が疾病等の社会的理由で，一時的に児童の養
育が困難となった場合に児童養護施設などで一時的
に児童をお預かりします。

設置か所数
　7か所
定員　３０人

２歳未満児
実人員　４人延日数14日
２歳以上児
実人員　４人延日数10日

２歳未満児
実人員　5人 延日数41日
２歳以上児
実人員　3人 延日数 5日

２歳未満児
実人員　1人 延日数4日
２歳以上児
実人員　0人 延日数0日

設置か所数
　7か所／30人

28

5
子育て短期支援事業
（トワイライトステ
イ）

保護者が仕事などにより帰宅が夜間になる場合や休
日勤務の場合に，児童養護施設などにおいて一時的
に児童をお預かりします。

設置か所数
　7か所
定員　7人

設置か所数
　7か所
定員　7人（利用実績なし）

設置か所数
　7か所
定員　7人（利用実績なし）

設置か所数
　7か所
定員　7人（利用実績なし）

設置か所数
　7か所／7人

47

6 一時保育
保護者の疾病等の緊急時や，就労形態の多様化に伴
い家庭保育が困難となる場合等，保育所において一
時的に児童を保育します。

設置か所数
　26か所
定員　78人

公立保育所1か所，私立保育園
17か所（国庫補助対象及び自
主事業）において実施

公立保育所1か所，私立保育園
13か所において実施

公立保育所1か所，私立保育園
14か所において実施

設置か所数
　28か所／84人

24

7 特定保育事業
保護者の就労形態に応じた，多様なニーズに対応す
るため，特定保育事業を実施します。

未実施
設置か所数
　1か所
定員　18人

設置か所数
　1か所
定員　18人

設置か所数
　1か所
定員　18人

設置か所数
　1か所／18人

46

8 つどいの広場事業

主に乳幼児（0～3歳）を持つ子育て中の親が，打ち
解けた雰囲気の中で気軽に集い交流するとともに，
子育ての相談に応じる「つどいの場」の提供を行い
ます。

設置か所数
　未設置

トゥインクル
（平成17年11月設置）
開所回数　146回，来所人数
4655人，相談件数　138件，
講習会回数　12回，
受講者数　313人
サラダの国
（平成18年7月設置）
開所回数　108回，来所人数
1038人　相談件数　43件
講習会回数　2回
受講者数　48人

トゥインクル
（平成17年11月設置）
開所回数　153回，来所人数
5366人，相談件数　261件，
講習会回数　23回，
受講者数　520人
サラダの国
（平成18年7月設置）
開所回数　137回，来所人数
4648人　相談件数　46件
講習会回数　6回
受講者数　192人

開設か所　　6カ所

トゥンクル・サラダの国・ハ
ピーの広場・プラスドゥ元
気っ子・スマイルキッズ・愛
あい
開設日数　　1,027日
来所人数　 38,353人

設置か所数
 2か所

※平成20年度から
地域子育て支援拠
点事業に変更

30

特定１４項目　目標事業量



9
地域子育て支援セン
ター事業

子育て不安に対する相談・指導や，子育てサークル
への支援など地域の子育て家庭に対する育児支援を
行います。

設置か所数
　7か所

設置か所数　7か所
「小規模型」で私立保育園５
か所「センター型」で鈴鹿市
地域子育て支援センター1か所
で実施

ひろば型：私立保育園6か所
センター型：子育て支援セン
ター「りんりん」1か所

設置か所数
　8か所

※平成20年度から
地域子育て支援拠
点事業に変更

5・26

10 通常保育事業

保護者が就労等のために家庭において保育できない
児童を通常保育時間内で保育を行います。また，幼
保一元化や総合施設等の問題を検討し，公立保育所
の整備計画を策定します。

定員　4030人

公立保育所10か所私立保育園
28か所において定員4305人で
実施。また，教育委員会部局
と幼保一元化等の検討会議を
開催

公立保育所10か所私立保育園
30か所において定員4425人で
実施。また，教育委員会部局
と幼保一元化等の検討会議を
開催

公立保育所10か所私立保育園
30か所において定員4425人で
実施。また，教育委員会部局
と幼保一元化等の検討会議を
開催

定員　4,210人 39

11 延長保育事業
保護者の就労形態の多様化に対応するため，通常の
開所時間を超えて保育を行います。

24か所　259人 27か所　287人

私立保育所28か所において実
施
３０分延長　10か所
1時間延長 　12か所
2時間延長　  6か所

私立保育所29か所において実
施
３０分延長　12か所
1時間延長　 11か所
2時間延長   6か所　計29か所

設置か所数
　24か所／259人

40

12 休日保育事業
就労のため，休日に子どもをみられない保護者の
ニーズに対し，休日保育を実施します。

1か所
祝日のみ実施（私立保育園2か
所），日曜日・祝日とも実施
（私立保育園　1か所）

私立保育園1か所において実施 私立保育園1か所において実施
設置か所数
　2か所／60人

42

13 夜間保育事業
保護者の就労形態の多様化に対応するため，保育所
において夜間（概ね午後10時）に保育を行います。

未実施

14

乳幼児健康支援一時預
かり事業
（病後児保育・派遣
型）

　保育所等に通所中の児童が病気の｢回復期｣であ
り，集団保育の困難な期間，その家庭又は保育士，
看護師，その他の者の居宅において適当な設備を備
える等により保育を行う。

未実施

※「特定１４項目」とは、国が特に重要であるとした保育・子育て支援関係事業で，行動計画においてその定量的目標数値の設定が求められているものです。　


