
資料４

「小田原市子ども・子育て支援事業計画」主要事業の実施状況と今後の展開

■　施策の展開

基本施策１　地域における子育ての支援

（１）地域における子育て支援サービスの充実

番号
　　　　　　　　　　　　事　業　名
（★印は、子ども・子育て支援法に基づいて実
施する重点事業）

事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 子育て支援拠点管理運営事業★
子育て支援センターを設置し、子育てひろばの運営、育児不安
等についての相談指導、子育てに関する情報の収集及び提供、
講座等の開催を通じ、子育て家庭に総合的な支援を行う。

子育て政策課

プロポーザル形式で平成28年度から平成32年度まで委託する
事業者を選定した。子育て支援センター（4か所）を運営し、延
べ52,230人が利用した。また、相談に対応し、育児不安等の解
消に努めた。
（利用者数）マロニエ：24,628.人　いずみ：13,231.人
こゆるぎ：4,831人、　おだぴよ：9,540.人
子育て環境をさらに向上させるため、他の関係機関との連携や
地域への支援を行うための情報共有が必要となっている。

各子育て支援センターにおいて、育児不安等についての相談指導、子
育てに関する情報の収集及び提供、講座等の開催を継続しつつ、令
和２年度秋のおだぴよの移転に伴い、指定管理者制度を導入すること
で、より柔軟に子育て家庭のニーズに即した事業が展開できるようす
る。

施設数 4か所

2 地域子育てひろば事業★
未就園児の保護者同士の交流や情報交換の場となる地域子育
てひろばを運営する。

子育て政策課

運営を地区民生委員児童委員協議会などに委託するととも
に、地域子育てひろば連絡協議会を開催し、支援者同士の意
見交換や研修の実施を通して、活動の課題把握を行い、より運
営しやすい環境づくりを行った。

運営を地区民児協などに委託するとともに、地域子育てひろば連絡協
議会を開催し、支援者同士の意見交換や研修を行う。また、子育て支
援センターとの連携も深めていく。さらに、地域ごとに課題を探求し、各
地域間において共有しながら回数増に取り組み、活動地区の増加を
図る。

連合自治会単
位(26地区)

23地区

開設日数 260日

施設数 10か所

4 ファミリー・サポート・センター運営事業★
育児支援を受けたい人と育児支援ができる人の登録及び管理、
援助活動の調整を行う。

子育て政策課

プロポーザル形式で平成28年度から平成32年度まで委託する
事業者を選定した。支援会員の交流会や研修の実施を通し
て、活動の課題把握を行い、より運営しやすい環境づくりを行っ
た。
支援会員：373人　依頼会員：1239人　両方会員：65人
活動件数：6560件　産前・産後の家事支援：133件

多様化する依頼会員のニーズに対応できるようにするため、支援会員
の増加策や保育士等有資格者の支援会員の確保について、体制整
備を進めていく。

施設数 1か所

開設日数 238日

施設数 3か所

6 養育支援家庭訪問事業★
保護者の養育支援が必要である家庭に対し、その居宅を訪問し
助言や指導を行うほか、ヘルパーを派遣し家事支援等を行う。

子育て政策課
児童の養育について継続的な支援が必要と認められる家庭に
おける養育環境を確保するため、福祉団体等に委託し、訪問に
よる家事及び育児等の支援を実施した。

引き続き、児童の養育について継続的な支援が必要な家庭に対し、
家事及び育児等の支援を行う者（保育士等）を派遣し、子どもの保育
に関する援助や指導等を行う。

支援件数 1件

7 母子訪問指導事業★
妊婦や乳幼児を持つ親等に保健師等が家庭訪問を行い、妊娠
や育児に関する保健指導や情報提供を行う。

健康づくり課
2,842人（妊婦88件、産婦936件、乳児1,123人、幼児210件、そ
の他485人）の妊婦や乳幼児に対し、保健師や助産師が家庭
訪問を実施し、育児支援を行った。

妊産婦や乳幼児を持つ保護者等に家庭訪問を通じて、妊娠や育児に
関する情報を伝えることを継続する。

訪問率
対象者数：701人

訪問実施数：691人
実施率：98.6%

8
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）★

生後4か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対する助言や情
報提供等を行い、要支援家庭には適切なサービス提供につな
げる。

健康づくり課

生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの養育環境
を把握するとともに、支援が必要な家庭に対して支援を行っ
た。出生した乳児1,174人のうち1,160件を訪問（訪問率98.8％）
した。

訪問率の向上に向け、出生の把握や訪問日調整の迅速化など、事務
の執行体制について見直しを行う。

訪問率 訪問率：98.8%

児童数 1,542人

施設数 41クラブ

10 放課後子ども教室推進事業
放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学習やスポーツ、
文化活動等の体験学習を行うとともに、地域の方々との交流活
動の機会を提供する。

教育総務課
平成30年度については、既存校11校に加えて、7校（足柄小学
校・千代小学校・下曽我小学校・国府津小学校・東富水小学
校・前羽小学校・豊川小学校）で実施した。

令和元年度に、全小学校への拡充を行っていくにあたり、スタッフの確
保、放課後子ども教室運営の核となるコーディネーターの育成などに
課題があるが、学校や放課後児童クラブと連携しながら、地域の協力
を得て運営していく。

対象児童数に
占める登録児
童の割合

17%
（18校4,721人中797人）

3 一時預かり事業★
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することができなく
なった児童の保育を行う。今後、実施園の拡大に努める。

保育課
延べ利用人数2,454人。
幼稚園型一時預かり事業も含め、事業実施の園に対して、利
用人数に応じて補助金を交付した。

事業を実施する施設に対して補助金を交付する。また、事業のニーズ
を捉え、必要に応じてその拡大を図る

5
病児・病後児保育事業（乳幼児健康支援一時
預かり事業）★

病気中または病気回復期にあり、集団保育や幼稚園での生活
ができない児童を、病気回復期まで一時的に預かる。

保育課

事業を実施する施設に対して補助金を交付したほか、「病児・病後
児保育事業連絡会」を開催するとともに、広報掲載や乳幼児健康
診断でチラシを配布するなど、事業周知に努めた。
このほか、南足柄市との間の協定に基づき、病児保育室におい
て、南足柄市に在住の児童等の広域利用に必要な調整を行った。

事業を実施する施設に対して補助金を交付するほか、「病児・病後児保育
事業連絡会」を開催し、事業状況・課題検討を行うとともに、事業の周知に
努める。また、利用実績や利用者のニーズなども把握した上で、施設や関
係医療機関と相談の上で、事業のより良い在り方について検討していく。

9
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
★

就労等により、昼間家庭に保護者のいない家庭の児童に対し
て、放課後の居場所を提供する。

教育総務課
研修等を実施し、指導員の資質を向上を図った。
入所児童数　1,542人　全41クラブ

保護者等の就労や疾病等で、放課後に適切な保護を受けられない子
どもに放課後の居場所を提供し、待機児童が発生しないよう努める。
児童クラブ指導員の資質向上を図る目的で研修事業（グループ研修
等）を充実させていく。
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番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

11 地域の見守り拠点づくり事業
地域の大人が地域の子どもを見守り、子どもが安心して集まり
活動できる居場所づくりを支援する。

青少年課

市内９地区で地域の居場所づくりの支援を行った。
久野地区・・・・ 期日：毎週木曜日　場所：久野区民会館等
　　　　　　　　　   参加：子ども２０人程度／回
早川地区・・・・ 期日：概ね２ヶ月に1度　場所：早川小学校等
　　　　　　　 　    参加：子ども１５～２０人程度／回
矢作地区・・・　期日：毎週土曜日の午後　場所：下堀公民館
                        参加：子ども１０～１５人程度／回
桜井地区・・・・ 期日：土曜日（月２回程度）　場所：桜井小学校等
　　　　　　　　     参加：子ども８０人程度/回
酒匂地区・・・・ 期日：水曜日（月１回程度）　場所：酒匂集会場
　　　　　　　　     参加：子ども３０～４０人程度/回
上府中地区・・・期日：概ね２ヶ月に１度　場所：上府中分館等
　　　　　　　　     参加：子ども３０人程度/回
橘北地区・・・　期日：土曜日（月１回）　場所：下中老人憩いの家
　　　　　　　　　   参加：子ども２０人程度/回
片浦地区・・・期日：概ね２ヶ月に1度　場所：星槎学園小田原キャン
パス
　　　　　　　 　    参加：子ども３０～４０人程度／回
東富水地区・・・期日：月１回　場所：デイサービスもみの木内
　　　　　　　　　　参加：子ども２０人程度/回

自治会や民生委員・児童委員、或いは子どもに関係する団体や地域
コミュニティの形成に取り組む団体などと連携を図りながら、実施地区
の拡大に努めていく。

地区数 9地区

12 児童プラザ管理運営事業
０歳から小学６年生までの子どもが楽しく安全に遊ぶことが出来
る屋内遊び場を運営する。

子育て政策課
年間261日開設し、延べ24,740人、1日平均約102名程度の利
用があった。

安全な遊び場を提供するとともに、指導員を配置し、子どもの遊びに
対する助言・指導を行う。指導者としてアクティブシニアや学生ボラン
ティアを活用していく。

施設数 1か所

（２）幼児期の教育・保育サービスの充実

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

児童数 3,634人

施設数 41か所

児童数 28,411人

施設数 32か所

児童数 98人

施設数 1か所

4 乳児保育促進事業 0歳児の保育を行う。今後、定員枠の拡大に努める。 保育課

小規模保育事業３施設の新規開設及び低年齢児の定員拡大
を主とした既存認可保育所１園の増築に対して支援を行うこと
で、乳児の受け皿確保を行うとともに、生後６ヶ月未満の乳児
を受け入れた民間保育所１６園に対し、対象児童の保育環境
の整備・充実を図るための補助金を交付した。

令和２年４月までに新たに小規模保育事業１施設、認可保育所１園を開設
することにより低年齢児の受け皿を確保することで、乳児保育を実施すると
ともに、対象児童の保育環境の整備・充実を図るための補助金を事業実施
園に対して交付する。
また、引続き「小田原市子ども子育て支援事業計画」に基づき、幼児期の
教育・保育環境の整備を行う。

受入施設数 35か所

5 障がい児保育促進事業 保育士等の体制を整え、障がいのある児童の保育を行う。 保育課
障がい児の受入れを実施した民間保育所15園に対して、保育
士の加配に必要な人件費等の補助を行った。

障がい児の受入れについて調整しながら事業への理解を求めていく。
また、事業を行う民間保育所に対し、必要な補助を適切に行うことが
できるよう、認定基準等について、適宜、見直しを行う。

実施施設数 25か所

6 認可外保育施設への支援事業
認可外保育施設の保育環境の向上を図るため、助成や指導を
行う。

保育課
届出保育施設に対して、入所児童の処遇向上、健康や安全衛
生面での適切な保育水準を確保するための児童の健康診断
等にかかる費用に対して補助金を交付した。

届出保育施設に対して、入所児童の処遇向上、健康や安全衛生面で
の適切な保育水準を確保するために、引き続き児童の健康診断等に
かかる費用に対して補助金を交付する。

施設数 3か所

7 公立保育所運営管理事業
公立保育所の施設等の整備や、給食の提供、職員の研修、賠
償保険関係などを含めた運営管理を行う。

保育課
園舎の老朽化が進んでいる中で必要な修繕を行うとともに、保
育の実施に必要な運営管理を行った。

公立各園の園舎の老朽化も進んでいる中で、今後の公立保育所の在
り方について「小田原市子ども・子育て支援事業計画」に基づき検討
する。
また、公立幼稚園も含めた小田原市の就学前教育の在り方につい
て、教育部と議論を始めたところであり、その中でも検討を重ねてい
く。

児童数 521人

8 公立保育所施設整備事業
安全を確保し、多様な保育ニーズに対応するため施設整備を行
なう。

保育課
老朽化の著しい水回りを中心に計画的な修繕を実施した。ま
た、必要に応じて各園において修繕を実施した。

要修繕箇所の計画的な修繕を実施するとともに、必要に応じて各園に
おいて修繕を実施する。

施設数 22か所

1 通常保育事業★
家庭で保育することができない児童を保育所で預かり、保育を
行う。個々の保育所の定員の弾力化や拡充により待機児童の
解消を図る。

保育課

要入所児童の保育に必要な経費を負担するとともに、個々の保育
所において、定員を超えた児童の受入れを行った。また、平成３１
年４月１日からの小規模保育事業施設の開設に向けた支援及び関
係機関等との調整を行ったほか、既存保育所の定員増を図るため
の増築を行った。

要入所児童の保育に必要な経費を負担する。また、令和２年４月１日まで
に小規模保育事業１施設を開設するとともに及び、既存新規の認可保育所
１園の開設による定員増を図るほか、個々の保育所で入所定員の弾力化
や拡充のために必要な調整を行う。このほか、小田原市子ども・子育て支
援事業計画に位置付けられた各種事業を推進し、保育の受け皿確保に取
り組むことで待機児童の解消を図る。

2 延長保育促進事業★
保護者の就労状態等に対応するため、通常保育の前後の時間
において、時間を延長して保育を行う。今後、受入れの拡大と時
間延長に努める。

保育課
公立保育所６園で実施したほか、事業を実施した民間保育所
26園に対し、補助金を交付した。

各保育所で事業を実施するとともに、民間保育所に対しては、利用実
績に応じて補助金を交付する。

3 休日保育事業
保護者の就労状態等に対応するため、日曜・祝日等に保育を行
う。今後、利用状況を見ながら実施園の拡大に努める。

保育課
休日保育事業を実施する民間保育所１園に対して、教育・保育
給付費の加算を行った。

休日保育事業を実施する民間保育所に対して、教育・保育給付費の
加算を行うとともに、今後、事業ニーズや各保育所の意向を適切に把
握し、実施園の拡大を検討する。
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9 民間保育所等施設整備補助事業
安全で多様な保育サービスに対応できるように、民間保育所に
おける施設の改築や大規模修繕等に対して助成を行う。

保育課
小規模保育事業３件の新規開設に係る整備に対して補助を行
うとともに、民間保育所１園の大規模修繕（防水）に対して予算
化を図った（年度繰越事業）。

既存園の大規模修繕については、引き続き施設等からの求めに応
じ、施設の老朽度・緊急度を踏まえて優先順位を付けた上、必要な修
繕に対して補助する。また、既存保育所の増改築等や小規模保育事
業の整備についても、「小田原市子ども・子育て支援事業計画」に基づ
き、引き続き補助を実施していく。

施設数 3か所

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

10 認定子ども園整備事業
教育・保育を一体的に行い、地域における多様な保育ニーズに
対応するため、既存の保育所、幼稚園での認定こども園の設置
を検討する。

保育課

「小田原市子ども・子育て支援事業計画」の推進にあたり、市
内保育所や幼稚園等に対し、個別ヒアリング等を通して認定こ
ども園化などの意向確認を行った。また、幼児期におけるより
良い教育・保育の環境整備を検討する中で、公立幼稚園の認
定こども園化に向けた検討を教育部と開始した進め「小田原市
公立幼稚園・保育所の今後のあり方」を策定し、モデル園として
の認定こども園の整備・検討を位置付けた。

市内保育所や幼稚園等の意向等を把握するとともに、認定こども園へ
の移行を希望する園に対しては、必要な支援を行っていく。また、引き
続き教育部との連携を深め、幼保の枠組みを超えた小田原市全体で
の教育・保育の質向上に向けた取組みを行うとともに、幼児期におけ
るより良い教育・保育の環境整備を検討する中で、公立認定こども園
モデル園の整備に向けた検討を進めていく。

設置数 2園

11 公立幼稚園教育推進事業
介助教諭の配置や延長保育の実施のほか、臨床心理士等の派
遣や各種研究事業を通じて教諭の資質向上等を図る。また、公
立幼稚園のあり方について検討する。

教育指導課

介助教諭等を24名配置した。
酒匂幼稚園及び下中幼稚園で延長保育を実施した。
各幼稚園に臨床心理士を２回ずつ派遣した。
各種研究事業を通じて教諭の資質向上等を図った。

平成31年3月に策定した「小田原市公立幼稚園・保育所のあり方」に基
づき、幼保一体を視野に入れた公立幼稚園が果たすべき役割につい
て検討していく。

水準維持

介助員等：32名
公立幼稚園2園で延長保
育実施
臨床心理士各園2回派遣

12 私立幼稚園教育推進事業
園児の内科検診や教職員の資質向上を図るため、研修・研究
活動を支援する。

保育課 園児内科歯科検診補助（対象8園）を支給した。
子ども子育て支援新制度への移行状況を見極めながら、今後の補助
事業のあり方を検討していく。

水準維持
内科歯科検診補助金

8園

開設日数 238日

施設数 3か所

開設日数 260日

施設数 10か所

（３）子育て支援のネットワークづくり

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 子育てマップ発行事業 子育て世帯に有益な情報を一冊にまとめ、配布する。 子育て政策課
市町村広域行政助成事業助成金を活用し、二宮町と合同によ
り、広域版のマップにリニューアルし、市内の子育て関連施設
等で入手できるよう配架した。

子育てに有益な情報を発信していくため、配架場所や方法などを見直
していく。

発行部数 8,000冊？？

2 ママパパ子育て知恵袋メール配信事業
妊婦や乳幼児を持つ親等を対象に、妊娠や出産・育児に関する
情報をメールで提供し、不安の軽減を図る。

健康づくり課
各妊娠週数及び月齢に合わせ、定期通信24回（3,748通）を配
信した。

妊婦や乳幼児を持つ保護者の不安の軽減を図るため、妊娠や出産・
育児に関する情報をメールで提供していく。また、電子母子手帳アプリ
の導入とともに、本事業の方向性を検討する。

配信数 3,748通配信

3 子育て支援フェスティバル開催助成事業
子育て中の親子が、楽しみながら子育ての知識を得られる「子
育て支援フェスティバル」を開催する実行委員会に対し、補助金
を交付する。

子育て政策課

平成30年5月26日（日）にマロニエで開催し、約5,500人の来場
者があった。事業実施に向け、実行委員会を８回開催した。毎
年、フェスティバルへの新規の参加団体があり（H30年度：５団
体）、１部屋を複数団体で使用している等、会場が手狭になって
いる。

毎年、フェスティバルへの新規の参加団体があり、１部屋を複数団体
で使用している等、会場が手狭になっている。実行委員や参加団体と
知恵を出し合い、限られたスペースを有効に使い、多くの団体が参加
できるようにしていく。

参加団体数
来場者数

65団体
　5500人

4 母子訪問指導事業（再掲）★
妊婦や乳幼児を持つ親等に保健師等が家庭訪問を行い、妊娠
や育児に関する保健指導や情報提供を行う。

健康づくり課
2,842人（妊婦88件、産婦936件、乳児1,123人、幼児210件、そ
の他485人）の妊婦や乳幼児に対し、保健師や助産師が家庭
訪問を実施し、育児支援を行った。

妊産婦や乳幼児を持つ保護者等に家庭訪問を通じて、妊娠や育児に
関する情報を伝えることを継続する。

訪問率
対象者数：701人

訪問実施数：691人
実施率：98.6%

5
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）（再掲）★

生後4か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対する助言や情
報提供等を行い、要支援家庭には適切なサービス提供につな
げる。

健康づくり課

生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの養育環境
を把握するとともに、支援が必要な家庭に対して支援を行っ
た。出生した乳児1,174人のうち1,160件を訪問（訪問率98.8％）
した。

訪問率の向上に向け、出生の把握や訪問日調整の迅速化など、事務
の執行体制について見直しを行う。

訪問率 訪問率：98.8%

6 情報発信支援事業
子どもに関連する地域の活動情報を集約し、地域に発信する取
組を支援する。

青少年課
ＰＴＡや子ども会等、子どもに関連する地域の活動情報を集約
した情報紙を早川、久野、富水、東富水、桜井、橘北、上府中、
山王網一色地区の８地区で定期的に発行した。

自治会や民生委員・児童委員、或いは子どもに関係する団体や地域
コミュニティの形成に取り組む団体などと連携を図りながら、実施地区
の拡大に努めていく。

― 情報紙発行　8地区

13
病児・病後児保育事業（乳幼児健康支援一時
預かり事業）（再掲）★

病気中または病気回復期にあり、集団保育や幼稚園での生活
ができない児童を、病気回復期まで一時的に預かる。

保育課

事業を実施する施設に対して補助金を交付したほか、「病児・病後
児保育事業連絡会」を開催するとともに、広報掲載や乳幼児健康
診断でチラシを配布するなど、事業周知に努めた。
このほか、南足柄市との間の協定に基づき、病児保育室におい
て、南足柄市に在住の児童等の広域利用に必要な調整を行った。

事業を実施する施設に対して補助金を交付するほか、「病児・病後児保育
事業連絡会」を開催し、事業状況・課題検討を行うとともに、事業の周知に
努める。また、利用実績や利用者のニーズなども把握した上で、施設や関
係医療機関と相談の上で、事業のより良い在り方について検討していく。

14 一時預かり事業（再掲）★
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することができなく
なった児童の保育を行う。今後、実施園の拡大に努める。

保育課
延べ利用人数2,454人。
幼稚園型一時預かり事業も含め、事業実施の園に対して、利
用人数に応じて補助金を交付した。

事業を実施する施設に対して補助金を交付する。また、事業のニーズ
を捉え、必要に応じてその拡大を図る
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（４）子どもの健全育成

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 総合型地域スポーツクラブの推進
スポーツ活動を気軽に、継続的に行うことができるよう「総合型
地域スポーツクラブ」を支援していく。

スポーツ課

総合型地域スポーツクラブ（城下町おだわらスポーツクラブ）の
教室体験会等の開催周知のため市内小学校の全児童、市立
幼稚園・保育園の全園児へチラシを配付した。
第8回キッズマラソン大会にてスポーツ体験ブースを設置し、子
どもとその保護者を対象にバドミントン・卓球等の体験を実施し
た。

総合型地域スポーツクラブにおける体験会等のチラシを配布する。 －

体験会のチラシを見て
体験会に参加した
児童・園児：85人

（そのうち入会した児童・
園児：18人）

第８回キッズマラソン大会
スポーツ体験参加者

延べ1,725人
（児童・園児とその保護

者）

2 公園再整備事業
総合公園や街区公園について計画的に老朽化施設の更新及び
公園の改築を行う。

みどり公園課 平成30年度は該当事業なし。
小田原市公園施設長寿命化計画を改定し、計画的に、施設の更新等
を行う。

遊具等更新実
施公園箇所数

0か所

3 まちなかの公園整備事業
みどりの広場や無償借地等の活用により、身近な公園整備を進
める。

みどり公園課 平成30年度は該当事業なし。
改訂された「小田原市緑の基本計画」に基き、公園の未充足地域への
公園整備を検討する。

街区公園
箇所数

0か所
（街区公園を保管するもの
としてた部局所管の広場
部分に遊具等を設置し公

園として整備した。）

4 児童遊園地管理補助事業
自治会など地域で管理する児童遊園地の新設、遊具の補修・増
設、運営費等の助成を行う。

子育て政策課

市内53箇所の児童遊園地に対し、運営費52件、施設賠償責任
保険料53件を補助した。
児童遊園地の安全を確保するため遊具などの保守点検を定期
的に行う必要がある。

自主的に管理運営している自治会等に対し、補助を実施する。 設置箇所数 53箇所

5 プレイパーク事業
地域社会全体で子どもの遊びや成育にかかわり、子ども自身が
本来持つ力を発揮しながら社会の中で成長していける環境を整
えていく。

青少年課

子どもが育つ上での身近で重要な要素である「遊び」をテーマ
とした学習会や市内公園３箇所でプレイパークを計８回開催し
た。

野外での「遊び」を通じた子どもの育ちの場を、地域の大人たちが楽し
みながら作る態勢とするため、プレイパーク事業定着に向けた、地域
諸団体との連携強化してく。

－ 開催回数
8回

6 ウッドスタート事業
生まれた時から木のぬくもりに触れて育つ環境を提供するた
め、妊婦を対象に木のおもちゃづくり教室を開催する。

農政課
４か月検診の受診時に配布する「木育コンセプトブック」、子育
て支援施設を利用することで配布される「誕生祝い品引換券」
の両方との引き換えを条件に誕生祝い品の配布を行った。

誕生祝い品の種類を増やすため、令和２年度中に新たな玩具の選定
作業を進める予定。

プレゼント数 436個

7 こゆるぎ広場の管理運営
「こゆるぎ広場」を通じて、乳幼児とその母親等に木と親しんでも
らい、「木の文化の再醸成」を図る。

農政課

監視人配置、騒音等の問題点から、H27年度以降こゆるぎ広
場の設置は実施していない。平成28年度には、民間企業での
設置要望があったため有償で提供し、より多くの子どもたちに
利用されている。

実施予定なし － 実施なし

8 いこいの森バンガロー運営事業
いこいの森バンガローを通じて、木と親しんでもらい、「木の文化
の再醸成」と「木のいえづくり」を推進する。

農政課

身近に木に触れてもらう場の提供として地域産木材を利用した
木造バンガロー5棟（平成25年完成）の管理運営を実施した。
平成28年度には、新たにいこいの森内にバンガロー3棟の建設
を行い、平成29年度から運用を開始し、広く市民等に利用され
ている。

平成30年度末に策定した「小田原市いこいの森再生総合計画」に基づ
き、バンガローを含む施設の整備を進めていく予定。

－ バンガロー　8棟

9 体験学習事業
学校や世代を超えた交流による自然体験や社会体験、生活体
験などの体験学習の機会を提供する。

青少年課
地域・世代を超えた体験学習事業を実施した。
参加者：小学生149人、指導者116人

地域・世代を超えた体験学習事業を実施していく。 参加者数 265人

10 指導者養成研修・派遣事業 青少年指導者を養成し、体験学習の充実を図る。 青少年課

青少年指導者として必要となる資質の向上を図るため、実践的
な研修「おだわら自然楽校」を実施した。
また、研修で培った知識や技術を実践する場として、市内小学
校１０校の宿泊体験学習、防災宿泊学習に１回、クラブ活動に
５回指導者を派遣した。

青少年指導者として必要となる資質の向上を図るため、実践的な研修
「おだわら自然楽校」を実施する。
また、研修で培った知識や技術を実践する場となる小学校の宿泊体
験学習への派遣を増やしていく。

－ 研修参加者　151人
指導者派遣数　69人

11 子ども会支援事業
学区連合子ども会、市子ども会連絡協議会の様々な活動を支
援する。

青少年課
市子ども会連絡協議会への活動費補助及び単位子ども会へ
の活動費補助を行い、子ども会活動の活性化の支援を行っ
た。

引き続き、市こども会連絡協議会及び単位子ども会への活動費補助
を行い、子ども会活動の活性化の支援に努めていく。

助成組織数
市子連　１組

単位子ども会　111組

12 地区健全育成組織支援事業
地域の担い手となり得る地区健全育成組織が行う地域活動を
活性化させるために、地域の実態に即した活動を支援する。

青少年課 各地区健全育成組織への活動費の補助を行った。 各地区健全育成組織への活動費の補助を行う。 助成組織数 24組

13 青少年育成推進員支援・活用事業
地域の指導者となり得る青少年育成推進員協議会が、青少年
の非行防止及び健全育成のために行う活動を支援する。

青少年課 市青少年育成推進員協議会への活動費の補助を行った。 市青少年育成推進員協議会への活動費の補助を行う。 助成組織数 1組
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番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

14 地域の見守り拠点づくり事業(再掲)
地域の大人が地域の子どもを見守り、子どもが安心して集まり
活動できる居場所づくりを支援する。

青少年課

市内９地区で地域の居場所づくりの支援を行った。
久野地区・・・・ 期日：毎週木曜日　場所：久野区民会館等
　　　　　　　　　   参加：子ども２０人程度／回
早川地区・・・・ 期日：概ね２ヶ月に1度　場所：早川小学校等
　　　　　　　 　    参加：子ども１５～２０人程度／回
矢作地区・・・　期日：毎週土曜日の午後　場所：下堀公民館
                        参加：子ども１０～１５人程度／回
桜井地区・・・・ 期日：土曜日（月２回程度）　場所：桜井小学校等
　　　　　　　　     参加：子ども８０人程度/回
酒匂地区・・・・ 期日：水曜日（月１回程度）　場所：酒匂集会場
　　　　　　　　     参加：子ども３０～４０人程度/回
上府中地区・・・期日：概ね２ヶ月に１度　場所：上府中分館等
　　　　　　　　     参加：子ども３０人程度/回
橘北地区・・・　期日：土曜日（月１回）　場所：下中老人憩いの家
　　　　　　　　　   参加：子ども２０人程度/回
片浦地区・・・期日：概ね２ヶ月に1度　場所：星槎学園小田原キャン
パス
　　　　　　　 　    参加：子ども３０～４０人程度／回
東富水地区・・・期日：月１回　場所：デイサービスもみの木内
　　　　　　　　　　参加：子ども２０人程度/回

自治会や民生委員・児童委員、或いは子どもに関係する団体や地域
コミュニティの形成に取り組む団体などと連携を図りながら、実施地区
の拡大に努めていく。

地区数 9地区

児童数 1,542人

施設数 41クラブ

16 放課後子ども教室推進事業（再掲）
放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学習やスポーツ、
文化活動等の体験学習を行うとともに、地域の方々との交流活
動の機会を提供する。

教育総務課
平成30年度については、既存校11校に加えて、7校（足柄小学
校・千代小学校・下曽我小学校・国府津小学校・東富水小学
校・前羽小学校・豊川小学校）で実施した。

令和元年度に、全小学校への拡充を行っていくにあたり、スタッフの確
保、放課後子ども教室運営の核となるコーディネーターの育成などに
課題があるが、学校や放課後児童クラブと連携しながら、地域の協力
を得て運営していく。

対象児童数に
占める登録児
童の割合

17%
（18校4,721人中797人）

（５）幼児期の教育・保育にかかる経済的支援

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 児童手当支給事業 中学校卒業までの児童に児童手当を支給する。 子育て政策課
延べ250,638人（児童1人につき1ヶ月5,000円、10,000円または
15,000円）に対し、2,668,175千円を支給した。

法定受託事務として適正に支給していく。 －
支給実績

延べ250,638人
2,668,175,000円

2 就園就学支援事業
私立幼稚園就園のための費用、小中学校の学用品費や学校給
食費等の援助等により、保護者の経済的負担の軽減を図る。

保育課
教育指導課

（就園奨励費）対象者858人に対し、合計①123,281,000円を支
給した。
（要保護及び準要保護児童生徒援助費）　対象者小学校1,421
人　・中学校844人に対し、小学校計②106,779,534円、中学校
計③91,108,509円を支給した。

保護者の経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園就園のための費
用、小中学校の学用品費や学校給食費等の援助を行う。なお、就園
奨励費に関しては、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の
実施に伴い、同年９月一杯で廃止となる。

水準維持

（就園奨励費）
　対象者　858人
　支給額　123,281,000円
　
（要保護及び準要保護児
童生徒援助費）
　対象者小学校1,421人
　　　　　 中学校844人
　小学校　106,779,534円
　中学校計　91,108,509円

15
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
（再掲）★

就労等により、昼間家庭に保護者のいない家庭の児童に対し
て、放課後の居場所を提供する。

教育総務課
研修等を実施し、指導員の資質を向上を図った。
入所児童数　1,542人　全41クラブ

保護者等の就労や疾病等で、放課後に適切な保護を受けられない子
どもに放課後の居場所を提供し、待機児童が発生しないよう努める。
児童クラブ指導員の資質向上を図る目的で研修事業（グループ研修
等）を充実させていく。
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基本施策２　子どもや母親の健康増進

（１）妊産婦・乳幼児に切れ目のない保健対策の充実

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 妊婦健康診査事業★ 妊娠中に14回まで妊婦健康診査費用の一部を助成する。 健康づくり課
妊娠期間中に1人14回分の妊婦健康診査費用補助券を交付し
た。平成30年度は、補助券を1,314件交付し、委託医療機関に
おいて14,022件の個別健診での利用があった。

妊娠中に14回まで妊婦健康診査費用の一部を公費負担する。 受診率

14回
交付：1,314件
受診：14,022件

88.9%

2 妊婦歯科健康診査事業 妊娠中に1回妊婦歯科健康診査を指定歯科医院で実施する。 健康づくり課
妊婦266人が、市内の指定歯科医院で妊娠中に1回歯科健診
を受診した。

妊娠中に1回妊婦歯科健康診査を指定歯科医院にて受診できるように
する。

受診数増加
受診：266件

21.5%

3 母子健康教育事業

妊婦とその家族を対象に、安心して妊娠中の生活が送れ、安全
な出産が迎えられるようにママパパ学級を行う。乳幼児を持つ
親等を対象に、子育て応援講座で育児に関する情報を提供し、
親子教室で育児不安の軽減を図るための教室を実施する。

健康づくり課

妊婦とそのパートナーを対象に、ママパパ学級を年19回実施
し、延べ646人が参加した。また、第1子の保護者を対象に4か
月健康診査時に「子育て応援講座」（ママのひよこ組、パパの
たまこ組）を年間48回開催した。併せて健診のフォロー教室を
年間46回開催した。

妊婦とその家族を対象に、妊娠中の生活や安心して出産を迎えられる
ようにママパパ学級を行う。4か月児の保護者を対象に子育て応援講
座を実施し、育児に関する情報提供を行い、幼児に対しては育児不安
の軽減を図るため必要な方に親子教室を開催する。

参加者数
合計開催数：113回

参加：2,056人

4 乳幼児健康診査事業

保健センターや指定医療機関において、4か月児健康診査、8～
9か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診
査、3歳児健康診査と乳幼児事後検診を実施する。また、未就園
等の4歳・5歳児に尿検査を実施する。

健康づくり課

4か月児、1歳6か月児、2歳児（歯科のみ）、3歳児に対して保健
センターにて集団健診を実施した。また経過観察の必要な方に
対しては、事後検診を同様に実施した。8～9か月児について
は、市内の医療機関にて個別健診を実施している。

母子保健法に基づき、4か月児健康診査、8～9か月児健康診査、1歳6
か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査を保健セン
ターにて集団健診または市内医療機関にて個別健診を実施する。

受診率
4か月児：97.2%

1歳6か月児：97.0%
3歳児：94.1%

5 育児相談事業
保健センター等での定例育児相談や、地区公民館等での出張
相談を行う。また、保健センターでは、電話や来所による相談を
随時実施する。

健康づくり課
毎月実施している保健センターでの定例育児相談には、2,035
人が来所した。また、子育て支援センター（年8回）での育児相
談には、408人が来所している。電話相談は1,214件であった。

保健センターでの毎月定例の育児相談を実施する。他に、保健セン
ターでは、子育て世代包括支援センターにて電話や来所による随時相
談を毎日実施する。

参加者数 4,155件

6 母子訪問指導事業（再掲）★
妊婦や乳幼児を持つ親等に保健師等が家庭訪問を行い、妊娠
や育児に関する保健指導や情報提供を行う。

健康づくり課
2,842人（妊婦88件、産婦936件、乳児1,123人、幼児210件、そ
の他485人）の妊婦や乳幼児に対し、保健師や助産師が家庭
訪問を実施し、育児支援を行った。

妊産婦や乳幼児を持つ保護者等に家庭訪問を通じて、妊娠や育児に
関する情報を伝えることを継続する。

訪問率
対象者数：701人

訪問実施数：691人
実施率：98.6%

7
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）（再掲）★

生後4か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対する助言や情
報提供等を行い、要支援家庭には適切なサービス提供につな
げる。

健康づくり課

生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの養育環境
を把握するとともに、支援が必要な家庭に対して支援を行っ
た。出生した乳児1,174人のうち1,160件を訪問（訪問率98.8％）
した。

訪問率の向上に向け、出生の把握や訪問日調整の迅速化など、事務
の執行体制について見直しを行う。

訪問率 訪問率：98.8%

（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 保健推進事業
年齢に応じた性教育の実施や生活習慣等について、児童生徒
や保護者に対して保健指導を進める。

学校安全課

市内公立中学校（全11校）で産婦人科医や助産師による性教
育講演会を開催した。
学校医、産婦人科医などの委員により構成された性教育検討
委員会を１回実施した。

市内公立中学校（全11校）で産婦人科医や助産師による性教育講演
会を開催する。
学校医、産婦人科医などの委員により構成された性教育検討委員会
を実施する。

－
市内公立中学校全校で実
施(11校）

2 登校支援強化事業
不登校児童・生徒のための教育相談指導学級を運営する。ま
た、中学校に不登校生徒訪問相談員及び校内支援室指導員を
配置する。

教育指導課
不登校児童・生徒のための教育相談指導学級を２教室（しろや
ま教室、マロニエ教室）運営した。また、中学校に不登校生徒
訪問相談員及び校内支援室指導員を派遣した。

不登校児童・生徒のための教育相談指導学級を２教室（しろやま教
室、マロニエ教室）運営する。中学校に不登校生徒訪問相談員及び校
内支援室指導員を派遣する。

不登校児童・
生徒出現率

小学校 1.03％
中学校 5.00％

3 ハートカウンセラー相談員派遣事業
小学校に第三者的な相談員としてハートカウンセラーを派遣す
る。

教育指導課
小学校8校に第三者的な相談員としてハートカウンセラーを派
遣した。

（仮称）おだわら子ども教育支援センター設置に伴い、事業のあり方を
検討する。

－
ハートカウンセラーを8校
に派遣

4 教育相談事業
専門的な機関との緊密な連携により、組織的に教育相談を進め
る。

教育指導課
教育相談電話を設置し、関係機関と連携しながら組織的に教
育相談を進めた。

電話相談・来所相談・訪問相談により、不登校・いじめ・学習・育て方・
特別支援等の相談を受け、必要に応じて関係機関につなげていく。

教育相談回数
教育相談回数

2.515回

5 青少年相談事業
ひきこもりや若年無業者（ニート）、不登校、親子や友人との関
係などの問題で悩む子供、若者やその保護者からの相談に対
応する。

青少年課
社会生活を営む上で、さまざまな困難を抱える子ども・若者や
その保護者等からの電話相談や来所相談を実施し、必要に応
じて関係機関につなげた。

社会生活を営む上で、さまざまな困難を抱える子ども・若者やその保
護者等からの電話相談や来所相談を実施し、必要に応じて関係機関
につなげる。

― 相談件数　400件

6 児童相談事業
児童相談員を配置するなど、相談体制を整備し、子育てについ
ての様々な悩みに対応するほか、要保護児童、要支援児童また
は特定妊婦への適切な保護や支援を図る。

子育て政策課
子育て政策課こども相談係に児童相談員（非常勤特別職）を配
置し、要保護・要支援児童や特定妊婦への適切な保護や支援
を行った。

国において、増加する児童虐待の防止対策の一環として、令和４年度
までに全市町村における相談体制の強化に向けた専門職（社会福祉
士、保健師等）の配置及び支援拠点の設置が目標として掲げられたこ
とを受け、相談体制の強化を図る。

相談体制人数
常勤3名

非常勤1名
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（３）食育の推進

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 食育実践活動事業
地域において食生活実践活動を行っている小田原市食生活改
善推進団体に食生活実践活動事業として委託し、食に関する知
識の普及を図り、保健事業を効果的に実施する。

健康づくり課
児童・生徒とその保護者を対象に、食育の大切さを伝えるため
に、講話や調理実習を16回実施した。

地域において食生活実践活動を行っている小田原市食生活改善推進
団体に食生活実践活動事業として委託し、食に関する知識の普及を
図り、保健事業を効果的に実施する。

－
開催数：16回

参加者数：1,116人

2 農業体験事業
小学校、農家団体、農協等が連携し、農業の大切さへの理解を
深めるため、子どもと保護者を対象に農業体験学習を実施す
る。

農政課 水稲栽培体験学習を実施した。（田植え・稲刈り）
小学校における農業体験学習の実施については、民間による類似事
業も活用できるようになってきており、教育委員会とも協議した結果、
本事業は平成30年度をもって廃止した。

体験者数 202人

3 食育啓発事業
「生きる力」を育むため子ども料理教室を開催し、成長期の子ど
もたちに望ましい食習慣を身につけることの大切さを啓発するこ
とを努める。

学校安全課
小学校４年生から６年生を対象に、子ども料理教室(かんたん
朝食メニュー作りにチャレンジ、栄養ミニ講座）を２回開催した。

自分で朝ごはんを作ることができるよう、小学校４年生から６年生を対
象に、子ども料理教室を開催する。

毎年実施 2回49人

4 魚ブランド化促進事業
地魚を使った学校給食メニューを提供するとともに、旬の地魚を
使った料理教室を開催し、小田原で獲れる魚を知って食べても
らうことで、魚食普及を進める。

水産海浜課
地魚（かます棒）を使った学校給食メニューを提供した。
旬の地魚を使った料理教室を、男性・女性・子育て世代を対象
に開催した。

地魚を使った学校給食メニューを市内の全小・中学校・幼稚園に提供
していただけるよう働きかけていくとともに、様々な対象ごとに旬の地
魚を使った料理教室を開催していく。

－
実施校　29校
開催数　5回

5 ふれあい漁業推進事業
子どもたちにみなとまつりで定置網漁業の見学をしてもらうこと
で、港や海、人とふれあうとともに漁業や水産業に関する知識を
深めてもらう。

水産海浜課
平成30年8月5日(日)に小田原みなとまつりを開催し、定置網漁
業の見学やアユのつかみ取り等の体験イベントを実施した。

子どもたちが楽しめるイベントを企画するよう関係者で検討し、年に一
度「小田原みなとまつり」を開催する。

－
来場者数
50,000人

（４）小児医療の充実

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 休日・夜間診療事業
小田原市休日・夜間急患診療所にて休日及び夜間における小
児科診療を実施する。

健康づくり課
小田原市休日・夜間急患診療所にて休日及び夜間における小
児科診療を実施した。

小田原市休日・夜間急患診療所にて休日及び夜間における小児科診
療を実施する。

－
休日73日2,979人
夜間365日4,189人

2 小児深夜救急医療事業
毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応するため、市
立病院において小児科の深夜救急医療を実施する。

健康づくり課
市立病院

毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応するため、
市立病院において小児科の深夜救急医療を実施した。

毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応するため、市立病
院において小児科の深夜救急医療を実施する。

－

22:00～翌9:00
2,147人
（参考）

17:00～翌9:00
4,826人

3 育成医療給付事業
障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため医療が必要
な児童に対し、手術、継続的治療に要する医療費の一部を負担
する。

障がい福祉課 認定を受けた児の保護者に医療費の一部を給付した。
障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため医療が必要な児
童に対し、手術、継続的治療に要する医療費の一部を負担する。

- 延べ対象者数
26人

4 未熟児養育医療費助成事業
病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、
その養育に必要な医療費を助成する。

子育て政策課
病院または診療所に入院することを必要とする未熟児29人に
対し、その養育に必要な医療費5,785,659円を助成した。

病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養
育に必要な医療費を助成する。

－
助成対象人数：29人
助成額5,785,659円

5 小児医療費助成事業 子どもの医療費について、保険診療の自己負担分を助成する。 子育て政策課
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、平成28年度から医
療費助成の対象を通院についても中学校卒業（小学生以上
は、所得制限有）までに拡大した。

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、平成28年度から医療費助
成の対象を通院についても中学校卒業（小学生以上は、所得制限有）
までに拡大し、実施していく。

対象児童
助成実績
18,514人

546,907,197円
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基本施策３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

（１）次代の親の育成・子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 保育体験学習事業
保育園、幼稚園において中学生が乳幼児とふれあう保育体験
学習を実施する。

保育課

市内中学校からの要請に応じて受け入れを行った。
事前に連絡をもらい調整を行ったため、受入が重なることはな
くスムーズに対応できたが、近年は男子学生の体験希望も増
えているため、更衣室の準備等受入れの配慮について考える
必要がある。

引き続き中学校からの要請に応じて受け入れを行う。また、高校から
の要請も増えてきているため、保育士の人材育成の観点からも、引き
続き積極的な受け入れを行っていく。なお、その際、なるべく多くの受
入れを可能にするため、希望者との間で日程調整を十分かつ確実に
行っていく。体験学習の機会を経て保育ボランティアなどに繋がってい
く形にしたい。

保育体験学習
の実施

受入人数　延べ34人

2 外国語教育推進事業
子どもの外国語に対する興味・関心を高められるよう、外国語指
導助手を公立幼稚園や小中学校に配置する。

教育指導課

ALT６人を配置し、子どもの外国語に対する興味・関心を高め、
国際的視野を持つ子どもを育成した。また、５・６年生の教科化
に向けて増加した１５時間に対して英語専科非常勤講師を派
遣した。

必修である３・４年生の35時間の外国語活動や教科化される５・６年生
の７０時間の外国語科に対応するため、ＡＬＴや英語専科非常勤講師
を増員して配置をする。

ALT配置人数 6人

3 日本語指導協力者派遣事業

外国につながりのある児童・生徒が、学校内でより良い人間関
係づくりを構築し、学習することができるよう支援するために、日
本語指導等を行う人材を学校に派遣し、適切な学校教育の機会
を確保する。

教育指導課
必要に応じて、小中学校に日本語指導協力者を派遣し、生活・
学習面での支援を行った。

支援の必要な外国につながる児童生徒に対して、日本語指導協力者
の派遣を行う。

日本語指導協
力者派遣者数

44名の児童生徒に対して
12名の日本語指導等協力
者を派遣

4 読書活動推進事業 小中学校に学校司書を配置し、学校図書館の充実を図る。 教育指導課
全小・中学校に学校司書を配置し、学校図書館の充実を図っ
た。

今後も全小・中学校に学校司書を配置し、学校図書館の充実を図る。 － 配置校　36校

5 学力向上支援事業
　児童生徒に必要な学力を定着させるため、少人数指導スタッフ
やスタディ・サポート・スタッフを配置する。

教育指導課

少人数指導スタッフ5人とスタディ・サポート・スタッフ７人を小学校７校に
派遣し、小学校１年生に、基本的な生活習慣の確立及び基礎的基本的
な学力の定着を図るとともに、きめ細やかな指導体制を確立し、個に応
じた指導を実施した。

きめ細やかな指導体制を確立し、個に応じた指導の充実を図るため、
少人数指導スタッフを配置する。また、令和元年度から、これまで配置
していたスタディ・サポート・スタッフは個別支援員に統合し、より柔軟
な対応が可能となるようにした。

必要派遣人数 22人

6 人権教育 児童生徒への人権尊重の精神の涵養を図る。 教育指導課
児童生徒の人権尊重の意識の高揚を図るため、人権移動教室
を開催した。

児童生徒の人権尊重の意識の高揚を図るため、人権移動教室を開催
する。

人権移動教室
開催校

3校

7 二宮尊徳学習事業
二宮尊徳翁の事績等を学習し、郷土の先人を愛する心を育て、
自己の生き方の一助とする。

教育指導課
児童が、各小学校において二宮尊徳に関する講話を聞いたり、
尊徳記念館の見学をしたりして学習したことを展示発表した。

児童が、各小学校において二宮尊徳に関する講話を聞いたり、尊徳記
念館の見学をしたりして学習したことを展示発表する。

実施校数 小学校25校

8 学校等アウトリーチ事業

次世代を担う子どもたちの豊かな情操を育て、創造力や感性を
刺激するため、市内公立小中学校等を対象にアウトリーチ事業
を開催し、本物の芸術に触れる機会を設け、文化の裾野を拡げ
ていく。

文化政策課
小学校等において音楽、演劇、ダンス、伝統芸能等のジャンル
の活動を26か所で30回実施した。全校児童･生徒を対象に行う
ことが多い。

事業の実施効果を高めるため、大規模型（全校）から中小規模型（学
年・クラス）へ、鑑賞型から体験型へ実施方法の移行を図る。

－
26か所30回

小中学生6,143人、
保護者等988人

9 健康診断事業
学校保健安全法に基づき、心臓疾患検診、腎臓疾患検診など
児童生徒等の定期健康診断を実施する。

学校安全課
心疾患（小学校1年・4年生、中学校1年生）、腎疾患（全児童、
生徒）、脊柱側わん症等検診を実施した。

心疾患、腎疾患、脊柱側わん症等検診の実施する。 健診人数
心疾患　4,464人
腎疾患　13,386人

脊柱側わん症 300人

10 ウォーキング啓発事業 子どもたちの豊かな心や生きる力を育む「歩育」を推進する。 スポーツ課

第９回スポーツ＆レクリエーションフェスティバルにて歩育ブー
スを設置し、子どもとその保護者を対象に歩育体験を実施し
た。
第20回記念大会 城下町おだわらツーデーマーチにおいて歩育
コース（歩育「キッズお城探検ウォーク」）を設定し、実施した。

引き続き、城下町おだわらツーデーマーチにおいて歩育コースを設定
し、歩育の推進を図るとともに、市内のスポーツイベントにて歩育体験
を子ども及びその保護者に対して実施する。

－

第９回スポーツ&レクリ
エーションフェスティバル

参加者
延べ668人

（未就学児とその保護者）

第20回記念大会
城下町おだわらツーデー

マーチ
歩育コース参加者　80人
（未就学児とその保護者）

11 学校施設整備事業 学校施設の長寿命化・機能向上に向けた考え方の検討 学校安全課
学校施設のデータ（躯体の評価・躯体以外の劣化評価等）を集
約し、「学校施設整備（中長期）の考え方」として整理した。

「学校施設整備（中長期）の考え方」を礎に、平成31年３月に策定され
た「小田原市公共施設再編基本計画」との整合を図りながら、「（仮称）
小田原市学校施設再整備計画」を策定する。

整備数 「学校施設整備（中長期）
の考え」の整理

12 教育環境質的向上事業
外壁、防水改修、トイレ洋式化、特別教室の空調設置、教室内
部の木質化等の整備を行い、教育環境の質的向上を目指す。

学校安全課

外壁、防水、トイレの改修工事のほか、小中学校の普通教室
及び小学校の特別教室への空調設備の設置、小田原市ス
ポーツ振興・教育環境改善基金を活用したトイレの洋式化を実
施した。
学校施設のトイレについては、平成30年度末時点で適正便器
数の80％以上の洋式化を目標としていたが、計画的に整備を
進めた結果、同時点で91.3％の洋式化を達成することができ
た。

今後策定する「（仮称）小田原市学校施設再整備計画」及び年次計画
に基づき、外壁、防水、トイレの改修工事のほか、パソコン教室や音楽
室等の特別教室への空調設備の設置を進める。

整備数

＜トイレ改修（洋式化を含
む＞
小学校：8校
中学校：3校
＜空調（普通教室）＞
小学校：25校
中学校：11校
＜空調（特別教室）＞
小学校：2校
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13 教育ネットワークシステム整備事業
平成25年11月から稼働している新システムの円滑な運用を図る
と共に、授業へのさらなる活用や、学校ホームページ等を用いた
情報発信のさらなる充実を推進する。

学校安全課
主に教職員の利用するICT環境（PC、複合機等）を更新し機能
性を高めるとともに、ネットワークの分離を行いセキュリティの
強化を図った。

新学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び（アク
ティブ・ラーニング」や「プログラミング教育」に対応できるよう、児童生
徒の利用するICT環境を更新する。

整備数

・安定したシステム環境の
提供（全小中学校36校）
・教職員のICT環境の更新
（全小中学校36校）

14 学校施設安全対策事業 非構造部材の耐震化等、学校施設の安全に係る事業を行う。 学校安全課

屋内運動場の非構造部材（照明）改修工事のほか、平成30年
６月の大阪北部地震で発生した高槻市の痛ましいブロック塀倒
壊事故を受け、順次優先順位を付けて、学校施設の危険性の
高いブロック塀を撤去するとともに、フェンスの新設工事を実施
した。

非構造部材（照明器具等）や受水槽の改修工事を実施する。 整備数
＜非構造部材改修＞
小学校：3校

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

15 学校災害給付事業
事故防止のために安全教育を徹底し、事故に際しては災害賠償
補償制度の利用など円滑な学校運営を行なう。

学校安全課
事故防止のために安全教育を徹底し、事故に際しては災害賠
償補償制度の利用など円滑な学校運営を行った。

学校事故に対応するため保険に加入する。 －

給付件数　小学生　244人
　　　　　　　中学生　368人
見舞金　　 小学生　　6人
　　　　　　　中学生　　6人

16
特色ある学校づくり推進事業（未来へつながる
学校づくり推進事業）

子どもや教職員、保護者、地域の願いを生かし、小田原の良さ
を生かした特色ある学校づくりを推進する。

教育指導課

市内小・中学校、幼稚園に対して、子どもの学びと育ちを地域
ぐるみで支えていく学校づくりをめざすとともに、特色のある学
校づくりを推進するために研究委託した。各学校での取組をよ
り一層充実させていく必要がある。

地域一体教育を推進していく関連事業との統合等を検討し、特色ある
学校づくりについて充実していく。

実施校 小・中学校36校
幼稚園6園

（２）家庭や地域の教育力の向上・子どもを取り巻く有害環境対策の推進

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 学校支援地域本部推進事業
学校支援地域本部を設置し、学校の教育活動の支援をするス
クールボランティアを中心とする教育活動を推進する。

教育指導課
各小中学校、各幼稚園に、スクールボランティア・コーディネー
ターを配置し、学校・幼稚園における教育活動を支援するため
のボランティア活動を推進した。

地域一体教育を推進していく関連事業との統合等を検討し、引き続き
学校支援地域本部の取組を充実していく。

協議会、各中
学校部会、養
成講座、報告
会

スクールボランティア連絡
会の開催（1回）
コーディネーター相談会の
開催（１回）

2 学生ボランティアの活用 教育活動を支援する学生を派遣し、教育活動の活性化を図る。 教育指導課 学校支援地域本部推進事業に統合済 学校支援地域本部推進事業に統合済 派遣数 ―

3 家庭教育学級事業
ＰＴＡで実施される学習会や、入園、入学前説明会の際の家庭
教育講座等を行う。

生涯学習課
引き続きＰＴＡで実施される学習会や、入園、入学前説明会の
際に家庭教育講座等を行うとともに、家庭教育講演会を実施し
た。

ＰＴＡで実施される学習会や入園、入学前説明会の際に家庭教育講座
等を行うとともに、家庭教育講演会を実施する。

開催数
家庭教育学級　　37回
家庭教育講演会　1回

4 尊徳学習推進事業
尊徳生誕地としての地域的特性を生かし、尊徳の生きた時代の
生活・仕事の追体験等、子どもが尊徳の教えに親しむための機
会を提供する。

生涯学習課
「金次郎とわたし」作文発表会、「子ども映画会と金次郎のおは
なし」、「正月のお飾りつくり」を開催した。ボランティア解説員の
配置、刊行物の発行等を行った。

引き続き「金次郎とわたし」作文発表会、「子ども映画会と金次郎のお
はなし」、「正月のお飾りつくり」を開催する。ボランティア解説員の配
置、刊行物の発行、出張講座を実施する。

参加者数

①「金次郎とわたし」作文
発表会　応募者345名
②子ども映画会と金次郎
のおはなし　参加者52名
③正月のお飾りづくり
参加者36名

5 青少年環境浄化団体等支援事業
有害図書類の回収等の実施、青少年環境浄化推進委員協議会
など関係機関と連携した活動を実施する。

青少年課
青少年環境浄化推進委員協議会へ活動費を補助するととも
に、社会環境実態調査の実施や有害図書類の回収を行った。

青少年環境浄化推進委員協議会へ活動費を補助するとともに、
社会環境実態調査の実施や有害図書類の回収を行う。

助成組織数
活動回数

助成組織　１団体
社会環境実態調査　２回

有害図書類の回収
12か所

6 環境学習事業

市内の小学校を中心に、水源林の保全・再生活動（間伐体験な
ど）を始め、地球温暖化、ごみの現状と取組やエネルギー問題
など、様々なフィールドを活用した総合的な環境学習の取組を進
める。

環境政策課
森林の仕組みや役割等について、間伐等の体験学習で学ぶ
ほか、ごみの現状と減量・資源化への取組についての講義や
体験型の学習を行った。

引き続き、学校をはじめ、家庭や地域などのさまざまな場において、身
近な自然とのふれあいや環境学習を進め、一人ひとりの意識を高め、
環境に配慮した行動の実践を促す。

―

環境学習実施校・人数
幼稚園0園・0人

小学校13校・595名
中学校0校・0名

高等学校0校・0人
大学0校0人

7 ふるさとの森づくり事業
水源地域での植林、下草刈り、枝打ち等の森林作業体験を実施
する。

農政課

事業環境の変化等から平成28年度をもって「ふるさとの森づく
り運動実行委員会」を廃止し、事業は終了。平成29年度以降
は、それまでに植樹したエリアの手入れ作業（下刈り）を公益財
団法人かながわトラストみどり財団の「県民参加の森づくり事
業」として森林ボランティアを導入しながら実施。

本市事業としては、平成28年度をもって終了。
植樹したエリアの手入れ作業は、公益財団法人かながわトラストみど
り財団が、引き続き「県民参加の森づくり事業」として森林ボランティア
を導入しながら実施する予定。

体験者数 100人
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基本施策４　子育てを支援する生活環境の整備

（１）良質な住宅の確保、良好な居住環境の確保

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 街なか居住誘導事業
子育て世帯の生活の利便性を確保するため、拠点駅周辺にお
ける街なか居住の誘導を図る。

都市計画課
土地の共同化等により、マンション建設事業を検討している事
業者の相談等に応じた。

建築物の老築化、耐震不足から、今後多くの建替え計画が見込まれ
る中、事業化に対する支援策の検討を引き続き進めるとともに、民間
事業者に対して、街なか居住に資する助言、アドバイスを実施する。

－ ―

2 市営住宅考査時の配慮
考査入居の住宅困窮度を点数化するにあたり、子育て世帯に加
点し、入居しやすくなるよう配慮する。

建築課
入居者の選考にあたり、子育て世帯が入居しやすいように配慮
した。

今後の目標値（入居考査対象区分戸数の30％）を達成するため、子育
て世帯の入居について配慮をしていく。

子育て世帯
選定割合

考査区分の募集戸数の
9.5%

（２）安全な道路交通環境の整備、安心して外出できる環境の整備・安全・安心まちづくりの推進

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 バリアフリーネットワーク事業
歩行者の安全確保を優先とし誰もが安心して歩けるネットワーク
づくりを推進する

道水路整備課 市道0004（弁財天通り、L=80ｍ）の歩道整備を実施した。 実施予定なし
通学路の歩道

整備率
通学路指定延長に対して

32%

2 交通安全施設の充実
道路照明灯、防護柵、カーブミラーなどの交通安全施設の整備
や維持修繕を行う。

道水路整備課
(学校安全課)

交通事故防止対策として道路反射鏡、区画線及び防護柵等の
設置を実施した。

令和元年度については引き続き、交通事故防止対策として道路反射
鏡、照明灯、区画線及び防護柵の設置を実施する。

整備箇所数

　　　道路反射鏡：16基
　　　照明灯：6基
　　　区画線：14ｋｍ
　　　防護柵：271ｍ

3 市民生活道路の改良事業
狭あいな道路の拡幅整備を行うとともに、円滑な通行の支障と
なっている交差点の改良などを行う。

道水路整備課 市道0028ほか市内4路線の拡幅整備を実施した。
令和元年度については、市道2242ほか市内8路線の拡幅整備を実施
する。

整備箇所数 5路線

4 地域防犯灯整備事業
夜間における地域住民の通行の安全を確保するため、LED防犯
灯の整備と管理を行う。

地域安全課
夜間における地域住民の通行の安全を確保するため、LED防
犯灯の整備と維持管理を行った。

夜間における地域住民の通行の安全を確保するため、LED防犯灯の
整備と維持管理を行う。

－
LED防犯灯整備数

14,983灯

5 自転車等放置防止対策事業
道路、公園等に自転車等が放置されることを防止するため、自
転車利用者に対して指導啓発を行う。

地域安全課
道路、公園等に自転車等が放置されることを防止するため、自
転車利用者に対するマナー啓発と放置自転車等の移動を実施
した。

道路、公園等に自転車等が放置されることを防止するため、自転車利
用者に対して指導啓発を行う。

－

6 こそだてにやさしいまなざし事業
乳幼児を連れて安心して外出ができるように、乳幼児を抱えた
家庭にやさしいサービスを提供するお店や施設の紹介を行う。

子育て政策課
子育て世帯への周知のため市ホームページに協力施設を掲載
した。

神奈川県のかながわ応援パスポート事業との統合について検討す
る。

設置施設数
公共施設：27箇所
民間施設：18箇所

商店街1箇所
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基本施策５　仕事と子育てとの両立の推進

（１）仕事と生活の調和(ワークライフバランス)実現のための働き方の見直し

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 労働教育事業
新しい時代に即応できるよう勤労者の知識の習得を図り、労働
問題講演会を開催する。

産業政策課
10月30日　[無期転換のためのワークルール]のテーマで労働
講座を開催した。

来年度以降も労働講座を開催し、労働問題についての啓発を行って
いく。

労働問題講演
会参加者数

31人
(募集定員50人の62.0％)

2 おだわら起業スクール
多くの起業家を他スクールで輩出したプロの講師陣が経営者の
心構え、販路開拓、経営・収支計画、ビジネスプランの作成等、
全6回の講義を展開し、市内での起業を目指す方を応援する。

産業政策課

5月～7月にかけて、全6回（土曜日、午後）以下の内容の講義
を実施した。
第1回　経営者の心構え、ビジネスコミュニケーション
第2回　マーケティング戦略、創業のための基礎知識
第3回　先輩創業者体験談、会計の仕組み、売上の立て方
第4回　利益計画、収支計画の立て方、必要資金及びコストの
把握
第5回　資金調達、創業者向け融資等紹介、ビジネスプランの
作成
第6回　ビジネスプランの発表・講評

来年度も同様にスクールを開催し、起業家の発掘に努める。
セミナー
参加者数

22人（延べ人数132人）

3 女性の就業支援講座
女性の就業支援のため、就業に役立つスキルの向上を目指す
講座の開催や情報の提供を行う。

人権・男女共
同参画課

ワーキングママになろう！おしごと準備セミナー
①これだけは押さえたい！応募書類作成のコツ
②これだけは押さえたい！就職面接のコツ
Ｈ30.10.29(月)ＵＭＥＣＯ、ハローワーク小田原と共催で実施し
た。

今後も再就職や転職・起業を考えている女性を対象に、必要な知識と
スキルを習得するセミナーを開催する。

― 　受講者数
①５人　②５人

（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

児童数 3,634人

施設数 41か所

児童数 28,411人

施設数 32か所

児童数 8人

施設数 1か所

4 乳児保育促進事業（再掲） 0歳児の保育を行う。今後、定員枠の拡大に努める。 保育課

小規模保育事業３施設の新規開設及び低年齢児の定員拡大
を主とした既存認可保育所１園の増築に対して支援を行うこと
で、乳児の受け皿確保を行うとともに、生後６ヶ月未満の乳児
を受け入れた民間保育所１６園に対し、対象児童の保育環境
の整備・充実を図るための補助金を交付した。

令和２年４月までに新たに小規模保育事業１施設、既存認可保育所１園を
開設することにより低年齢児の受け皿を確保することで、乳児保育を実施
するとともに、対象児童の保育環境の整備・充実を図るための補助金を事
業実施園に対して交付する。
また、引続き「小田原市子ども子育て支援事業計画」に基づき、幼児期の
教育・保育環境の整備を行う。

受入施設数 35か所

5 障がい児保育促進事業（再掲） 保育士等の体制を整え、障害のある児童の保育を行う。 保育課
障がい児の受入れを実施した民間保育所15園に対して、保育
士の加配に必要な人件費等の補助を行った。

障がい児の受入れについて調整しながら事業への理解を求めていく。
また、事業を行う民間保育所に対し、必要な補助を適切に行うことが
できるよう、認定基準等について、適宜、見直しを行う。

実施施設数 25か所

6 認可外保育施設への支援事業（再掲）
認可外保育施設の保育環境の向上を図るため、助成や指導を
行う。

保育課
届出保育施設に対して、入所児童の処遇向上、健康や安全衛
生面での適切な保育水準を確保するための児童の健康診断
等にかかる費用に対して補助金を交付した。

届出保育施設に対して、入所児童の処遇向上、健康や安全衛生面で
の適切な保育水準を確保するために、引き続き児童の健康診断等に
かかる費用に対して補助金を交付する。

施設数 3か所

7 公立保育所運営管理事業（再掲）
公立保育所の施設等の整備や、給食の提供、職員の研修、賠
償保険などを含めた運営管理を行う。

保育課
園舎の老朽化が進んでいる中で必要な修繕を行うとともに、保
育の実施に必要な運営管理を行った。

公立各園の園舎の老朽化も進んでいる中で、今後の公立保育所の在
り方について「小田原市子ども・子育て支援事業計画」に基づき検討
する。
また、公立幼稚園も含めた小田原市の就学前教育の在り方につい
て、教育部と議論を始めたところであり、その中でも検討を重ねてい
く。

児童数 521人

1 通常保育事業（再掲）★
家庭で保育することができない児童を保育所で預かり、保育を
行う。個々の保育所の定員の弾力化や拡充により待機児童の
解消を図る。

保育課

要入所児童の保育に必要な経費を負担するとともに、個々の保育
所において、定員を超えた児童の受入れを行った。また、平成３１
年４月１日からの小規模保育事業３施設の開設に向けた支援及び
関係機関等との調整を行ったほか、既存保育所の定員増を図るた
めの増築を行った。

要入所児童の保育に必要な経費を負担する。また、令和２年４月１日まで
に小規模保育事業１施設及び、既存新規の認可保育所１園の開設による
定員増を図るほか、個々の保育所で入所定員の弾力化や拡充のために必
要な調整を行う。このほか、小田原市子ども・子育て支援事業計画に位置
付けられた各種事業を推進し、保育の受け皿確保に取り組むことで待機児
童の解消を図る。

2 延長保育促進事業（再掲）★
保護者の就労状態等に対応するため、通常保育の前後の時間
において、時間を延長して保育を行う。今後、受入れの拡大と時
間延長に努める。

保育課
公立保育所６園で実施したほか、事業を実施した民間保育所
26園に対し、補助金を交付した。

各保育所で事業を実施するとともに、民間保育所に対しては、利用実
績に応じて補助金を交付する。

3 休日保育事業（再掲）
保護者の就労状態等に対応するため、日曜・祝日等に保育を行
う。今後、利用状況を見ながら実施園の拡大に努める。

保育課
休日保育事業を実施する民間保育所１園に対して、教育・保育
給付費の加算を行った。

休日保育事業を実施する民間保育所に対して、教育・保育給付費の
加算を行うとともに、今後、事業ニーズや各保育所の意向を適切に把
握し、実施園の拡大を検討する。
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番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

8 公立保育所施設整備事業（再掲）
安全を確保し、多様な保育ニーズに対応するため施設整備を行
なう。

保育課
老朽化の著しい水回りを中心に計画的な修繕を実施した。ま
た、必要に応じて各園において修繕を実施した。

要修繕箇所の計画的な修繕を実施するとともに、必要に応じて各園に
おいて修繕を実施する。

施設数 22か所

9 民間保育所等施設整備補助事業（再掲）
安全で多様な保育サービスに対応できるように、民間保育所に
おける施設の改築や大規模修繕等に対して助成を行う。

保育課
小規模保育事業３件の新規開設に係る整備に対して補助を行
うとともに、民間保育所１園の大規模修繕（防水）に対して予算
化を図った（年度繰越事業）。

既存園の大規模修繕については、引き続き施設等からの求めに応
じ、施設の老朽度・緊急度を踏まえて優先順位を付けた上、必要な修
繕に対して補助する。また、既存保育所の増改築等や小規模保育事
業の整備についても、「小田原市子ども・子育て支援事業計画」に基づ
き、引き続き補助を実施していく。

施設数 53か所

10 認定子ども園整備事業（再掲）
教育・保育を一体的に行い、地域における多様な保育ニーズに
対応するため、既存の保育所、幼稚園での認定こども園の設置
を検討する。

保育課

「小田原市子ども・子育て支援事業計画」の推進にあたり、市
内保育所や幼稚園等に対し、個別ヒアリング等を通して認定こ
ども園化などの意向確認を行った。また、幼児期におけるより
良い教育・保育の環境整備を検討する中で、公立幼稚園の認
定こども園化に向けた検討を教育部と開始した進め「小田原市
公立幼稚園・保育所の今後のあり方」を策定し、モデル園として
の認定こども園の整備・検討を位置付けた。

市内保育所や幼稚園等の意向等を把握するとともに、認定こども園へ
の移行を希望する園に対しては、必要な支援を行っていく。また、引き
続き教育部との連携を深め、幼保の枠組みを超えた小田原市全体で
の教育・保育の質向上に向けた取組みを行うとともに、幼児期におけ
るより良い教育・保育の環境整備を検討する中で、公立認定こども園
モデル園の整備に向けた検討を進めていく。

設置数 2園

開設日数 238日

施設数 3か所

開設日数 260日

施設数 10か所

13
ファミリー・サポート・センター運営事業（再掲）
★

育児支援を受けたい人と育児支援ができる人の登録及び管理、
援助活動の調整を行う。

子育て政策課

プロポーザル形式で平成28年度から平成32年度まで委託する
事業者を選定した。支援会員の交流会や研修の実施を通し
て、活動の課題把握を行い、より運営しやすい環境づくりを行っ
た。
支援会員：373人　依頼会員：1239人　両方会員：65人
活動件数：6560件　産前・産後の家事支援：133件

多様化する依頼会員のニーズに対応できるようにするため、支援会員
の増加策や保育士等有資格者の支援会員の確保について、体制整
備を進めていく。

施設数 1か所

児童数 1,542人

施設数 41クラブ

15 放課後子ども教室推進事業（再掲）
放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学習やスポーツ、
文化活動等の体験学習を行うとともに、地域の方々との交流活
動の機会を提供する。

教育総務課
平成30年度については、既存校11校に加えて、7校（足柄小学
校・千代小学校・下曽我小学校・国府津小学校・東富水小学
校・前羽小学校・豊川小学校）で実施した。

令和元年度に、全小学校への拡充を行っていくにあたり、スタッフの確
保、放課後子ども教室運営の核となるコーディネーターの育成などに
課題があるが、学校や放課後児童クラブと連携しながら、地域の協力
を得て運営していく。

対象児童数に
占める登録児
童の割合

17%
（18校4,721人中797人）

16 勤労者融資対策預託金事業
低金利で融資を受けることができるよう金融機関に資金を預託
する。

産業政策課
次世代育成支援の視点から、教育費の上限を500万円、返済
期間10年以内(4年以内の据置期間設定可)での利用が可能で
ある。教育費として4件の融資を行った。

社会情勢を鑑みながら、状況に適した運用について検討していく。 －

新規融資実行件数
40件（H29）

→31件（H30）
（内教育費4件）

11
病児・病後児保育事業（乳幼児健康支援一時
預かり事業）（再掲）★

病気中または病気回復期にあり、集団保育や幼稚園での生活
ができない児童を、病気回復期まで一時的に預かる。

保育課

事業を実施する施設に対して補助金を交付したほか、「病児・病後児保
育事業連絡会」を開催するとともに、広報掲載や乳幼児健康診断でチラ
シを配布するなど、事業周知に努めた。
このほか、南足柄市との間の協定に基づき、病児保育室において、南
足柄市に在住の児童等の広域利用に必要な調整を行った。

事業を実施する施設に対して補助金を交付するほか、「病児・病後児保育事業
連絡会」を開催し、事業状況・課題検討を行うとともに、事業の周知に努める。ま
た、利用実績や利用者のニーズなども把握した上で、施設や関係医療機関と相
談の上で、事業のより良い在り方について検討していく。

12 一時預かり事業（再掲）★
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することができなく
なった児童の保育を行う。今後、実施園の拡大に努める。

保育課
延べ利用人数2,454人。
幼稚園型一時預かり事も含め、事業実施の園に対して、利用
人数に応じて補助金を交付した。

事業を実施する施設に対して補助金を交付する。また、事業のニーズ
を捉え、必要に応じてその拡大を図る

14
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
（再掲）★

就労等により、昼間家庭に保護者のいない家庭の児童に対し
て、放課後の居場所を提供する。

教育総務課
研修等を実施し、指導員の資質を向上を図った。
入所児童数　1,542人　全41クラブ

保護者等の就労や疾病等で、放課後に適切な保護を受けられない子
どもに放課後の居場所を提供し、待機児童が発生しないよう努める。
児童クラブ指導員の資質向上を図る目的で研修事業（グループ研修
等）を充実させていく。
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基本施策６　子ども等の安全確保

（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進・子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 地域防犯力強化事業
地域住民による自主防犯活動の普及、充実を図るとともに、地
域における「顔の見える関係づくり」を構築し、地域の防犯力を
高める。

地域安全課
小田原警察署管内防犯指導員協議会の防犯指導員と連携し、
毎月１０日の防犯の日をはじめ、春の地域安全運動や安全安
心まちづくり旬間に防犯キャンペーン等を実施した。

小田原警察署管内防犯指導員協議会の防犯指導員と連携し、毎月１
０日の防犯の日をはじめ、春の地域安全運動や安全安心まちづくり旬
間に防犯キャンペーン等を実施する。

刑法犯認知件
数

1,316 件

2 交通安全運動推進事業

小田原警察署や各関係機関・団体と連携を図りながら、交通安
全対策に取り組むとともに、保育園、幼稚園、小学校、高齢者等
を対象に交通教室を開催し、交通ルールや交通マナーの教育、
啓発を行う。

地域安全課
（学校安全課）

小田原警察署や交通安全関係団体と連携を図りながら、各季
の交通安全運動等（春・夏・秋・年末の交通安全運動など）を実
施した。また、継続的な交通安全教育や広報活動及び小田原
市交通指導員による交通安全街頭指導を実施した。

小田原警察署や交通安全関係団体と連携を図りながら、各季の交通
安全運動等（春・夏・秋・年末の交通安全運動など）を実施する。また、
交通安全教育指導員による交通教室を実施し、交通ルールやマナー
の教育に努める。

交通事故発生
率

0

3 交通安全団体活動費補助事業
小田原交通安全協会、小田原市交通安全母の会連絡協議会、
小田原市交通安全対策協議会に対して活動費を助成する。

地域安全課 各団体と連携を図りながら、交通安全啓発活動を実施した。 各団体と連携を図りながら、交通安全啓発活動を実施する。 － -

4 街頭指導活動等充実事業
青少年専任補導員が各地域の青少年育成推進員と連携して夜
間指導等を実施する。

青少年課 街頭指導パトロールを21回実施した。 街頭指導パトロールを実施する。
パトロール

回数
21回（151人）

（２）被害にあった子どもの保護の推進

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 ハートカウンセラー相談員派遣事業（再掲）
小学校に第三者的な相談員としてハートカウンセラーを派遣す
る。

教育指導課
小学校8校に第三者的な相談員としてハートカウンセラーを派
遣した。

（仮称）おだわら子ども教育支援センター設置に伴い、事業のあり方を
検討する。

－
ハートカウンセラーを8校
に派遣

2 教育相談事業（再掲）
専門的な機関との緊密な連携により、組織的に教育相談を進め
る。

教育指導課
教育相談電話を設置し、関係機関と連携しながら組織的に教
育相談を進めた。

電話相談・来所相談・訪問相談により、不登校・いじめ・学習・育て方・
特別支援等の相談を受け、必要に応じて関係機関につなげていく。

教育相談回数
教育相談回数

2.515回

3 青少年相談事業（再掲）
ひきこもりや若年無業者（ニート）、不登校、親子や友人との関
係などの問題で悩む子供、若者やその保護者からの相談に対
応する。

青少年課
社会生活を営む上で、さまざまな困難を抱える子ども・若者や
その保護者等からの電話相談や来所相談を実施し、必要に応
じて関係機関につなげた。

社会生活を営む上で、さまざまな困難を抱える子ども・若者やその保
護者等からの電話相談や来所相談を実施し、必要に応じて関係機関
につなげる。

相談件数　400件

4 児童相談事業(再掲)
児童相談員を配置するなど、相談体制を整備し、子育てについ
ての様々な悩みに対応するほか、要保護児童、要支援児童また
は特定妊婦への適切な保護や支援を図る。

子育て政策課
子育て政策課こども相談係に児童相談員（非常勤特別職）を配
置し、要保護・要支援児童や特定妊婦への適切な保護や支援
を行った。

国において、増加する児童虐待の防止対策の一環として、令和４年度
までに全市町村における相談体制の強化に向けた専門職（社会福祉
士、保健師等）の配置及び支援拠点の設置が目標として掲げられたこ
とを受け、相談体制の強化を図る。

相談体制人数
常勤3名

非常勤1名
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基本施策７　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進

（１）児童虐待防止対策の充実

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 児童相談事業(再掲)
児童相談員を配置するなど、相談体制を整備し、子育てについ
ての様々な悩みに対応するほか、要保護児童、要支援児童また
は特定妊婦への適切な保護や支援を図る。

子育て政策課
子育て政策課こども相談係に児童相談員（非常勤特別職）を配
置し、要保護・要支援児童や特定妊婦への適切な保護や支援
を行った。

国において、増加する児童虐待の防止対策の一環として、令和４年度
までに全市町村における相談体制の強化に向けた専門職（社会福祉
士、保健師等）の配置及び支援拠点の設置が目標として掲げられたこ
とを受け、相談体制の強化を図る。

相談体制人数
常勤3名

非常勤1名

2 母子訪問指導事業（再掲）★
妊婦や乳幼児を持つ親等に保健師等が家庭訪問を行い、妊娠
や育児に関する保健指導や情報提供を行う。

健康づくり課
2,842人（妊婦88件、産婦936件、乳児1,123人、幼児210件、そ
の他485人）の妊婦や乳幼児に対し、保健師や助産師が家庭
訪問を実施し、育児支援を行った。

妊産婦や乳幼児を持つ保護者等に家庭訪問を通じて、妊娠や育児に
関する情報を伝えることを継続する。

訪問率
対象者数：701人

訪問実施数：691人
実施率：98.6%

3
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）（再掲）★

生後4か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対する助言や情
報提供等を行い、要支援家庭には適切なサービス提供につな
げる。

健康づくり課

生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの養育環境
を把握するとともに、支援が必要な家庭に対して支援を行っ
た。出生した乳児1,174人のうち1,160件を訪問（訪問率98.8％）
した。

訪問率の向上に向け、出生の把握や訪問日調整の迅速化など、事務
の執行体制について見直しを行う。

訪問率 訪問率：98.8%

4 養育支援家庭訪問事業（再掲）★
保護者の養育支援が必要である家庭に対し、その居宅を訪問し
助言や指導を行うほか、ヘルパーを派遣し家事支援等を行う。

子育て政策課
児童の養育について継続的な支援が必要と認められる家庭に
おける養育環境を確保するため、福祉団体等に委託し、訪問に
よる家事及び育児等の支援を実施した。

引き続き、児童の養育について継続的な支援が必要な家庭に対し、
家事及び育児等の支援を行う者（保育士等）を派遣し、子どもの保育
に関する援助や指導等を行う。

支援件数 1件

（２）ひとり親家庭等の自立支援の促進

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 市営住宅への入居優遇（ひとり親）
ひとり親の市営住宅への入居にあたり、優先度を高めるよう配
慮する。

建築課
入居者の選考にあたり、ひとり親世帯が入居しやすいように配
慮した。

ひとり親世帯の入居について配慮していく。
・今後の目標値
　入居考査対象区分戸数の30％

ひとり親世帯
選定割合

考査区分の募集戸数の
14.2%

2 ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭の親と子の医療費について、保険診療の自己負担
分を助成する。

子育て政策課
ひとり親家庭の親と子3703人の医療費について、131,224,225
円の保険診療の自己負担分の助成を行った。

ひとり親家庭の親と子の医療費について、保険診療の自己負担分の
助成を行う。

－
助成実績
3,703人

131,224,225円

3 児童扶養手当支給事業
父母の離婚・父の死亡などによって、父または母と生計を同じく
していない児童について手当を支給し、母子世帯または父子世
帯等の生活の安定を図り、自立を促進する。

子育て政策課
父子69世帯、母子1,408世帯、養育者4世帯に対して、児童扶
養手当707,298,100円を支給した。

法定受託事務として、適正に支給していく。 －
支給実績
1,481世帯

707,298,100円

4 母子家庭等自立支援事業
母子・父子自立支援員を設置するほか、技能、資格の取得を支
援するための教育訓練給付金や利子補給金等を支給。各種セ
ミナーを実施する。

子育て政策課

母子・父子自立支援員を設置し相談を受けたほか、技能、資格
の取得を支援のための教育訓練給付金　2件、高等技能訓練
促進費　11件、利子補給金　2件、総額11,760,365円を支給し
た。

母子・父子自立支援員を設置するほか、技能、資格の取得を支援の
ための教育訓練給付金や利子補給金等を支給する。

就労実績

教育訓練給付金　2件
高等技能訓練促進費　11件

利子補給金2件
総額11,760,365円

5 ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等が自立に必要な事由や疾病などにより、一時的
に介護・保育などの支援が必要になった場合に、家庭生活支援
員を派遣する。

子育て政策課 家庭生活支援員の派遣要請がなかった。
母子、父子世帯が自立に必要な事由や疾病などにより、一時的に介
護・保育などの支援が必要になった場合に、家庭生活支援員を派遣す
る。

派遣日数 0件
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（３）障がい児施策の充実

番号 事　業　名 事業内容 担当課 平成30年度実施内容及び課題 事業の今後の展開
旧計画

目標指標
平成30年度
実績値・実績

1 障がい児保育促進事業（再掲） 保育士等の体制を整え、障がいのある児童の保育を行う。 保育課
障がい児の受入れを実施した民間保育所15園に対して、保育
士の加配に必要な人件費等の補助を行った。

障がい児の受入れについて調整しながら事業への理解を求めていく。
また、事業を行う民間保育所に対し、必要な補助を適切に行うことが
できるよう、認定基準等について、適宜、見直しを行う。

実施施設数 25か所

2 障がい児通所支援事業

障がい児や発達に課題のある児童が、児童発達支援、放課後
等デイサービス、保育所等訪問支援等の事業を利用し、生活能
力の向上、集団生活への適応等に必要な訓練、その他のサー
ビスを受けることを支援する。

障がい福祉課 支援を必要と認める児に、障害児通所給付費を給付した。

障がい児や発達に課題のある児童が、児童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援等の事業を利用し、生活能力の向上、
集団生活への適応等に必要な訓練、その他のサービスを受けることを
支援する。

- 延べ利用件数
8,262件

3 子ども発達相談事業
臨床心理士、保健師等により、発達に課題のある児童を養育す
る保護者からの相談を受ける。

子育て政策課
発達に課題のある児童を養育する保護者からの相談を行っ
た。

臨床心理士、保健師等により、発達に課題のある児童を養育する保
護者からの相談を受ける。

- 相談件数：257件

4 障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業
障がい児及び発達に課題のある児童に対し、日常生活における
基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応
訓練等を行う障害児通園施設「つくしんぼ教室」を運営する。

子育て政策課 障害児通園施設「つくしんぼ教室」を運営した。
障がい児及び発達に課題のある児童に対し、日常生活における基本
的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練等を
行う障害児通園施設「つくしんぼ教室」を運営する。

- 平成30年3月末登録者数
137人

5 心身障害児福祉手当給付事業
心身に障がいを有する児童の生活の向上と福祉の増進を図る
ため、保護者に対し手当を支給する。

障がい福祉課
心身に障がいを有する児童の保護者に対して手当を支給し
た。

心身に障がいを有する児童の生活の向上と福祉の増進を図るため、
保護者に対し手当を支給する。

- 延べ支給人数
2444人

6 育成医療給付事業（再掲）
障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため医療が必要
である児童に対し、手術、継続的治療に要する医療費の一部を
負担する。

障がい福祉課 認定を受けた児の保護者に医療費の一部を給付した。
障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため医療が必要な児
童に対し、手術、継続的治療に要する医療費の一部を負担する。

- 延べ対象者数
26人

7 支援教育推進事業
特別支援教育相談室の運営を行う。また、様々な課題を持つ児
童・生徒に適切な指導を行うため、個別支援員を配置するほ
か、医師や臨床心理士等を学校に派遣し、助言・指導を行う。

教育指導課
各校からの要望に応じて、個別支援員の配置、特別支援教育
相談支援チームの派遣、特別支援教育相談室あおぞらでの教
育相談等を行った。

各校からの要望に応じて、個別支援員の配置、特別支援教育相談支
援チームの派遣、特別支援教育相談室あおぞらでの教育相談等を行
うことに加え、あおぞらの施設を活かした相談業務の充実を図る。

個別支援員等
配置人数

個別支援員10６名
相談員2名
心理士1名

巡回相談員2名
個別指導員３名

医師1名

8 母子健康教育事業（再掲）

妊婦とその家族を対象に、安心して妊娠中の生活が送れ、安全
な出産が迎えられるようにママパパ学級を行う。乳幼児を持つ
親等を対象に、子育て応援講座で育児に関する情報を提供し、
親子教室で育児不安の軽減を図るための教室を実施する。

健康づくり課

妊婦とそのパートナーを対象に、ママパパ学級を年19回実施
し、延べ646人が参加した。また、第1子の保護者を対象に4か
月健康診査時に「子育て応援講座」（ママのひよこ組、パパの
たまこ組）を年間48回開催した。併せて健診のフォロー教室を
年間46回開催した。

妊婦とその家族を対象に、妊娠中の生活や安心して出産を迎えられる
ようにママパパ学級を行う。4か月児の保護者を対象に子育て応援講
座を実施し、育児に関する情報提供を行い、幼児に対しては育児不安
の軽減を図るため必要な方に親子教室を開催する。

参加者数
合計開催数：113回

参加：2,056人

9 妊婦健康診査事業（再掲）★ 妊娠中に14回まで妊婦健康診査費用の一部を助成する。 健康づくり課
妊娠期間中に1人14回分の妊婦健康診査費用補助券を交付し
た。平成30年度は、補助券を1,314件交付し、委託医療機関に
おいて14,022件の個別健診での利用があった。

妊娠中に14回まで妊婦健康診査費用の一部を公費負担する。 受診率

14回
交付：1,314件
受診：14,022件

88.9%

10 乳幼児健康診査事業（再掲）

保健センターや指定医療機関において、4か月児健康診査、8～
9か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診
査、3歳児健康診査と乳幼児事後検診を実施する。また、未就園
等の4歳・5歳児に尿検査を実施する。

健康づくり課

4か月児、1歳6か月児、2歳児（歯科のみ）、3歳児に対して保健
センターにて集団健診を実施した。また経過観察の必要な方に
対しては、事後検診を同様に実施した。8～9か月児について
は、市内の医療機関にて個別健診を実施している。

母子保健法に基づき、4か月児健康診査、8～9か月児健康診査、1歳6
か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査を保健セン
ターにて集団健診または市内医療機関にて個別健診を実施する。

受診率
4か月児：97.2%

1歳6か月児：97.0%
3歳児：94.1%

11 母子訪問指導事業(再掲)★
妊婦や乳幼児を持つ親等に保健師等が家庭訪問を行い、妊娠
や育児に関する保健指導や情報提供を行う。

健康づくり課
2,842人（妊婦88件、産婦936件、乳児1,123人、幼児210件、そ
の他485人）の妊婦や乳幼児に対し、保健師や助産師が家庭
訪問を実施し、育児支援を行った。

妊産婦や乳幼児を持つ保護者等に家庭訪問を通じて、妊娠や育児に
関する情報を伝えることを継続する。

訪問率
対象者数：701人

訪問実施数：691人
実施率：98.6%

12
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん
事業）（再掲）★

生後4か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対する助言や情
報提供等を行い、要支援家庭には適切なサービス提供につな
げる。

健康づくり課

生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの養育環境
を把握するとともに、支援が必要な家庭に対して支援を行っ
た。出生した乳児1,174人のうち1,160件を訪問（訪問率98.8％）
した。

訪問率の向上に向け、出生の把握や訪問日調整の迅速化など、事務
の執行体制について見直しを行う。

訪問率 訪問率：98.8%

13 育児相談事業（再掲）
保健センター等での定例育児相談や、地区公民館等での出張
相談を行う。また、保健センターでは、電話や来所による相談を
随時実施する。

健康づくり課
毎月実施している保健センターでの定例育児相談には、2,035
人が来所した。また、子育て支援センター（年8回）での育児相
談には、408人が来所している。電話相談は1,214件であった。

保健センターでの毎月定例の育児相談を実施する。他に、保健セン
ターでは、子育て世代包括支援センターにて電話や来所による随時相
談を毎日実施する。

参加者数 4,155件

14 教育相談事業（再掲）
専門的な機関との緊密な連携により、組織的に教育相談を進め
る。

教育指導課
教育相談電話を設置し、関係機関と連携しながら組織的に教
育相談を進めた。

電話相談・来所相談・訪問相談により、不登校・いじめ・学習・育て方・
特別支援等の相談を受け、必要に応じて関係機関につなげていく。

教育相談回数
教育相談回数

2.515回
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