
香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標 子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

通常保育事業

【子育て支援課】

　家庭で保護者等が労働等により十分に
保育することができない就学前の児童に
対し、児童の健全な育成を図ります。ま
た、障害児保育も実施します。

　在籍児童数…　　　1,680人
　　├公立・指定管理…895人
　　└私立…　　　　　785人
（公立11園：指定管理2園：私立8園）

　在籍児童数…　　1,722人（受託含）
　　├公立・指定管理…914人
　　└私立…　　　　　808人
（公立11園：指定管理2園：私立8園）

　在籍児童数…　　1,775人(受託含)
　　├公立・指定管理…979人
　　└私立…　　　　　796人

(公立10園：指定管理2園：私立8園)

　在籍児童数…　　1,790人(受託含)
　　├公立・指定管理…956人
　　└私立…　　　　　834人

(公立10園：指定管理2園：私立9園)

延長保育事業

【子育て支援課】

　保護者の就労形態の変化に伴い、保育
時間に対する要望も多様化しており、要
望に対応するため実施します。

　実施保育所…　21カ所
　実利用児童数…568人
　　├公立　…　225人
　　├指定管理…104人
　　└私立　…　239人
（公立11園：指定管理2園：私立8園）

　実施保育所…　21カ所
　利用児童数…　727人
　　├公立　…　３５７人
　　├指定管理…1０３人
　　└私立　…　267人
（公立11園：指定管理2園：私立8園）

　実施保育所…　20カ所
　利用児童数…　735人
　　├公立　…　３62人
　　├指定管理…98人
　　└私立　…　275人
（公立10園：指定管理2園：私立8園）

　実施保育所…　21カ所
　利用児童数…902人
　　├公立　…335人
　　├指定管理…124人
　　└私立　…443人
（公立10園：指定管理2園：私立9園）

幼稚園事業
（幼稚園における
預かり保育）

【学校教育課】

　在籍している園児を対象に、通常保育
時間終了後の預かり保育を継続します。

教育時間終了後も各園で定めた時間内
で預かり保育を実施。
　（公立…３園　私立…２園）

教育時間終了後も各園で定めた時間内
で預かり保育を実施。
　（公立…３園　私立…２園）

教育時間終了後も各園で定めた時間内
で預かり保育を実施。

教育時間終了後も各園で定めた時間内
で預かり保育を実施。

一時預かり事業

【子育て支援課】

　保護者の育児負担の軽減や急用等に対
応するための事業カ所の増設を検討しま
す。

　事業カ所…　 9カ所
　利用者数…2,316件

　事業カ所…　 9カ所
　利用者数…1,578件

　事業カ所…　 9カ所
　利用者数…1,744件

　事業カ所…　 9カ所
　利用者数…1,898件

放課後児童健全
育成事業

【子育て支援課】

　小学6年生まで受け入れを拡大するこ
とで、新たに需要増加が見込まれるた
め、緊急性の高い学区から、順次施設の
整備を検討します。

平成27年4月から、佐原第3児童クラ
ブと山田第2児童クラブを開所し、民間
施設でも新たに受け入れを実施。

また、新たな受け入れ（増員）に対応
するため、平成27年7月から、佐原第4
児童クラブと小見川中央第3児童クラブ
を整備し開所。
　実施施設　公立…15カ所
　　　　　　民間…　2カ所

　待機児童解消のため、平成28年7月か
ら栗源児童クラブを移設し、定員を30人
から40人に増員し開所。
　実施施設　公立…15カ所
　　　　　　民間…　2カ所

　平成30年４月栗源児童クラブ小学校敷
地内に移設。
　待機児童解消のため、小見川中央第3
児童クラブの測量業務を実施。.

　実施施設　公立…15カ所
　　　　　　民間…　2カ所

　待機児童解消のため、小見川中央第
3・第４児童クラブの改修工事を開始。.
　児童クラブ未実施地域の整備をできる
よう検討している。

　実施施設　公立…15カ所
　　　　　　民間…　２カ所

放課後子供教室事業

【生涯学習課】

　放課後や週末等に子どもたちの適切な
遊び場や生活の場を確保するため、地域
の住民の参画を得ながら遊びやスポー
ツ、文化活動、地域住民との交流を実施
します。
　また、放課後児童クラブとの連携ある
いは一体化を目指します。
　目標事業量：5カ所

　佐原地区1教室（津宮小学校）、山田
地区1教室の計2教室を開催。
　各教室とも地域のボランティアの協力
により体験学習を実施。

　佐原地区（津宮小学校）は平日の放課
後の居場所作り、山田地区(山田公民館）
は夏季長期休業中等に地域の踊りやダン
ス教室を開催。計2教室。いづれも地域
のボランティアが運営。

　佐原地区（津宮小学校）は平日の放課
後の居場所作り、山田地区(山田公民館）
は夏季長期休業中等に地域の踊りやダン
ス教室を開催。計2教室。いづれも地域
のボランティアが運営。

　佐原地区（津宮小学校）は平日の放課
後の居場所作り、山田地区(山田公民館）
は平日の放課後や土曜日によさこい鳴子
踊り体験教室を開催。計2教室。いずれ
も地域のボランティアが運営。

第6章　次世代育成支援行動計画（次世代育成支援対策推進法）

1　子育て家庭を支援する地域づくり

（1）教育・保育及び子育て支援の充実
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

乳幼児家庭教育学級
「らっこクラブ」

【生涯学習課】

　子育てをしている保護者に対して、乳
幼児期の心身の健康、生活習慣、保健環
境などの面から望ましい子育てを考える
学級を開催。家庭と地域とのつながりを
深められる場を目指す。

　子育てに関する講話、保護者同士の交
流、親子体操、料理教室、自然体験など
年間１０回開催（預かり保育あり）。
　学級生…保護者21人、乳幼児２３人

　子育てに関する講話、保護者同士の交
流、親子体操、料理教室、自然体験など
年間１０回開催（預かり保育あり）。
　学級生…保護者１６人、乳幼児１７人

　子育てに関する講話、保護者同士の交
流、親子体操、料理教室、自然体験など
年間9回開催（預かり保育あり）。
　学級生…保護者１６人、乳幼児２０人

　保護者同士の交流、親子体操、料理教
室、こども園見学、自然体験など年間１
１回開催（預かり保育あり）。
　学級生…保護者２２人、乳幼児２５人

地域子育て支援
センター事業

【子育て支援課】

　地域の子育て家庭に対する育児相談や
指導、遊びの場の提供を行うセンターを
市内保育所等に増設します。

　開設カ所…4カ所
（公立１園：指定管理１園：私立２園）

　開設カ所…6カ所
（公立2園：指定管理1園：私立3園）

　開設カ所…7カ所
（公立3園：指定管理1園：私立3園）

　開設カ所…8カ所
（公立3園：指定管理1園：私立4園）

ファミリー・サポート・
センター事業

【子育て支援課】

　地域において育児の援助を受けたい人
と行いたい人が会員登録し、子育ての支
援を充実させます。

　利用件数…　37件（26日）
　提供会員数…　6人
　依頼会員数…31人
　両方会員数…　2人

　利用件数…　16件（16日）
　提供会員数…　7人
　依頼会員数…48人
　両方会員数…　2人

　利用件数…　47件（46日）
　提供会員数…　6人
　依頼会員数…27人
　両方会員数…　2人

　利用件数…　49件（49日）
　提供会員数…　7人
　依頼会員数…29人
　両方会員数…　3人

保育所の地域開放

【子育て支援課】

　地域の身近な保育所を開放し、子ども
たちの安全・安心な遊び場を確保すると
ともに、遊びを通じた保護者同士の交流
の場を提供します。
　また、保育士に乳幼児の発達に合わせ
て、育児の不安や悩みを気軽に相談でき
る関係づくりに努めます。

　各公立保育所で月1回の開放保育を実
施。
　市内4カ所の子育て支援センターとと
もに、身近で安全な遊び、交流、相談の
場として実施。

　各公立保育所で月1回の開放保育を実
施。
　市内6カ所の子育て支援センターとと
もに、身近で安全な遊び、交流、相談の
場として実施。

　各公立保育所で月1回の開放保育を実
施。
　市内7カ所の子育て支援センターとと
もに、身近で安全な遊び、交流、相談の
場として実施。

　各公立保育所で月1回の開放保育を実
施。
　市内8カ所の子育て支援センターとと
もに、身近で安全な遊び、交流、相談の
場として実施。

児童館事業

【子育て支援課】

　他地域において新たな施設の整備を検
討します。

　来館者…　　　　13,809人
　　├内幼児…　　　5,345人
　　├内小学生…　　2,468人
　　├内中学生…　　　236人
　　└内大人…　　　5,760人
　ボランティア参加者…194人
　（きもだめし大会や児童館まつり等）

　講師を招き、料理・いけばな・けんだ
ま等の教室、保健師による食育相談、歯
科衛生士による歯磨き講習を実施。
　育児や発達に関する相談…67件

　来館者…　　　　14,002人
　　├内幼児…　　　5,211人
　　├内小学生…　　2,748人
　　├内中学生…　　　244人
　　└内大人…　　　5,799人
　ボランティア参加者…207人
　（きもだめし大会や児童館まつり等）

　講師を招き、料理・いけばな・けんだ
ま等の教室、保健師による食育相談、歯
科衛生士による歯磨き講習を実施。
　育児や発達に関する相談…82件

　来館者…　　　　14,103人
　　├内幼児…　　　5,252人
　　├内小学生…　　2,979人
　　├内中学生…　　　176人
　　├内高校生…　　　　24人
　　└内大人…　　　5,672人
　ボランティア参加者…246人
　（きもだめし大会や児童館まつり等）

　講師を招き、料理・いけばな・けんだ
ま等の教室、保健師による食育相談、歯
科衛生士による歯磨き講習を実施。
　育児や発達に関する相談…139件

　来館者…　　　　11,753人
　　├内幼児…　　　4,168人
　　├内小学生…　　2,764人
　　├内中学生…　　　164人
　　├内高校生…　　　　10人
　　└内大人…　　　4,647人
　ボランティア参加者…304人
　（きもだめし大会や児童館まつり等）

　講師を招き、料理・いけばな・けんだ
ま等の教室、保健師による食育相談、歯
科衛生士による歯磨き講習を実施。
　育児や発達に関する相談…184件
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

多様な運営主体による
保育所の整備事業

【子育て支援課】

　公立保育所の適正配置を検討し、再
編・統合による整備を進めるとともに、
併せて、公設民営方式等による保育所の
整備による運営を推進します。

　実施なし。
　
　（仮称）小見川認定こども園の開園に
伴い、小見川中央保育所、小見川南保育
所を平成29年3月末で廃止。

　実施なし。 　実施なし。

民間保育施設の整備
への支援事業

【子育て支援課】

　公立保育所の適正配置の方針による再
編・統合と併せて、民間保育施設の整備
を支援します。

　保育所等緊急整備事業（千葉県安心こ
ども基金事業費補助金）を活用し、民間
保育所1施設の整備に対して支援を実
施。

　保育所等緊急整備事業（千葉県安心こ
ども基金事業費補助金）を活用し、民間
保育所1施設の施設賃貸借料に対して支
援を実施。

　国・県補助金を活用し、民間の幼保連
携型認定こども園1施設及び小規模保育
事業所1施設の整備に対して支援を実
施。

　国・県補助金を活用し、民間の幼保連
携型認定こども園1施設の整備に対して
支援を実施。

認定こども園の整備

【子育て支援課】
【教育総務課】

　保護者の子育ての選択肢の拡大を図る
ため、「香取市幼保一元化施設整備計
画」に基づき、幼稚園・保育所の連携に
よる新たな施設の整備を図ります。

　（仮称）小見川認定こども園の建設に
向けて引き続き幼保一元化施設整備プロ
ジェクト推進会議等を開催。
　建設用地を確保するとともに施設建設
工事（建築・電気設備・機械設備）、施
工監理業務を発注。

　（仮称）小見川認定こども園の建設に
向けて引き続き幼保一元化施設整備プロ
ジェクト推進会議等を開催。
　建設工事（外構）、備品等の発注、ま
た給食調理業務委託事業者をプロポーザ
ル方式により決定。
　おみがわこども園として平成２９年４
月開園。

　（仮称）佐原認定こども園の整備に向
けて引き続き幼保一元化施設整備プロ
ジェクト推進会議を開催。
　整備候補地を選定し、地権者及び周辺
地域住民への説明とともに、測量や不動
産鑑定を実施。

　（仮称）佐原認定こども園の用地を取
得するため、地権者に対して用地交渉を
実施。

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

幼稚園・保育所
交流事業

【子育て支援課】
【学校教育課】

　幼稚園・保育所（園）それぞれの特徴
を活かし、連携を深めます。

【子育て支援課】
【学校教育課】
　実施なし

【子育て支援課】
【学校教育課】
 「おみがわこども園」の開園を見通し
て、小見川幼稚園・小見川中央保育所・
小見川南保育所の交流を実施しました。

【子育て支援課】
【学校教育課】
　実施なし

【子育て支援課】
【学校教育課】
　実施なし

子育て支援
ネットワーク

【子育て支援課】
【健康づくり課】
【学校教育課】

　地域子育て支援センターを増設し、身
近な教育・保育施設、家庭そして地域を
結び、子育てをするすべての人を協働で
支援するネットワークづくりの構築を図
ります。

【子育て支援課】
　地域子育て支援センターを4カ所で実
施。

【健康づくり課】
　子育て支援センターで健康教育、健康
相談を実施

【学校教育課】
　実施なし

【子育て支援課】
　地域子育て支援センターを6カ所で実
施。

【健康づくり課】
　子育て支援センターで健康教育、健康
相談を実施。

【学校教育課】
　実施なし

【子育て支援課】
　地域子育て支援センターを7カ所で実
施。

【健康づくり課】
　子育て支援センターで健康教育、健康
相談を実施。

【学校教育課】
　実施なし

【子育て支援課】
　地域子育て支援センターを8カ所で実
施。

【健康づくり課】
　子育て支援センターで健康教育、健康
相談を実施。

【学校教育課】
　実施なし

（2）教育・保育施設の整備

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況

（3）教育・保育の交流・子育て支援ネットワークの整備

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子育て支援
ガイドブック

【子育て支援課】
【健康づくり課】

　子どもの成長に合わせた、子育てサ
ポートメニューを詳しくまとめたガイド
ブック（子育てバリアフリーマップを含
む）について、最新情報に更新した内容
での発行を検討します。

【子育て支援課】
　平成27年10月、官民協働事業によ
り、香取市子育てガイドブック「すくす
く」を４年ぶりに内容を更新し発行。

【子育て支援課】
　香取市子育てガイドブック「すくす
く」を窓口等で随時配布。

【子育て支援課】
　香取市子育てガイドブック「すくす
く」を窓口等で随時配布。

【子育て支援課】
　香取市子育てガイドブック「すくす
く」を窓口等で随時配布。

【健康づくり課】
　平成30年6月、香取市子育てブック
「なに？なに？」を発行。

家庭児童相談室の設置

【子育て支援課】

　家庭における人間関係の健全化、及び
適応性を育成する等、家庭児童福祉に関
する相談指導の充実強化を図ります。

　相談員…　　　2人
　相談件数…2,743件
　（内虐待に関する相談…612件）

　相談員…　　　2人
　相談件数…3,063件
　（内虐待に関する相談…1,181件）

　相談員…　　　2人
　相談件数…2,521件
　（内虐待に関する相談…1,291件）

　相談員…　　　2人
　相談件数…2,446件
　（内虐待に関する相談…1,520件）

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

児童遊園、都市公園・
市民公園等の設置

【子育て支援課】
【都市整備課】

　児童の健康を増進し、情操を豊かにす
るとともに、事故防止等を図り、親子が
安全・安心してふれあえる遊び場を提供
します。

【都市整備課】
　玉造南公園の公園休憩施設改修工事、
小見川城山公園外の遊具改修工事、玉造
北公園外の時計設置工事を実施。
　栗山川ふれあいの里公園のバスケット
ゴール改修を実施。
　くろべ運動公園野球場照明修繕を実
施。
　玉造中央公園外の分電盤修繕を実施。
　その他、公園施設の老朽化等に伴う修
繕カ所について、随時対応。
　都市公園外の遊具等の定期点検業務を
委託。

【子育て支援課】
　児童遊園の遊具の安全点検を実施。
　遊具等の修繕を3カ所実施

【都市整備課】
　住金団地北公園・住金団地東公園・小
見川城山公園の公園施設改修工事を実
施。
　栗山川ふれあいの里公園の公園照明灯
改修工事を実施。
　わんぱく公園の築山の補修、小見川城
山公園、くろべ運動公園の遊具修繕を実
施。
　その他、公園施設の老朽化等に伴う修
繕カ所について、随時対応。
　都市公園外の遊具等の定期点検業務を
委託。

【子育て支援課】
　児童遊園の遊具の安全点検を実施。
　遊具等の修繕を３カ所実施

【都市整備課】
　わんぱく公園の築山階段改修工事、阿
玉川西部第一公園のフェンス改修工事、
小見川城山公園の木製階段交換工事及び
案内看板設置工事を実施。
　くろべ運動公園の照明施設修繕、わん
ぱく公園の木製遊具修繕、寺内公園の
バックネット修繕を実施。
　その他、公園施設の老朽化等に伴う修
繕、樹木剪定を随時実施。
　都市公園外の遊具等の定期点検業務を
実施。

【子育て支援課】
　児童遊園の遊具の安全点検を実施。
　遊具等の修繕を随時実施
　樹木剪定を２カ所実施

【都市整備課】
　くろべ運動公園の複合遊具更新工事、
芝生広場暗渠排水管布設替え工事、城山
公園中央広場ブロック舗装修繕工事、城
山公園第２駐車場トイレ改修工事などを
実施。
　橘ふれあい公園憩いの森のローラー滑
り台修繕、わんぱく公園の築山滑り台修
繕、水郷児童公園のブランコ修繕などを
実施。
　その他、公園施設の老朽化に伴う修
繕、樹木剪定を随時実施。
　都市公園の遊具等の定期点検業務を実
施。

【子育て支援課】
　児童遊園の遊具の安全点検を実施。
　遊具等の修繕を２カ所実施

（4）情報提供・相談体制の整備

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況

（5）親子のふれあいの場の整備

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

母子健康手帳の交付

【健康づくり課】

　妊婦の健康管理の充実と子どもの健や
かな成長のため、妊娠届により母子健康
手帳を交付します。

　交付時の面接で妊婦の状況を把握し、
必要に応じ相談窓口等の情報提供。
　母子手帳交付…441件

　交付時の面接で妊婦の状況を把握し、
必要に応じ相談窓口等の情報提供。
　母子手帳交付…４１６件

　交付時の面接で妊婦の状況を把握し、
必要に応じ相談窓口等の情報提供。
　母子手帳交付…392件

　交付時の面接で妊婦の状況を把握し、
必要に応じ相談窓口等の情報提供。
　母子手帳交付…281件

妊婦健康診査

【健康づくり課】

　妊婦の健康管理の充実、及び経済的負
担の軽減を図るため健康診査受診票を交
付し、安心して妊娠・出産ができるよう
にします。

　母子手帳と同時に妊婦健康診査受診票
14回分を交付。
　妊娠経過の管理と安全な出産に向けて
妊婦健康診査の必要性を啓発。

　母子手帳と同時に妊婦健康診査受診票
14回分を交付。
　妊娠経過の管理と安全な出産に向けて
妊婦健康診査の必要性を啓発。

　母子手帳と同時に妊婦健康診査受診票
14回分を交付。
　妊娠経過の管理と安全な出産に向けて
妊婦健康診査の必要性を啓発。

　母子手帳と同時に妊婦健康診査受診票
14回分を交付。
　妊娠経過の管理と安全な出産に向けて
妊婦健康診査の必要性を啓発。

母子保健推進員
設置事業

【健康づくり課】

　妊産婦・乳幼児等の身近な相談役とし
て自主的な地区組織を育成し、その活動
を支援します。

　健やかな妊娠・出産の支援として妊婦
訪問126件実施
　乳幼児の発育支援として、健診未受診
者の訪問20件実施
　母子保健事業への協力41回116人

　健やかな妊娠・出産の支援として妊婦
訪問108件実施。
　乳幼児の発育支援として、健診未受診
者の訪問39件実施。
　母子保健事業への協力４１回１２７人

　健やかな妊娠・出産の支援として妊婦
訪問125件実施。
　乳幼児の発育支援として、健診未受診
者の訪問２3件実施。
　母子保健事業への協力42回１2０人

　健やかな妊娠・出産の支援として妊婦
訪問70件実施。
　乳幼児の発育支援として、健診未受診
者の訪問２0件実施。
　母子保健事業への協力35回99人

生活習慣病予防
対策事業

【子育て支援課】
【健康づくり課】

　対象児童について、市内全乳幼児への
拡大を検討します。
　幼児健診での肥満度の判定と対象者へ
の個別指導を実施し、望ましい食習慣が
確立できるよう支援します。

　5月・10月に公立保育所全園児の身
長・体重調査から、身長・体重曲線を作
成。その結果、「太りすぎ（＋15％以
上）」の園児を発見（全体の7.5％）。
　また、1歳６カ月、３歳児健診で、肥
満度判定を実施し、太りぎみ以上の幼児
には、個別指導を32人に実施。

【子育て支援課】
　5月・10月に公立保育所全園児の身
長・体重調査から、身長・体重曲線を作
成。その結果、「太りぎみ（＋15％以
上）」の園児を発見（全体の8.0％）。
　
【健康づくり課】
　1歳６カ月、３歳6カ月児健診で、偏食
や太りぎみの幼児には、個別の栄養指導
を実施。
　対象者…141人

【子育て支援課】
　5月・10月に公立保育所全園児の身
長・体重調査から、身長・体重曲線を作
成。その結果、「太りぎみ（＋15％以
上）」の園児を発見（全体の9.0％）。

【健康づくり課】
　1歳６カ月、３歳6カ月児健診で、偏食
や太りぎみの幼児には、個別の栄養指導
を実施。
　対象者…１37人

【子育て支援課】
　5月・10月に公立保育所（こども園）
全園児の身長・体重調査から、身長・体
重曲線を作成。その結果、「太りぎみ
（＋15％以上）」の園児を発見（全体の
8.4％）。

【健康づくり課】
　1歳６カ月、３歳6カ月児健診で、偏食
や太りぎみの幼児には、個別の栄養指導
を実施。
　対象者…169人

妊産婦・乳幼児訪問指導

【健康づくり課】

　妊産婦・乳幼児家庭等への訪問指導に
よる育児相談や情報提供を行い、出産や
育児に関する不安を和らげます。

　出産や育児に関する不安の解消、及び
情報提供のための訪問指導を実施。
　新生児…100人
　乳児……　32人
　幼児……　19人

　出産や育児に関する不安の解消、及び
情報提供のための訪問指導を実施。
　新生児…　109人
　乳児……　108人
　幼児……　  0人

　出産や育児に関する不安の解消、及び
情報提供のための訪問指導を実施。
　新生児…１２4人
　乳児……１35人
　幼児……　14人

　出産や育児に関する不安の解消、及び
情報提供のための訪問指導を実施。
　新生児…95人
　乳児……109人
　幼児……　9人

2　妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策等の充実

（1）母子保健の充実

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

乳児家庭全戸訪問事業

【健康づくり課】
【子育て支援課】

　生後4カ月までの乳児のいる家庭を訪
問し、子育て支援に関する情報提供や、
親子の心身の状況・養育環境等の把握や
助言を行います。
　また、乳児の健全な育成環境を確保す
るため、児童虐待の早期発見に努める
等、関係課と連携を図り、支援が必要な
家庭に対して適切なサービスの提供につ
なげていきます。

　新生児訪問等の情報提供を行うととも
に、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問
結果で相談対応が必要な場合は継続支援
を実施。
　母子保健推進員、母子福祉協力員を訪
問員（89人）として委嘱し、訪問事業を
実施。
　訪問数…241件（助産師、市保健師訪
問含む）
　なお、新生児訪問の報告からは、児童
虐待を含む要支援家庭の発見に至るケー
スはなく、以降の個別訪問の実施はな
い。

【健康づくり課】
　新生児訪問等の情報提供を行うととも
に、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問
結果で相談対応が必要な場合は継続支援
を実施。
　専門の訪問員を委嘱し、訪問事業を実
施。
　訪問数…192件（助産師、市保健師訪
問含む）

【子育て支援課】
　新生児訪問の報告からは児童虐待を含
む要支援家庭の発見に至るケースはな
く、個別訪問の実施には至らなかった。

【健康づくり課】
　新生児訪問等の情報提供を行うととも
に、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問
結果で相談対応が必要な場合は継続支援
を実施。
　専門の訪問員を委嘱し、訪問事業を実
施。
　訪問数…２４4件（助産師、市保健師
訪問含む）

【健康づくり課】
　新生児訪問等の情報提供を行うととも
に、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問
結果で相談対応が必要な場合は継続支援
を実施。
　専門の訪問員を委嘱し、訪問事業を実
施。
　訪問数…163件（助産師、市保健師訪
問含む）

未熟児訪問指導

【健康づくり課】

　未熟児に対し、訪問指導を行うことに
より健やかな育ちを目指します。

　訪問指導…19件 　訪問指導…19件 　訪問指導…25件 　訪問指導…14件

健康相談

【健康づくり課】

　妊産婦・乳幼児等に育児・歯科・栄養
相談等の健康相談を実施するとともに、
多様な情報提供を行います。

　定期的な健康相談…594件
　その他、電話相談や不定期での面談に
ついても保健センターで実施。

　定期的な健康相談…469件
　その他、電話相談や不定期での面談に
ついても保健センターで実施。

　定期的な健康相談…559件
　その他、電話相談や不定期での面談に
ついても保健センターで実施。

　定期的な健康相談…423件
　その他、電話相談や不定期での面談に
ついても保健センターで実施。

乳幼児健康診査

【健康づくり課】

4カ月児・のびのび健康診査（低出生体
重児の7カ月児）・10カ月児・1歳6カ
月児・2歳児（歯科）・3歳児健康診査
を行い、育児等の情報提供や発育・発達
に気がかりな子どもの早期発見に努め、
関係機関と連携し支援します。

　佐原・小見川保健センター受診数
（率）
　4カ月児健診…401人（97.1%）
　のびのび健診…　42人（95.5％）
　（低出生体重児7カ月児）
　10カ月児健診…404人（95.1％）
　1.6歳児健診…　418人（91.9％）
　2歳児歯科検診…407人（92.1％）
　3歳児健診…　　449人（95.5％）

　佐原・小見川保健センター受診数
（率）
　４か月児健診　　388名（97.0%）
　のびのび健診　　　24名（77.4％）
　（低出生体重児7か月児）
　10か月児健診　　414名（95.2％）
　1.6歳児健診　　　404名（95.7％）
　2.6歳児歯科検診　393名（91.6％）
　3.6歳児健診　　　429名（95.8％）

　佐原・小見川保健センター受診数
（率）
　４か月児健診　372名（96.9%）
　のびのび健診　　34名（85.0％）
　（低出生体重児7か月児）
　10か月児健診　373名（95.2％）
　1.6歳児健診　　412名（95.8％）
　2.6歳児歯科検診402名（92.8％）
　3.6歳児健診　　405名（93.5％）

　佐原・小見川保健センター受診数
（率）
　４か月児健診　266名（93.6%）
　のびのび健診　　29名（85.3％）
　（低出生体重児7か月児）
　10か月児健診　297名（95.5％）
　1.6歳児健診　　323名（98.5％）
　2.6歳児歯科検診323名（93.1％）
　3.6歳児健診　　335名（95.2％）

言語相談・教室、
心理相談、発達相談

【健康づくり課】

　言語・情緒・発達面で支援が必要な乳
幼児や保護者に適切な指導を行い、発達
環境の適正化を図ります。

　言語・情緒・発達の面で、支援が必要
な児やその保護者に対し、各種教室・相
談を実施。
　わんわん教室…　　　13人
　にゃんにゃん教室…194人
　どんぐり教室…　　177人
　言語相談…　　　　109人
　心理相談…　　　　　40人
　すくすく教室…　　　12人

　言語・情緒・発達の面で、支援が必要
な児やその保護者に対して、各種教室・
相談を実施。
　わんわん教室　　　延　7名
　にゃんにゃん教室　延119名
　どんぐり教室　　　延85名
　言語相談　　　　　延66名
　心理相談　　　　　延29名
　すくすく教室　　　延　3名

　言語・情緒・発達の面で、支援が必要
な児やその保護者に対して、各種教室・
相談を実施。
　わんわん教室　　　延　2名
　にゃんにゃん教室　延　94名
　言葉の教室　　　　延　114名
　言語相談　　　　　延　75名
　心理相談　　　　　延　16名
   発音訓練（個別）　延　28名

　言語・情緒・発達の面で、支援が必要
な児やその保護者に対して、各種教室・
相談を実施。
　にゃんにゃん教室　延　153名
　言葉の教室　　　　延　99名
　言語相談　　　　　延　57名
　心理相談　　　　　延　32名
   発音訓練（個別）　延　42名
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

歯科口腔保健事業

【健康づくり課】

　生涯にわたり自分の歯で食べられるよ
う、歯の健康に対する知識の普及を図る
とともに、自分の歯で食事を摂ることの
重要性について意識づけを行います。

　妊婦歯科検診を集団で年6回開催
　　└受診者…87人
　市内小学校の1年生とその保護者、4年
生、6年生を対象に歯みがき指導を実施
　参加者┬児童…　1,731人
　　　　└保護者…　494人
　よい歯のコンクールを6月11日に開催
し、「高齢者のよい歯コンクール」へ1
人が応募。

　妊婦歯科検診を集団で年6回開催し60
名が受診。
　市内小学校の1年生とその保護者、4年
生、6年生を対象に歯みがき指導を実
施。
　児童1,517名　保護者465名参加
　6月16日に、よい歯のコンクールを開
催し、「親と子のよい歯コンクール」へ
2組「高齢者のよい歯コンクール」へ3名
が応募。

　妊婦歯科検診を集団で年6回開催し
　70名が受診。
　市内小学校の1年生とその保護者、4年
生、6年生を対象に歯みがき指導を実
施。
　児童1,439名　保護者459名参加
6月14日に、よい歯のコンクールを開催
し、「高齢者のよい歯コンクール」へ3
名が応募。

　妊婦歯科検診を集団で年6回開催し
　58名が受診。
　市内小学校の1年生とその保護者、4年
生、6年生を対象に歯みがき指導を実
施。
　児童1,418名　保護者432名参加
6月14日に、よい歯のコンクールを開催
し、「親と子のよい歯コンクール」へ1
組が応募。

予防接種

【健康づくり課】

各種予防接種を継続的に実施し、今後定
期接種となる疾病についても同様に実施
します。

　全て個別接種で実施 　全て個別接種で実施 　全て個別接種で実施（平成29年４月１
日より任意接種のおたふくかぜワクチン
予防接種が一部助成となる。）

　全て個別接種で実施（平成29年４月１
日より任意接種のおたふくかぜワクチン
予防接種が一部助成となる。）

ママパパ教室

【健康づくり課】

　妊婦とその家族を対象に、周産期から
その後の育児に関する知識の普及を行
い、安心して出産を迎えられるよう支援
します。

　奇数月に月2回開催
　参加者…141人

　奇数月に月2回開催
　参加者…103人

　毎月１回、年間12回開催
　参加者…1１１人

　毎月１回、年間12回開催
　参加者…69人

思春期保健対策事業

【学校教育課】
【健康づくり課】

　児童・生徒、その保護者を対象に、各
小中学校で助産師による思春期講演会を
開催。
　保育所や幼稚園における職場体験や交
流事業、乳幼児健診会場でのふれあいを
通し、命の尊さ、親と子の絆や育児の大
切さを学ぶ機会を設ける。

【学校教育課課】
　児童・生徒、その保護者を対象に、小
学校12校、中学校8校で医師・助産師に
よる思春期講演会を実施。（小学校1校
については保健所が実施する思春期講演
会として実施）

【健康づくり課】
　小学校での児童・保護者を対象にした
思春期教育への協力。
　保健所が実施する思春期教育事業への
協力。

【学校教育課】
　児童・生徒、その保護者を対象に、小
学校12校、中学校７校で医師・助産師に
よる思春期講演会を実施。

【健康づくり課】
　小学校での児童・保護者を対象にした
思春期教育への協力。
　保健所が実施する思春期教育事業への
協力。

【学校教育課】
　児童・生徒、その保護者を対象に、小
学校１１校、中学校７校で医師・助産師
による思春期講演会を実施。

【健康づくり課】
　小学校での児童・保護者を対象にした
思春期教育への協力。
　保健所が実施する思春期教育事業への
協力。

【学校教育課】
　児童・生徒、その保護者を対象に、小
学校１0校、中学校７校で医師・助産師
による思春期講演会を実施。

【健康づくり課】
　小学校での児童・保護者を対象にした
思春期教育への協力。
　保健所が実施する思春期教育事業への
協力。
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子ども医療費助成事業

【子育て支援課】

　平成26年12月1日より高校生世代
（18歳到達後最初の3月31日）まで対
象を拡大し、子育て世帯の負担を軽減す
るため、保健医療給付の自己負担金の一
部または全部を助成します。
　自己負担金については、通院1回につ
き200円、入院1日につき200円、調
剤は無料。なお、所得割の非課税世帯に
ついては全て無料。高校生世代（18歳
到達後最初の3月31日）については償
還払いにより助成。

　受給資格登録者数
　　0歳から中学校3年生…8,751人
　　高校生世代…　　　  　1,875人

　受給資格登録者数
　　0歳から中学校3年生…8,436人
　　高校生世代…　　　  　1,930人

　受給資格登録者数
　　0歳から中学校3年生…8,136人
　　高校生世代…　　　  　1,914人

　受給資格登録者数
　　0歳から中学校3年生…7,765人
　　高校生世代…　　　  　1,995人

ひとり親家庭等の
医療費の助成

【子育て支援課】

　ひとり親家庭等が保険医療給付を受け
た場合、その経済的負担を軽減するため
自己負担額の一部を助成します。（所得
が一定額以上の場合を除く）

　受給資格者…　　　　668人
　　├母子家庭　　　…603人
　　├父子家庭　　　…　50人
　　└父母のいない家庭…10人
　対象児童…　　　　1,005人

　医療費助成対象者…　　　　　582人
　受給停止者（所得限度額超）…　86人

　受給資格者…　　　　672人
　　├母子家庭　　　…609人
　　├父子家庭　　　…　54人
　　└父母のいない家庭…　9人
　対象児童…　　　　 965人

　医療費助成対象者…　　　　　579人
　受給停止者（所得限度額超）…　93人

　受給資格者…　　　　636人
　　├母子家庭　　　…580人
　　├父子家庭　　　…　48人
　　└父母のいない家庭…　8人
　対象児童…　　　　 894人

　医療費助成対象者…　　　　　541人
　受給停止者（所得限度額超）…95人

　受給資格者…　　　　655人
　　├母子家庭…　　　600人
　　├父子家庭…　　　　47人
　　└父母のいない家庭…　8人
　対象児童…　　　　　 929人
　医療費助成対象者… 　556人
　受給停止者（所得限度額超）…99人

養育医療

【子育て支援課】

　乳児の健康管理と健全育成のため、養
育入院治療をすることが必要な未熟児を
対象に、医療の給付を行います。

　新規認定者…6人 　新規認定者…１６人 　新規認定者…11人 　新規認定者…13人

自立支援医療
（育成医療）

【社会福祉課】

　日常生活や社会生活を支援するため、
身体に障害のある児童や、そのまま放置
すると将来障害を残す恐れがあると認め
られる疾患がある児童で、治療によって
確実なる治療効果が期待できる児童を対
象に、医療の給付を行います。

　認定者…16人 　認定者…１２人 　認定者…13人 　認定者…１２人

小児慢性特定疾患
見舞金支給

【社会福祉課】

　千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
の交付を受けている人またはその保護者
の精神的・経済的負担を軽減するため見
舞金を支給します。

　対象児童数…70人
　月額…　2,500円
　4カ月ごとに年３回支給

　対象児童数…63人
　月額…　2,500円
　4カ月ごとに年３回支給

　対象児童数…70人
　月額…　2,500円
　4カ月ごとに年３回支給

　対象児童数…7３人
　月額…　2,500円
　4カ月ごとに年３回支給

小児医療体制の充実

【健康づくり課】

　夜間・休日の救急医療を含め、小児救
急患者が確実に適切な診察を受けること
ができるよう、医師会、関係医療機関と
の協議により、小児救急医療体制の整備
を図るとともに、小児救急医療の適切な
受診等に関する啓発を行います。
　また、千葉県立佐原病院、国保小見川
総合病院の小児科をはじめ、小児救急医
療体制の充実に向けた取り組みを県等の
関係機関に要請します。

　休日夜間救急診療（在宅当番医）の実
施。
　15歳未満児の受診者…78人

　休日夜間救急診療（在宅当番医）の実
施。
　15歳未満児の受診者…106人

　休日夜間救急診療（在宅当番医）の実
施。
　15歳未満児の受診者…104人

　休日夜間救急診療（在宅当番医）の実
施。
　15歳未満児の受診者…126人

（2）小児医療の充実

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食生活改善推進事業

【健康づくり課】

　健康生活を維持していく上での食育の
重要性の認知向上を図るため、地域にお
ける食育推進の担い手である食生活改善
推進員を育成し、活動の支援を行いま
す。また、食育推進計画の策定を目指し
ます。

　推進員の育成、資質の向上を図るた
め、研修会を8回実施。
　食生活を改善し、生活習慣病を予防す
るためヘルシークッキングを7回開催。
　参加者…24人

　推進員の育成、資質の向上を図るた
め、研修会を8回実施。
　食生活を改善し、生活習慣病を予防す
るためヘルシークッキングを7回開催。
　参加者…19人

　推進員の育成、資質の向上を図るた
め、研修会を8回実施。
　食生活を改善し、生活習慣病を予防す
るためヘルシークッキングを7回開催。
　参加者…19人

　推進員の育成、資質の向上を図るた
め、研修会を6回実施。
　食生活を改善し、生活習慣病を予防す
るためヘルシークッキングを5回開催。
　参加者…19人

離乳食教室

【健康づくり課】

　乳幼児期の離乳食の進め方、及び食習
慣の確立を目指します。

　乳児期の離乳食の進め方、及び食習慣
の確立を目的に隔月実施。4カ月児健康
診査時に周知。
　参加者…84人

　乳児期の離乳食の進め方、及び食習慣
の確立を目的に隔月実施。4カ月児健康
診査時に周知。
　参加者…63人

　乳児期の離乳食の進め方、及び食習慣
の確立を目的に隔月実施。4カ月児健康
診査時及びホームページで周知。
　参加者…60人

　乳児期の離乳食の進め方、及び食習慣
の確立を目的に隔月実施。4カ月児健康
診査時及びホームページで周知。
　参加者…57人

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

児童手当

【子育て支援課】

　子育てにかかる費用の一部を、児童手
当として支給することにより子どもを養
い、守り育てる保護者の生活を安定さ
せ、生活の質が高まるように支援しま
す。
　3歳未満は15,000円、3歳以上小学
校修了前の第1子、第2子は10,000
円、第3子は15,000円、中学生は一律
10,000円を支給。

　受給者…　　　4,736人
　　└特例給付…　115人

　支給対象児童数
　　├3歳未満…　　　　　　1,142人
　　│
　　├3歳以上小学校終了前…4,850人
　　│　└内第3子以降…　　　615人
　　│
　　└中学生…　　　　　　　1,792人

　受給者…　　　4,630人
　　└特例給付…　113人

　支給対象児童数
　　├3歳未満…　　　　　　1,117人
　　│
　　├3歳以上小学校終了前…4,679人
　　│　└内第3子以降…　　　625人
　　│
　　└中学生…　　　　　　　1,798人

　受給者…　　　4,436人
　　└特例給付…　132人

　支給対象児童数
　　├3歳未満…　　　　　　1,048人
　　│
　　├3歳以上小学校終了前…4,500人
　　│　└内第3子以降…　　　611人
　　│
　　└中学生…　　　　　　　1,738人

　受給者…　　　4,253人
　　└特例給付…　136人

　支給対象児童数
　　├3歳未満…　　　　　　  991人
　　│
　　├3歳以上小学校終了前…4,329人
　　│　└内第3子以降…　　　606人
　　│
　　└中学生…　　　　　　　1,647人

児童扶養手当

【子育て支援課】

　父または母と生計を同じくしていない
18歳までの児童を持つ母または父等
に、生活の安定と児童の健全な育成を目
的として、児童扶養手当を支給します。
（所得が一定額以上の場合を除く）

　受給資格者…626人
　受給者数…　546人
　　├内父子…　38人
　　└内養育者…　7人

　
受給資格者…634人
　受給者数…　585人
　　├内父子…　40人
　　└内養育者…　6人

　
受給資格者…615人
　受給者数…　518人
　　├内父子…　35人
　　└内養育者…　5人

　
受給資格者…637人
　受給者数…　536人
　　├内父子…　33人
　　└内養育者…　5人

母子・父子家庭
自立支援給付金

【子育て支援課】

　母子家庭の母、及び父子家庭の父の就
業による自立を支援するため、資格取得
を目的とした自立支援教育訓練給付金
と、高等職業訓練促進給付金・修了支援
給付金を支給します。

　高等職業訓練促進給付金
　　看護学校への通学者6人に支給
　（修了支援給付金を4人に支給）

　自立支援教育訓練給付金
　　申請者なし

　高等職業訓練促進給付金
　　看護学校への通学者4人に支給
　（修了支援給付金を4人に支給予定）

　自立支援教育訓練給付金
　　申請者なし

　高等職業訓練促進給付金
　　看護学校への通学者３人に支給
　（修了支援給付金を１人に支給予定）

　自立支援教育訓練給付金
　　申請２件

　高等職業訓練促進給付金
　　看護学校への通学者３人に支給
　（修了支援給付金を2人に支給予定）

　自立支援教育訓練給付金
　　申請3件

（2）小児医療の充実

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況

3　支援が必要な子育て家庭等と子どもへの取り組み

（1）経済的支援・自立支援

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

母子及び父子
並びに寡婦福祉資金

【子育て支援課】

　母子、及び父子並びに寡婦家庭の経済
的自立を支援するために、生活資金等の
貸付を実施します。

　各申請に対して貸付を実施。
　母子家庭修学資金…　　5件
　母子家庭就学支度資金…3件
　父子家庭事業継続資金…1件
　

　各申請に対して貸付を実施。
　母子家庭修学資金…　　3件
　母子家庭生活支度資金…3件
　母子家庭就学支度資金…3件
　父子家庭就学支度資金…1件

　各申請に対して貸付を実施。
　母子家庭修学資金…　　2件
　母子家庭修業資金…　　1件
　寡婦就学支度資金…　　1件
　父子家庭修学資金…　　1件
　母子家庭就学支度資金…1件

　各申請に対して貸付を実施。
　母子家庭修学資金…　　3件
　寡婦家庭修学資金…　　1件

不妊治療費助成事業
少子化対策事業

【子育て支援課】
【健康づくり課】

　不妊治療を受けている市内在住の夫婦
に対し、治療費を助成していきます。

　新規認定申請…　11件
　助成金給付申請…17件
　出　産…　　　　　5件
　（平成28年度から、子育て支援課から
健康づくり課へ事務移管）

　新規認定申請…5件。
　助成金給付申請…12件。
　出産…　　　　　3件。

　新規認定申請…　７件。
　助成金給付申請…９件。
　出産…　　　　　９件。

　新規認定申請…　6件。
　助成金給付申請…3件。
　出産…　　　　　4件。

出産育児一時金給付

【市民課】

　国民健康保険被保険者が出産した場
合、一時金を支給します。

　支給件数…69件 　支給件数…89件 　支給件数…49件 　支給件数…34件

母子福祉推進事業

【子育て支援課】

　母子福祉協力員を委嘱。母子・父子自
立支援員と協力しながら、ひとり親家庭
からの様々な相談（生活全般、子育て、
就職等）に応じ、適切な助言・指導を行
うことで、自立を支援します。
※平成28年度をもって、香取市母子福
祉協議会解散。

母子・父子自立支援員と、母子福祉協
力員78人が協力して、母子、及び父子家
庭等の生活・子育て・就労等について相
談、助言等を実施。
　・ひとり親家庭事業の実施（日帰り）
　　　鴨川シーワールド（夏休み）
　　　　└参加…22世帯・53人
　　　上野動物園（春休み）
　　　　└参加…19世帯・48人

母子・父子自立支援員と、母子福祉協
力員79人が協力して、母子、及び父子家
庭等の生活・子育て・就労等について相
談、助言等を実施。
　・ひとり親家庭事業の実施（日帰り）
　　　鴨川シーワールド（夏休み）
　　　　└参加…26世帯・62人
　　　上野動物園（春休み）
　　　　└参加…21世帯・50人

母子・父子自立支援員が、母子、及び
父子家庭等の生活・子育て・就労等につ
いて相談、助言等を実施。
・ひとり親家庭事業を社会福祉協議会が
実施（日帰り）
　　　鴨川シーワールド（夏休み）
　　　　└参加…11世帯・33人
　　　上野動物園（春休み）
　　　　└参加…7世帯・28人

母子・父子自立支援員が、母子、及び
父子家庭等の生活・子育て・就労等につ
いて相談、助言等を実施。
・ひとり親家庭事業を社会福祉協議会が
実施（日帰り）
　　　国営ひたち海浜公園（夏休み）
　　　　└参加…10世帯・31人
　　　上野動物園（春休み）未実施
　　　　└参加…     世帯・    人
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

重度心身障害者（児）の
医療費助成

【社会福祉課】

　重度心身障害者（児）の保護者の経済
的負担の軽減し、障害者（児）の健康の
保持と生活の安定・福祉の増進を図っ
た。保険法による医療費の自己負担分等
を助成します。

　受給資格者…59人
　平成27年度８月から現物給付化を行
い、自己負担額がこども医療よりも高額
になったため、児童を対象外する。

障害児童福祉手当

【社会福祉課】

　生活の安定と福祉の増進を図るため、
20 歳未満の在宅重度心身障害児で、日
常生活において常時介護が必要な児童に
対して障害児福祉手当を支給します。

　平成27年4月からの手当月額は、
14,480円で、3カ月ごとに年４回支給。
　対象児童…67人

　平成28年4月からの手当月額は、
14,600円で、3カ月ごとに年４回支給。
　対象児童…66人

　平成29年4月からの手当月額は、
14,580円で、3カ月ごとに年４回支給。
　対象児童…７1人

　平成３０年4月からの手当月額は、14,
６５０円で、3カ月ごとに年４回支給。
　対象児童…７１人

特別児童扶養手当

【社会福祉課】

　家庭で介護されている障害のある児童
（20 歳未満）の父母または養育者に、
生活の安定と福祉の増進を図ることを目
的として、特別児童扶養手当を支給しま
す。

　平成27年4月からの手当月額は、
　　1級…51,100円
　　2級…34,030円
　4カ月ごとに年3回支給。
　対象児童…　　158人
　　└内支給停止者…5人

　平成28年4月からの手当月額は、
　　1級…51,500円
　　2級…34,300円
　4カ月ごとに年3回支給。
　対象児童…　　150人
　　└内支給停止者…8人

　平成29年4月からの手当月額は、
　　1級…51450円
　　2級…34,270円
　4カ月ごとに年3回支給。
　対象児童…　　1４６人
　　└内支給停止者…６人

　平成３０年4月からの手当月額は、
　　1級…51，７０0円
　　2級…34，４３０円
　4カ月ごとに年3回支給。
　対象児童…　　1５１人
　　└内支給停止者…８人

心身障害児童福祉手当

【社会福祉課】

　生活の安定と福祉の増進を図るため、
在宅の身体障害者手帳3級以上、または
療育手帳Ｂ－１以上の障害をもつ児童
（20 歳未満）の保護者に、心身障害児
童福祉手当を支給します。

　対象児童…69人
　月額…4,000円
　4カ月ごとに年３回支給

　対象児童…69人
　月額…4,000円
　4カ月ごとに年３回支給

　対象児童…67人
　月額…4,000円
　4カ月ごとに年３回支給

　対象児童…７２人
　月額…4,000円
　4カ月ごとに年３回支給

自立支援給付事業

【社会福祉課】

　障害者（児）がその有する能力、及び
適正に応じ、自立した日常生活または社
会生活を営むことができるよう、必要な
障害福祉サービスに係る給付（自立支援
給付：介護給付費、訓練等給付費、自立
支援医療費、補装具費等）その他の支援
を行い、障害者（児）の福祉の増進を図
ります。

　補装具給付・修理決定児童数…19人
　障害福祉サービス受給者…　106人
　自立支援医療（精神）…　　　  4人

　補装具給付・修理決定児童数…16人
　障害福祉サービス受給者…　118人
　自立支援医療（精神）…　　　  4人

　補装具給付・修理決定児童数…14人
　障害福祉サービス受給者…　116人
　自立支援医療（精神）…　　　  3人

  補装具給付・修理決定児童数…14人
  障害福祉サービス受給者…　136人
  自立支援医療（精神）…　　　  3人

地域生活支援事業

【社会福祉課】

　障害者（児）が、自立した日常生活ま
たは社会生活を営むことができるよう障
害者（児）の保護者等からの相談に応
じ、必要な情報の提供、及び助言等の便
宜を供与するとともに障害者等の権利の
擁護のために必要な援助、日常生活用具
の給付または貸与、障害者等の移動支援
等の事業を実施します。

　日中一時支援…31人
　日常生活用具給付決定児童数…16人

　日中一時支援…38人
　日常生活用具給付決定児童数…12人

　日中一時支援…31人
　日常生活用具給付決定児童数…12人

  日中一時支援…30人
  日常生活用具給付決定児童数…10人

（2）障害児に対する支援

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

療育支援体制の充実

【社会福祉課】
【子育て支援課】
【健康づくり課】
【学校教育課】

・療育支援連絡調整会議：
　市療育関係課と市特別支援連携協議会
と連携調整を行うことにより、必要な支
援体制を確保します。
・地域自立支援協議会療育支援部会：
　障害を持った子どもの支援とその保護
者の子育て支援に必要なシステムづくり
について、療育関係者で協議します。
・療育システムづくり検討会等：
　県香取海匝地域市町、療育関係者、医
療関係者、当事者等が協働して地域の療
育システムを構築します。
・特別支援連携協議会等：
　LD、ADHD、高機能自閉症等を含め
た障害のある児童・生徒の総合的支援体
制の整備に向け、関係諸機関の情報交
換・意見交換を行い、幼児期から学校卒
業までの一貫した支援体制の整備を図り
ます。

【社会福祉課】
　療育支援コーディネーターを2圏域1人
配置し、平成28年度は療育支援コーディ
ネーターを2圏域2人配置。

【子育て支援課】
　地域自立支援協議会療育支援部会へ3
回参加し、情報交換等により支援体制の
充実に努めた。

【健康づくり課】
　支援会議等へ参加し、情報交換等を行
い、支援体制の充実に努める。

【学校教育課】
　特別支援教育推進に向け、別支援連携
協議会2回・専門家チーム会議を4回実施
するとともに、市の巡回相談を23回実施
し、特別な支援を必要とする子の早期発
見・対応、相談を行いました。また、特
別支援教育コーディネーターと支援員を
対象とした研修会を2回ずつ、管理職・
教職員を対象とした研修会を1回実施
し、教職員の専門性の向上と管理職を含
む職員の理解を深めました。
　また、入学情報資料、支援シート、
リーフレットの作成・配付を通して、保
護者への理解・啓発を図りました。

【社会福祉課】
　療育支援コーディネーターを2圏域2人
を配置し療育支援の強化を図った。

【子育て支援課】
　地域自立支援協議会療育支援部会へ6
回参加し、情報交換等により支援体制の
充実に努める。

【健康づくり課】
　支援会議等へ参加し、情報交換等を行
い、支援体制の充実に努める。

【学校教育課】
　特別支援教育推進に向け、別支援連携
協議会2回・専門家チーム会議を4回実施
するとともに、市の巡回相談を３１回実
施し、特別な教育的支援を必要とする子
の早期発見・対応、相談を行った。ま
た、特別支援教育コーディネーターと支
援員を対象とした研修会を2回ずつ、管
理職や教職員を対象とした研修会を２回
実施し、教職員の専門性の向上と管理職
を含む職員の理解を深めた。
　また、入学情報資料、支援シート、
リーフレット（障害者差別解消法施行に
関して他２種）の作成・配付を通して、
保護者への理解・啓発を図った。

【社会福祉課】
　療育支援コーディネーターを増員した
ことにより、セルフプランから計画相談
への移行が増加傾向にあり、療育支援体
制の強化が図れた。

【子育て支援課】
　地域自立支援協議会療育支援部会へ7
回参加し、情報交換等により支援体制の
充実に努める。

【健康づくり課】
　支援会議等へ参加し、情報交換等を行
い、支援体制の充実に努める。

【学校教育課】
　特別支援教育推進に向け、特別支援連
携協議会2回・専門家チーム会議を4回実
施するとともに、市の巡回相談を２８回
実施し、特別な教育的支援を必要とする
子の早期発見・対応、相談を行った。ま
た、特別支援教育コーディネーター研修
会を2回、支援員研修会を全体で１回、
勤務校で１回、管理職や教職員を対象と
した研修会を２回実施し、教職員の専門
性の向上と管理職を含む職員の理解を深
めた。
　啓発と周知のために、入学情報資料、
支援シート、リーフレット（障害者差別
解消法施行に関して他２種）の作成・配
付を通して、保護者への理解・啓発を
図った。

【社会福祉課】
幼児期から高校卒業まで一貫した支援が
受けられるよう、関係機関との連携や調
整に努めた。また、保護者が安心して
サービスが受けられるよう、引き続きセ
ルフプランから計画相談支援への移行を
推進した。

【子育て支援課】
　地域自立支援協議会療育支援部会へ参
加し、情報交換等により支援体制の充実
に努める。

【健康づくり課】
　支援会議等へ参加し、情報交換等を行
い、支援体制の充実に努める。

【学校教育課】
　特別支援教育推進に向け、特別支援連
携協議会2回・専門家チーム会議を4回実
施するとともに、市の巡回相談を32回実
施し、特別な教育的支援を必要とする子
の早期発見・対応、相談を行った。ま
た、特別支援教育コーディネーター研修
会を1回、支援員研修会を全体で１回、
勤務校で１回、管理職や教職員を対象と
した研修会を２回実施し、教職員の専門
性の向上と管理職を含む職員の理解を深
めた。
　啓発と周知のために、入学情報資料、
支援シート、リーフレット（障害者差別
解消法施行に関して他２種）の作成・配
付を通して、保護者への理解・啓発を
図った。

療育相談支援事業

【子育て支援課】
【健康づくり課】
【社会福祉課】

　気がかりな子や障害児の保護者または
障害児等の介護を行う者等から、障害児
等の福祉に関する相談に応じ、必要な情
報の提供、助言、その他の障害児支援
サービスの利用支援等の便宜を供与する
ことにより、障害児等の福祉の増進を図
ります。

【子育て支援課】
　障害児等の保護者3人に対して、相談
内容に応じた支援サービスの情報提供の
紹介等の支援を実施。

【健康づくり課】
　支援が必要な乳幼児とその保護者に対
し、その心配や思いを受け止め、必要な
サービスが受けられるように情報提供や
傾聴等側面からの支援を実施

【社会福祉課】
　療育が必要と思われる児童についての
ご相談に応じて、必要な助言や対応可能
なサービスについて提案。

【子育て支援課】
　障害児等の保護者3人に対して、相談
内容に応じた支援サービスの情報提供の
紹介等の支援を実施。

【健康づくり課】
　支援が必要な乳幼児とその保護者に対
し、その心配や思いを受け止め、必要な
サービスが受けられるように情報提供や
傾聴等側面からの支援を実施。

【社会福祉課】
　療育が必要と思われる児童についての
ご相談に応じて、必要な助言や対応可能
なサービスについて提案。

【子育て支援課】
　障害児等の保護者5人に対して、相談
内容に応じた支援サービスの情報提供の
紹介等の支援を実施。

【健康づくり課】
　支援が必要な乳幼児とその保護者に対
し、その心配や思いを受け止め、必要な
サービスが受けられるように情報提供や
傾聴等側面からの支援を実施。

【社会福祉課】
　療育が必要と思われる児童についての
ご相談に応じて、必要な助言や対応可能
なサービスについて提案。

【子育て支援課】
　障害児等の保護者１人に対して、相談
内容に応じた支援サービスの情報提供の
紹介等の支援を実施。

【健康づくり課】
　支援が必要な乳幼児とその保護者に対
し、その心配や思いを受け止め、必要な
サービスが受けられるように情報提供や
傾聴等側面からの支援を実施。

【社会福祉課】
早期療育を図るべく、保護者の相談に応
じ、制度や事業所の紹介を行うなど、必
要なサービスがスムースに受けられるよ
う支援を実施。
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香取市子ども・子育て支援事業計画　実施状況及び進捗状況
　（次世代育成支援行動計画）

 2019.3.5　会議資料２-１

項　目 方針・目標

【所属名】 （平成27年度～） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

要保護児童対策
地域協議会事業

【子育て支援課】

　児童虐待の根絶及び不登校等の解消を
目指し、早期発見、早期対応、及び防止
のため、関係機関との連携による支援体
制の確立を図ります。

　実務者会議（関係機関）を奇数月に開
催し、事案の早期対応、情報の共有等を
行う。
　平成27年4月現在の対象児童105人に
対して、平成28年3月現在は161人と増
加している。終結した児童は48人。

　実務者会議（関係機関）を奇数月に開
催し、事案の早期対応、情報の共有等を
行う。
　平成28年4月現在の対象児童113人に
対して、平成29年3月現在は159人と増
加している。終結した児童は46人。

　実務者会議（関係機関）を奇数月に開
催し、事案の早期対応、情報の共有等を
行う。
　平成29年4月現在の対象児童131人に
対して、平成30年3月現在は191人と増
加している。終結した児童は58人。

　実務者会議（関係機関）を奇数月に開
催し、事案の早期対応、情報の共有等を
行う。
　平成30年4月現在の対象児童133人に
対して、平成31年1月現在は178人と増
加している。終結した児童は40人。

（3）児童虐待の予防と早期発見・早期対応の体制の充実

子ども・子育て支援事業計画施行以降の進捗・実施状況
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