
 

平成 30 年度 第３回浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

 

日時：平成 31 年 2 月 18 日（月） 

13:30～15:30 

場所：浜松市役所本館 8階第 5委員会室 

 

 

次   第 

 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議事 

《審議》 

（１）「浜松市子ども・若者支援プラン」の点検・評価及び見直しについて（次世代育成課） 

《報告》 

（１）次期「浜松市子ども・若者支援プラン」策定に係るニーズ調査ついて 

（次世代育成課） 

（２）浜松市子どもの未来サポート事業の実施状況について（子育て支援課） 

（３）認定こども園等の施設整備の募集について（幼児教育・保育課）… 追加 

４ こども家庭部長挨拶 

５ 閉会 

 

 

別冊資料  

 

審議（１）－資料 浜松市子ども・若者支援プランの点検・評価及び見直しについて 
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平成30年度　浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会　委員名簿

№ 所属団体・役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 聖隷クリストファー大学　助教 佐々木 正和 ｻｻｷ　ﾏｻｶｽﾞ

2 浜松民間保育園園長会　会長 佐藤　宏人 ｻﾄｳ　ﾋﾛﾄ

3 一般社団法人　浜松市医師会 杉江　陽子 ｽｷﾞｴ　ﾖｳｺ

4 浜松市立幼稚園ＰＴＡ連合会　副会長 神田　静代 ｶﾝﾀﾞ　ｼｽﾞﾖ

5 浜松市青少年健全育成会連絡協議会　副会長 安間　清弘 ｱﾝﾏ　ｷﾖﾋﾛ

6 浜松市人権擁護委員連絡協議会　会長 野々山　勇 ﾉﾉﾔﾏ　ｲｻﾑ

7 浜松市母子寡婦福祉会　会計 柳澤　百合子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾕﾘｺ

8 浜松市私立幼稚園協会　副会長 山口　崇 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶｼ

9 浜松商工会議所　女性会　監事 古賀　玲子 ｺｶﾞ　ﾚｲｺ

10 浜松市民生委員児童委員協議会　副会長 渡辺　東作 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾄｳｻｸ
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平成30年度　浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会　事務局名簿

№ 所属 役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 こども家庭部 部長 金原  栄行 ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｹﾞﾕｷ

2 こども家庭部子育て支援課 次長兼課長 鈴木  和彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ

3 健康福祉部健康増進課 課長 辻村  あつ子 ﾂｼﾞﾑﾗ ｱﾂｺ

4 こども家庭部次世代育成課 課長 小田切　峰二 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｹﾝｼﾞ

5 こども家庭部児童相談所 課長 鈴木　勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ

6 こども家庭部幼児教育・保育課 課長 山本　卓司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸｼﾞ

7 こども家庭部幼児教育・保育課 幼児教育指導担当課長 尾田　淳 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ

8 学校教育部教育総務課 就学支援担当課長 野田  志保 ﾉﾀﾞ ｼﾎ

9 学校教育部教育総務課 学校・地域連携担当課長 今村  ゆかり ｲﾏﾑﾗ ﾕｶﾘ

10 こども家庭部次世代育成課 課長補佐 北村　聡 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄｼ

11 こども家庭部子育て支援課 課長補佐 平野　由利子 ﾋﾗﾉ ﾕﾘｺ

12 こども家庭部児童相談所 課長補佐 横井  通文 ﾖｺｲ ﾐﾁﾌﾐ

13 こども家庭部幼児教育・保育課 課長補佐 松下　直樹 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ

14 こども家庭部次世代育成課青少年育成ｾﾝﾀｰ 所長 久保田  尚宏 ｸﾎﾞﾀ ﾋｻﾋﾛ

15 こども家庭部次世代育成課 監査・調整グループ長 大石　卓実 ｵｵｲｼ ﾀｸﾐ

16 こども家庭部次世代育成課 管理・育成グループ長 林　欣哉 ﾊﾔｼ ｷﾝﾔ

17 学校教育部教育総務課 放課後対策グループ長 内田　雅也 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾔ
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平成 31 年２月 18 日 
 

次世代育成課 

 
浜松市子ども・若者支援プランの点検・評価及び見直しについて 

 

１ 点検・評価の主旨 

プラン（計画年度：平成 27～31 年度）における子ども・子育て支援施策の平成 29 年度事業実

施状況について、国の指針に基づき点検・評価する。（市民アンケート調査結果が計画全体の成

果（アウトカム）を計る指標。） 

 

２ 成果（アウトカム）指標の結果（第 45 回市民アンケート調査結果より：グラフ 1） 

 「子育てがしやすくなっている」と感じる人の割合は、市民全体で 33.7％（対前年比＋0.9

ポイント）、子育て中の市民で 47.3％（対前年比－4.3 ポイント）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 考察及び課題 

アンケート調査において、前年度から順位の変動はあるものの、子育て中の市民が求める要

素は大きく変動していない。内容を整理すると、次の 3つの要素が占める割合が高く、課題と

してあげられる。 
（１） 児童手当、医療費助成などの経済的支援が充実した環境の整備 

   （２） 子育てに対し、勤務先や職場の理解・協力が得られる環境の整備 

   （３） 待機児童の解消 

出典：「浜松市民アンケート調査」 

グラフ１「子育てがしやすくなっている」と感じる子育て中の市民の割合（%） 

表１「どのような環境が整えば子育てがしやすくなると感じるか」対前年比 
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審議（１）



 
 

 
 

４ 課題への対応 

（１） 児童手当、医療費助成などの経済的支援が充実した環境の整備 

・「児童手当などの経済的支援が充実した環境」が 17％で第 1位。（対前年比 1.7 ポイント増） 

・「医療費助成が充実した環境」は 13.8%で第 4位。（対前年比 4.8 ポイント増） 

・「生活が苦しい」と感じている世帯の割合は、全世帯、子育て世帯ともに下がってきて

いるが、子育て世帯の割合が全世帯割合を上回る状況が続いている。 

子育て世帯に対し、子どもの貧困対策、経済的に余裕のない世帯への学習支援、医療費

助成の充実など、負担を軽減する施策の推進に引き続き取り組んでいく。 

（２） 子育てに対し、勤務先や職場の理解・協力が得られる環境の整備 

・前年調査では 18.1％で最も高かったが、平成 30 年度は 1.7ポイント減少し、第 2位。 

・「育児休業制度が就業規則等に規定されていない事業所」は 36.3％。育児休業制度があ

る事業所でも、「育児休業の対象となる年齢は１才６カ月まで」としている事業所が

31.4％にとどまっている。 

勤務先や職場のより一層の理解・協力を得るため、事業所に対する育児休業制度等の周

知・啓発に取り組んでいく。 

（３） 待機児童の解消 

・保育園等の待機児童数は減少してきている（H29：168 人⇒H30：97 人）ものの、保育需

要が依然として多いことがうかがえる。 

今後の保育園等の施設整備については、引き続き保育士確保策も含めて検討していく。 

・放課後児童会の待機児童数は昨年度までの増加傾向からやや改善されている（H29：392

人⇒H30：355 人）が、依然として高い数値で推移している。 

引き続き開設場所の確保に努めていく。 

５ 個別事業の進捗状況 

一部「やや遅れている」事業があるが概ね計画通り。（資料 P.７）引き続き計画値の達成に努め

る。 

６ プランの見直し事項（平成 31 年度に向けて） 

（１） （新規）サテライト型小規模保育事業費助成事業【幼児教育・保育課】（追加） 

   0～2歳児を保育する小規模保育事業において、3歳到達時に保育所等へ円滑な連携を図る

ため、連携施設となった保育所等に「連携支援コーディネーター」を配置する事業。（資料 P.36） 

（２）  求職者就労支援事業【産業総務課】（廃止） 

   雇用情勢改善によるパーソナルサポートセンターの廃止に伴う事業の廃止。（資料 P.37） 

※その他 今後の日程 

平成 31 年２月 18 日（月）  浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会（公開） 

平成 31 年３月末まで     静岡県に見直し内容の提出、協議 
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平成 31 年 2 月 18 日 
 

次世代育成課 

 

次期「子ども・若者支援プラン」策定に係るニーズ調査について 

１ ニーズ調査の実施状況 

 （１）調査対象 

・就学前児童（0歳～5歳）の保護者 

・就学児童（小学 1年～6年）の保護者 

・概ね 15歳から 40 歳未満の社会的に困難を抱える若者 

・若者支援機関 

 （２）調査期間 

   ・就学前・就学児童の保護者  

平成 30 年 11月 15 日～平成 30年 11 月 30 日（※回収は 1月 31 日まで継続） 

   ・若者      平成 30 年 11 月 13 日～平成 31 年 1 月 11 日（※回収は 1月 31 日まで継続） 

   ・若者支援機関  平成 30年 10 月 22 日～平成 30 年 11 月 30 日 

 （３）調査票回収状況  

                              （平成 31 年１月 31 日現在） 

   

調査対象
発送数
（通）

有効回答
数（件）

有効回答
率（％）

前回有効
回答数（件）

前回有効
回答率（％）

就学前児童の保護者 3,000 1,347 44.9% 1,540 51.3%
就学児童の保護者 2,000 975 48.8% 1,031 51.6%
若者 731 357 48.8%
若者支援機関 113 74 65.5%  

 （４）（ニーズ調査）今後のスケジュール 

   ～平成 31 年 2 月下旬  調査結果の集計・分析（調査受託事業者） 

～平成 31年 3月末   調査報告書作成（調査受託事業者） 

平成 31 年 6 月末頃   調査結果の報告・公表 

 

２ 次期子ども・若者支援プラン策定スケジュール （平成 31 年度予定） 

　　内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年月　　 平成31年度

作
業
工
程

計画策定方針の
検討

意
見
聴
取

社会福祉審議会
児童福祉専門分科会

パブリックコメント

計画の策定

●第5回●第4回●第3回

（パブコメ案審議）
●第1回

（全体会）

●市の考

え方公表

・計画案を作成

・パブコメ

「市の考え方」
「計画最終案」

作成

パブコ

メ準備
冊子

配布

●第2回

（ニーズ調査結果報告）

パブコメ

（パブコメ意見検討

結果報告）
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平成 31 年 2 月 18 日 

子育て支援課 

浜松市子どもの未来サポート事業の実施状況について 

１ 背景 

平成 28 年度策定の「子どもの未来サポートプロジェクト」に沿い支援体制を整備するとともに、「子どもの

生活実態調査」で高い利用ニーズがあった無料の学習支援を行うことで、子供の貧困対策を推進する。 

２ 平成 30 年度実施状況 

（１）子供の貧困対策コーディネーター事業 

行政機関や地域団体等が連携して児童への支援を行うためのネットワーク構築を目的に、コーディネー

ターを配置（平成 29 年度より浜松市社会福祉協議会へ業務委託に実施）。 

主な業務 実績（H30.12 月末時点） 

地域の社会資源のつなぎ・相談 ・子どもの支援実施予定団体からの相談等 4件 

地域の活動団体等の社会資源の把握、

連携強化のための情報収集等 

・はままつ子ども支援ＭＡＰの作成（H31.3 月発行予定） 

・浜松市子ども支援ネットワーク会議の開催 等 

支援者等に対する研修会の開催 

（学習支援ボランティアの資質向上） 

・子どもの人権や個人情報保護、発達障害・愛着障害と子どもの貧困

等の児童の支援に必要なテーマを設定し 3回開催（全 4 回実施予定） 

学習支援事業の調整、運営支援 ・申込窓口となり、参加希望者を各会場へ振り分ける 

・事業受託者調整会議を開催し、取組状況や課題を共有 

（２）学習支援事業 

ひとり親家庭や生活保護世帯などの困窮家庭の児童（概ね小学 4年生～中学 3年生）を対象とした無料

の学習支援を市内10会場で実施。社会福祉法人やＮＰＯ法人等が市からの委託事業として運営している。 

（取組みの効果と課題） 

・2年目を迎え、登録参加者数も増えている。利用者の学習習慣の改善や定着など効果が表れている。 

・多様な児童が１つの会場に集まり、活動する難しさがある。（小学生と中学生は分けて支援する必要

がある。引きこもりや発達障害の傾向のある児童などへの支援の専門性が乏しい等） 

・児童に接する学習支援ボランティアの人材確保や資質向上の取り組みに難しさがある。 等 

 

実施回数等（1会場あたり 25 人程度、登録参加者数及び延べ参加者数は H30.12 月末時点） 

No. 区・地区 会場 
H30 

実施回数 

登録 

参加者数 

延べ 

参加者数 

定員に対する 

充足率 

1 中・城北 西部協働センター 34 回 24 人 477 人 96％ 

2 中・萩丘 ＮＰＯ法人遠江 34 回 21 人 269 人 84％ 

3 西・入野 永福寺 7 回 3 人 21 人 12％ 

4 南・白脇 白脇協働センター 34 回 11 人 174 人 44％ 

5 北・三方原 三方原協働センター 33 回 15 人 276 人 60％ 

6 中・城北 天竜厚生会 城北の家 32 回 26 人 443 人 104％ 

7 中・江東 東部協働センター 35 回 10 人 232 人 40％ 

8 中・富塚 個別教室のトライ富塚校 23 回 27 人 515 人 108％ 

9 浜北・北浜 個別教室のトライ浜北駅前校 23 回 19 人 317 人 76％ 

10 天竜・天竜 二俣協働センター 31 回 11 人 153 人 44％ 

※No.3…平成 30年 11 月より会場開設 ※No.6～10…平成 30年度より新規実施 ※No.8・9…個別指導のため、実施回数欄は平均

指導回数を記載 ※実施回数に計上した以外に、夏季休暇中の特別勉強会や自由研究対策、交流会等の企画実施あり。 
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平成３１年２月１８日 

 幼児教育・保育課 

 

認定こども園等の施設整備の募集について 

 

１ 目的・経緯 

次期プランの対象となる平成 31 年度募集の地域型保育事業（H32.4 開設）と施設整備

（H33.4 開設）の確保量を、現状において平成 33 年度末までの保育ニーズを予測したうえ

で、募集を行うもの。 

【経緯等】 

・ 現行の浜松市子ども・若者支援プラン(H27-H31)における募集は全て終了 

・ 次期プランの定員確保は、平成 31年度の計画策定において決定 

 

２ ２・３号定員の確保状況 

・ 認定こども園、保育所、地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業地域枠）、

認証保育所による計画数（H31.4）と確保実績（H31.4 までの予定数）の差は△529 人 

H24 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34

募集

募集

募集

募集

募集

次期プラン 募集

次期プラン 募集

次期プラン

※

施
設
整
備

次期（未定)

H27.4開設

H28.4開設

H29.4開設

H30.4開設

H31.4開設

H32.4開設

H33.4開設

地
域
型
保
育
事
業

募集 　 H27.4開設

募集 　 H28.4開設

募集 　 H29.4開設

募集 　 H30.4開設

募集 　 H31.4開設

募集　 H32.4開設

現行プランで確保量として含めていない事業所内保育事業の従業員枠363人と
企業主導型保育事業520人の定員を含めると、計画数との差は＋354人
（企業主導型保育事業は平成28年度から国が主体となって実施している事業）

＜定員増＞　 計画数 6,411人

実績数 5,882人（△529人）

子ども・若者支援プラン（H27.3策定）

募集420人

採択310人

募集380人

採択 53人
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平成33年度末 （単位：人）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

2,017 2,763 3,243 2,952 2,991 3,031 16,997

2,235 2,833 2,829 2,820 2,897 2,971 16,585

38.7% 47.0% 46.0% 45.0% 44.1% 43.2% 44.0%

△ 218 △ 70 414 132 94 60 412

利用率

過不足（①－②）

①確保定員

②ニーズ

３ 保育ニーズの予測 

・ 平成 33年度末の保育ニーズを予測 

・ 現時点で確保している定員に対し、0歳、1歳で定員の不足が見込まれる 

 ※確保定員には、事業所内保育事業（従業員枠）と企業主導型保育事業を含む 

 

 

 

 

 

４ 平成 31 年度募集分定員確保策（案） 

・ 最も定員が不足する 0歳（平成 33 年度末予測 △218 人 ≒ △210 人）の不足を解消す

るために必要な定員増を起点として、地域型保育事業と施設整備の組み合わせによる定

員拡大を図る 

・ 地域型保育事業による 0 歳から 2 歳までの 330 人の定員拡大（H31 募集→H32.4 開設） 

・ 施設整備による 0 歳から 5 歳までの 600 人の定員拡大（H31 募集→H32 整備→H33.4 開設） 

・ 合計で 930 人の定員拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後のスケジュール 

時期 地域型保育事業 認定こども園等の施設整備 

H31.2.18 浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会にて報告 

H31.2.19 募集の公表 

H31.5.31 応募の締切 

H31.6～9頃 応募書類の審査等 

H32.4.1 採択事業の新規開設  

H32 年度  採択事業の施設整備 

H33.4.1  採択事業の新規開設 

 

（単位：人）

年度 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

Ａ確保 2,017 2,763 3,243 2,952 2,991 3,031 16,997

Ｂ地域型保育事業(H31募集) 110 110 110 330

計 2,127 2,873 3,353 2,952 2,991 3,031 17,327

2,235 2,833 2,829 2,820 2,897 2,971 16,585

△ 108 40 524 132 94 60 742

確保（Ａ＋Ｂ） 2,127 2,873 3,353 2,952 2,991 3,031 17,327

施設整備(H31募集 H32整備) 100 100 100 100 100 100 600

計 2,227 2,973 3,453 3,052 3,091 3,131 17,927

2,235 2,833 2,829 2,820 2,897 2,971 16,585

△ 8 140 624 232 194 160 1,342

H32

①定員

②ニーズ（年度末） 合計
930①－②

H33

①定員

②ニーズ（年度末）

①－②
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