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子 ど も 
１ 保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業 

（保育幼稚園総務課・保育幼稚園事業課・保育幼稚園指導課） 
 
  近年、出生数の低下による乳幼児人口の減少の一方で、核家族化や女性労働者の増加に伴う保育需要 

の増加と多様化等により、子育てを取り巻く環境が急激に変化してきている。 

 このような状況の中、平成２７年４月から子ども･子育て支援新制度が施行され、保育の必要な子ども

は、保育所・認定こども園に加えて、新たに小規模保育事業や事業所内保育事業も利用できることとな

った。また、新制度施行前から実施している緊急一時保育、時間外保育（民間認定こども園１か所、小

規模保育事業所１か所において午後８時まで、その他、市立・民間保育所・認定こども園・小規模保育

事業所・事業所内保育事業所は概ね午後７時まで。）、産休明け保育（生後５７日目からの保育）、一定の

条件を満たす施設で定員を超えて子どもを受け入れる定員弾力化や他市町村と保育の実施を委託・受託

する広域利用についても引き続き実施している。 

  市内における保育の実施か所数については、令和４年度は市立保育所が９か所、市立認定こども園が

４か所、民間保育所が１４か所、民間認定こども園が２９か所、小規模保育事業所が４９か所、事業所

内保育事業所が２か所となっている（令和４年４月１日現在）。 

また、家庭での子育て支援として、各保育所・認定こども園では保育相談や園庭開放等の地域活動事

業を実施。さらに、市立認定こども園では休日・一時預かり事業及び病児保育事業を実施、民間保育所・

認定こども園では一時預かり事業、病児保育事業（病後児対応型、体調不良児対応型）及び休日保育事

業を実施している。また、子育て支援センター事業についても民間認定こども園３か所、市立保育所２

か所で実施している。 

  年度途中の待機児童の解消に向けては、旧法務局高槻出張所（城内町１－１４）を活用し、保育所等

の利用希望者で、保育の必要性が高いにもかかわらず利用できない児童に対し、児童福祉法第２４条第

７項の規定に基づき、一時的な保護としての保育を概ね当該年度の年度末まで行う市立高槻認定こども

園分室を運営している。 

  保育士確保の対策については、保育所人材の安定的な確保を図り、本市における安全安心な保育の継

続を目指すため、保育士資格を有しながら、現在保育現場で働いていない「潜在保育士」等の現場復帰

を支援する高槻市保育士・保育所支援センター事業を開設し、運営を行っている。 

また、令和元年１０月から、国の制度として、３～５歳児及び住民税非課税世帯の０～２歳児を対象

とした幼児教育・保育の無償化を実施している。 
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＜保育標準時間・短時間認定に係る利用者負担額表＞               (単位：円) 

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額) 

階層 

区分 
定義 標準時間 短時間 

A 被保護世帯等 0 0 

B1 市町村民税の所得割額

が右の区分に該当する

世帯(被保護世帯等を除

く。) 

48,600円未満 10,000 9,800 

B2 48,600円以上60,600円未満 13,000 12,700 

B3 60,600円以上76,000円未満 17,000 16,700 

B4 76,000円以上87,900円未満 20,000 19,600 

B5 87,900円以上97,000円未満 23,300 22,900 

B6 97,000円以上129,200円未満 30,500 29,900 

B7 129,200円以上141,100円未満 33,400 32,800 

B8 141,100円以上169,000円未満 41,100 40,400 

B9 169,000円以上207,900円未満 45,800 45,000 

B10 207,900円以上249,100円未満 49,400 48,500 

B11 249,100円以上301,000円未満 51,100 50,200 

B12 301,000円以上397,000円未満 56,600 55,600 

B13 397,000円以上 69,000 67,800 

 

(1）特定教育・保育施設（認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。）又は特定地 

域型保育事業（以下、「保育所等」という。） 

① 保育所等利用児童数（4月1日現在）                    （単位：か所、人） 

区分 

 

年度 

市

立・民

間の

別 

施 設 ･ 事 業 

の 別 

箇所

数 
定 員 

利 用 

児 童 数 

内     訳 （クラス別） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

令和４ 

市立 保育所 9 980 1,075 54 135 185 237 232 232 

民間 保育所 14 1,521 1,453 96 208 244 298 303 304 

市立 認定こども園 4 321 322 21 35 45 73 75 73 

民間 認定こども園 29 2,996 3,232 237 482 542 658 665 648 

民間 小規模保育事業 49 837 757 94 326 337    

民間 事業所内保育事業 2 21 21 1 9 11    

計 107 6,676 6,860 503 1,195 1,364 1,266 1,275 1,257 
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[参考]市立・民間保育所利用児童数等（各年度４月１日現在）           （単位：か所、人） 
区分 

 

年度 

市立・

民間の

別 

施 設 ･ 事 業 

の 別 

箇

所

数 

定 員 
利 用 

児 童 数 

内     訳 （クラス別） 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

令和３ 

市立 保育所 9 980 1,097 55 136 196 231 234 245 

民間 保育所 15 1,471 1,569 106 220 254 317 326 346 

市立 認定こども園 4 321 316 21 35 45 67 72 76 

民間 認定こども園 28 2,795 3,052 221 453 511 606 615 646 

民間 小規模保育事業 44 747 699 94 298 307    

民間 事業所内保育事業 2 21 21 1 9 11    

計 102 6,335 6,754 498 1,151 1,324 1,221 1,247 1,313 

令和２ 

市立 保育所 9 980 1,105 55 134 195 234 246 241 

民間 保育所 17 1,631 1,760 118 248 286 356 384 368 

市立 認定こども園 4 321 305 19 36 46 63 72 69 

民間 認定こども園 26 2,595 2,792 214 411 458 548 593 568 

民間 小規模保育事業 44 747 670 97 285 288    

民間 事業所内保育事業 2 21 21 1 9 11    

計 102 6,295 6,653 504 1,123 1,284 1,201 1,295 1,246 

（＊広域利用制度による他市町村からの受託児童を含む。） 
② 保育所等の状況 
ア） 市立保育所                          （令和４年４月１日現在） 

保 育 所 名 住     所 設立年月日 定員 

如 是 保育所 高槻市東五百住町3丁目5-12 昭40. 9. 1 90人 

大 塚 保育所 高槻市大塚町2丁目20-5 昭43.11. 1 90人 

富 田 保育所 高槻市富田町2丁目5-1 昭27. 4. 1 140人 

阿武野 保育所 高槻市宮田町2丁目34-18 昭46. 6. 1 90人 

磐 手 保育所 高槻市古曽部町2丁目8-9 昭48. 5. 1 120人 

川 西 保育所 高槻市川西町2丁目32-1 昭49. 5. 1 120人 

北昭和台保育所 高槻市北昭和台町18-7 昭49. 7. 1 120人 

春 日 保育所 高槻市春日町22-2 昭50. 7. 1 90人 

芝 生 保育所 高槻市芝生町2丁目10-30 昭50. 5. 1 120人 

イ） 民間保育所                           （令和４年４月１日現在） 

保 育 所 名 住     所 設立年月日 定員 

下田部 保育園 高槻市登町1-1 昭46. 5. 1 150人 
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大 手 保育園 高槻市大手町2-28 昭51. 5. 1 160人 

南総持寺保育園 高槻市南総持寺町7-4 昭53. 4. 1 71人 

ひむろこだま保育園（分園含む） 高槻市氷室町1丁目21-12 昭53. 4. 1 150人 

梶原ピッコロ保育園 高槻市梶原1丁目6－15 昭53. 4. 1 60人 

ず し 保育園 高槻市辻子3丁目53-1 昭53. 4. 1 120人 

大 冠 保育園 高槻市須賀町69-3 昭54. 4. 1 110人 

別 所 保育園 高槻市別所中の町3-15 昭60. 4. 1 90人 

高槻あいわ保育園 高槻市芥川町1丁目2-B114 平16. 4. 1 150人 

南平台保育園（分園含む） 高槻市南平台5丁目1-8 平21. 4. 1 120人 

たかつき駅前保育園 高槻市紺屋町1-1グリーンプラザ1号館1階 平27. 4. 1 40人 

紺屋町 保育園 高槻市紺屋町9-7 平27. 4. 1 59人 

 
桜北町第一保育園 高槻市桜ヶ丘北町2-12 

 

平27. 4. 1 51人 

ニコニコ園 高槻市浦堂本町57-4 平28. 4. 1 50人 

ウ） 認定こども園 

ａ. 市立認定こども園 
（令和４年４月１日現在） 

認定こども園 名 

 

住     所 設立年月日 定員 

桜台認定こども園 高槻市登町9-2 平27．4．1 74人 

高槻認定こども園 高槻市八丁畷町12-5 平31．4．1 125人 

五領認定こども園 高槻市神内2丁目17-10 令2．4．1 87人 

三箇牧認定こども園 高槻市三島江1丁目13-6 令2．4．1 35人 

※ 幼稚園機能部分を除く 

ｂ. 民間認定こども園 

（令和４年４月１日現在） 

認定こども園 名 住     所 設立（認定）年月日 定員 

認定こども園 玉川橋保育園 高槻市玉川2丁目42-1 平27．4．1 130人 

認定こども園 藤の里保育園 高槻市藤の里町38-28 平27．4．1 150人 

認定こども園 柱本保育園 こども未来学舎 高槻市柱本新町10-1 平27．4．1 120人 

認定こども園 日吉台保育園 高槻市日吉台一番町25-1 平27．4．1 120人 

浦堂 認定こども園 高槻市宮之川原4丁目3-1 平27．4．1 160人 

認定こども園 津之江さくら保育園 高槻市津之江町1丁目37-9 平27．4．1 90人 

阿武山たつの子 認定こども園 高槻市阿武野2丁目2-1 平27．4．1 160人 

認定こども園 聖ヶ丘保育園 こども未来学舎 高槻市芝谷町19-7 平27．4．1 120人 
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認定こども園 深沢ガーデン 高槻市東和町56-1 平27．4．1 90人 

摂津峡 認定こども園 高槻市南平台5丁目68-9 平27．4．1 90人 

学校法人成城学園 認定こども園 
日吉幼稚園 高槻市日吉台六番町10-2 平27．4．1 96人 

幼保連携型認定こども園 いまむらこどもえん 高槻市高槻町3-16 平27．4．1 120人 

愛光 認定こども園 高槻市宮野町7-1 平28. 4. 1 110人 

和光 認定こども園 高槻市上牧町2丁目3-1 平28. 4. 1 120人 

認定こども園 高槻双葉幼稚園 高槻市宮野町21-18 平29. 4. 1 60人 

川添こども園 高槻市西町48-8 平30. 4. 1 120人 

天川こども園 高槻市永楽町10-2 平30. 4. 1 90人 

平安女学院大学附属こども園 高槻市南平台5丁目81-1 平31．4．1 66人 

願行寺こども園 高槻市土橋町2-7 平31．4．1 90人 

認定こども園 ソレイユぐんげ保育園 高槻市郡家本町26-4 平31．4．1 150人 

まかみこども園（分園含む） 高槻市真上町３丁目3-1 平31．4．1 120人 

清水認定こども園 高槻市宮之川原5丁目4-1 令2．4．1 24人 

認定こども園 日吉台幼稚園 高槻市日吉台一番町24-10 令2．4．1 25人 

にじいろの森こどもえん 高槻市別所本町9-6 令2．4．1 105人 

城南宙認定こども園 高槻市城南町2丁目45-10 令2．4．1 90人 

認定こども園 ＹＭＣＡたかつきあま保育園 高槻市安満中の町25-1 令2．4．1 60人 

芥川認定こども園 高槻市芥川町4丁目2-20 令3．4．１ 110人 

トーマスひむろ認定こども園 高槻市氷室町3丁目31-11 令3．4．１ 90人 

柳川認定こども園 栄町1丁目24-1 令3. 6. 1 120人 

※ 幼稚園機能部分を除く 

エ） 小規模保育事業所 
      平成２７年４月から子ども･子育て支援新制度が施行されたことに伴い、新たな認可事業として小

規模かつ０－２歳児の受け入れを行う小規模保育事業や事業所内保育事業が創設された。 

（令和４年４月１日現在） 

施 設 名 所  在  地 設立年月日 定員 

桜北町第二保育園 高槻市宮田町2-17-37 平27．4．1 19人 

マルヤマ保育所 高槻市津之江町1丁目41-8 平27．4．1 19人 

かんまき駅前保育園 高槻市神内2丁目15-21 平27．4．1 19人 

みなみまつばら保育園 高槻市南松原町7-11 平27．4．1 19人 

にこにこ保育園 高槻市氷室町１丁目15-15 平27．4．1 19人 

風の子保育園 高槻市真上町2丁目3-29 平27．4．1 19人 



176 
 

津之江小規模保育園 高槻市津之江町1丁目37-11 平27．4．1  9人 

スプラウトキッズ 高槻市野田3丁目17-3 平27．4．1  9人 

さくらんぼハウス 高槻市川添1丁目6-6 平27．4．1  9人 

キッズルームふたば 高槻市宮野町21-18 平27．4．1 19人 

ユメ小規模保育園 高槻市北柳川町16-22 平27．4．1 19人 

保育所 ちびっこランド日吉園 高槻市真上町6丁目19-1 平27．4．1 19人 

桜北町第三保育園 高槻市大畑町16-1 平27．11．1 18人 

スズラン保育園 高槻市浦堂本町18-3 平28．4．1 18人 

芥川赤ちゃんクラブ 高槻市芥川町1丁目13-5 平28．4．1 15人 

NOZOMI保育園 高槻市高槻町17-4 平28．4．1 19人 

ひかり保育園 高槻市庄所町8-42 平28．4．1 19人 

ゆめの保育園 高槻市大塚町1丁目19-3 平28．4．1  9人 

庄所保育園 高槻市庄所町4-35 平28．4．1 18人 

NOZOMI保育園芥川園 高槻市芥川町4丁目6-23 平29．4．1 19人 

すくすくサポート・ひまわり保育園 高槻市川添2丁目3-1 平29．4．1 19人 

城北あゆみ保育園 高槻市城北町2丁目9-30(1F) 平29．4．1 19人 

ナナイロ保育園 高槻市宮之川原4丁目18-1 平29．4．1 15人 

古曽部風の子保育園 高槻市古曽部2丁目14－2 平30．4．1 19人 

富田あゆみ保育園 高槻市富田町3丁目7－2 平30．4．1 19人 

れもんのこ富田保育園 高槻市富田町1丁目16－17(1F) 平30．4．1 19人 

サンライズキッズ保育園高槻園 高槻市登町43－5（1F） 平30．4．1 19人 

高槻はな保育園 高槻市芥川町3丁目3-14 平30．12．1 15人 

高槻ポッポ保育園富田校 高槻市富田町3-9-3 平30．12．1 15人 

サンライズキッズ保育園高槻駅前園 高槻市北園町12-18（3F） 平30．12．1 13人 

桜北町第五保育園 高槻市川添1丁目18-5 平31．4．1 19人 

きたその第１保育園 高槻市北園町12-11（1F） 平31．4．1 19人 

きたその第２保育園 高槻市北園町12-11（2F） 平31．4．1 19人 

ぽぷらの里 高槻保育園 高槻市高槻町5-4 平31．4．1 19人 

RISE芝生保育園 
高槻市芝生町2丁目32-20-107 

（芝生住宅20棟107号室） 
平31．4．1 12人 

ほしの保育園 
高槻市芝生町2丁目21-28-110 

（芝生住宅28棟110号室） 
平31．4．1 12人 

モンテッソーリこひつじ保育園 
高槻市城東町15-18-102 

(城東住宅18棟102号室) 
平31．4．1 19人 
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どんぐり保育園 高槻市春日町9-11 令元．12．1 19人 

みらいかわにし保育園 高槻市川西町1丁目2-1 令2．4．1 19人 

はぐくむ保育園 摂津富田園 hug hug 高槻市大畑町17-25 令2．4．1 13人 

でまるキッズ 高槻市出丸町4-62 令2．4．1 19人 

小規模保育園 necco きたその 高槻市北園町2-22 令2．4．1 19人 

せいわ保育園 高槻市藤の里町3-2 令2．4．1 15人 

F.Kids FIRST 高槻市城西町3-1（1F） 令2．4．1 19人 

みやこ保育園 高槻市日吉台一番町22-15 令4．4．1 19人 

つばさ保育園 高槻市日吉台一番町24-10 令4．4．1 14人 

小規模保育園 necco  たかつき 高槻市高槻町6-3 令4．4．1 19人 

はぐくむ保育園 高槻園 高槻市城北町2丁目5-12 令4．4．1 19人 

でまる保育園 高槻市出丸町4-62 令4．4．1 19人 

オ） 事業所内保育事業所 
施 設 名 所  在  地 設立年月日 定員 

エンゼル園 高槻市松が丘1-21-9 平27．4．1 6人 

のばら保育園たかつき 高槻市南松原町11-6 平27．4．1 15人 

③ 障がい児保育・特別支援教育（保育幼稚園総務課） 
  昭和５４年度から障がい児保育制度を制度化し、昭和５５年度には、全市立保育所で障がい児保育を

実施し、昭和５７年度からは民間保育所においても障がい児保育を実施している。 

＜入所者数＞                             （令和４年４月１日現在） 
区    分 入 所 施 設 数 入 所 児 童 数 

市立保育所  9か所 35人 

市立認定こども園  4か所 13人 

民間保育所 10か所 22人 

民間認定こども園 27か所 113人 

計 50か所 183人 

④ 緊急一時保育（保育幼稚園事業課） 
  昭和５７年４月１日から緊急一時保育を制度化し、保護者の入院等によって緊急に保育を必要とする 
乳幼児を市立保育所で一時的に保育している。令和３年度は、利用者なし。 

⑤ 児童福祉施設等施設整備費補助（保育幼稚園指導課） 
  市内で保育所または認定こども園（２・３号及び１号部分）の運営を行おうとする社会福祉法人等に 

対して、当該運営にかかる施設整備費の一部を補助した。 

施設種別 保育所・認定こども園 （令和２年度からの繰越を含む） 

対象数(か所) 4  

補助額(円) 479,921,000  

市内で賃貸物件等を活用し新たに小規模保育事業を実施するための賃借料及び改修費等の一部を補
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助した。 
施設種別 小規模保育事業 

対象数(か所) 4 

補助額(円) 112,134,000 

⑥ 保育環境改善等事業費補助（保育幼稚園事業課、保育幼稚園指導課） 

  市内の保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業所等に対し、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、備品等の購入に係る費用として補助した。 

年 度 令和3年度 

対象数(か所) 87 

補助額(円) 48,313,000 

⑦ 新型コロナウイルス感染症対応に係る給食費等返還関係（保育幼稚園事業課） 

  新型コロナウイルス感染症により臨時休園等した場合の、給食費及び時間外保育料（月極）の保護者

への返還に係る費用として補助した。 

年 度 令和3年度 

対象施設数(か所) 

※広域含む 
50 

補助額(円) 9,031,731 

 

(2) 児童福祉施設等の指導監督（保育幼稚園指導課） 
  令和３年７月から令和４年４月までの期間で、市内所在の児童福祉施設等への指導監督及び認可外保

育施設への立入調査を実施した。 

なお、指導監督は例年８月から開始するところ、令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、１０月から３月までの実施に加え、４月に１施設の指導監督を行った。 

ア 児童福祉施設等（令和３年度）                      （単位：件） 

種   別 対象数 実施数 
文書による 

指摘事項の数 

左記の内訳 

施設運営 会計処理 利用者支援 

児童福祉施設等 58 58 58 5 17 36 

地域型保育事業 46 46 44 16 0 28 

計 104 104 102 21 17 64 

※ 児童福祉施設等は、児童福祉法第４６条又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な 

提供の推進に関する法律第１９条、地域型保育事業は児童福祉法第３４条の１７に基づき実施し 

た。 

※ 施設運営とは、施設設備管理、人事管理、災害防止対策等に関する事項をいう。 

※ 利用者支援とは、保育の実施、食事提供等に関する事項をいう。 

※ 児童福祉施設等とは、保育所と認定こども園（幼保連携型、保育所型）をいう。 
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イ 認可外保育施設（令和３年度）                     （単位：件） 

種 別 対象数 実施数 
文書による 

指摘事項の数 

左記の内訳 証明書 

施設運営 利用者支援 交付 

認可外保育施設 30 30 24 10 14 23 

※ 児童福祉法第５９条に基づき実施した。 

※ 証明書とは「認可外保育施設指導監査基準を満たす旨の証明書」をいい、立入調査の結果、国 

の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全てを満たした施設に対して交付した。 

 

２ 子ども育成（子ども育成課） 

(1) 児童手当等 

  父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育

している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の

社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。また、所得制限を超過する場合は、特例給

付を支給する。なお、令和４年６月１日付の児童手当法改正に伴い、特例給付の支給に新たに所得上限

が設定され、上限額を超過する場合は、児童手当等を支給しない。 

① 対象者 ・中学校修了前の児童を養育している人 

・所得制限あり 

② 支給額 ０歳～３歳未満・・・・・・・・・・・・・月額１５，０００円 

      ３歳～小学校修了まで 

第１子、第２子・・・・・・・・・・・・・月額１０，０００円 

第３子以降・・・・・・・・・・・・・・・月額１５，０００円 

中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額１０，０００円 

      所得制限限度額以上・・・・・・・・・・・・・・月額 ５，０００円 

      所得上限限度額以上・・・・・・・・・・・・・・支給なし（令和４年６月分より） 

令和３年度児童手当等支給状況      

年度 区分 実績 

令和３ 

受 給 者 数 （ 人 ）  

被用者 20,770 

非被用者 3,087 

計 23,857 

算定基礎児童数（人） 

被用者 33,365 

非被用者 5,075 

計 38,440 

支 給 額 （ 千 円 ） 

被用者 4,428,085 

非被用者 729,805 

計 5,157,890 
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(2) 児童扶養手当  
① 対象者  父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が一定の障

がいの状態にある児童等の父又は母、または養育者（児童とは、１８歳に達する日以降の

最初の３月３１日までにある人。ただし、一定の障がいがあるときは２０歳未満の人）（所

得制限あり） 
② 支給額  対象児童１人の場合   月額４３，０７０円～１０，１６０円 

対象児童２人目の場合  月額１０，１７０円～５，０９０円加算 

対象児童３人目以降の場合  月額６，１００円～３，０５０円加算 

児童扶養手当支給状況                    

年度 
受給資格者数 

支給額（千円） 
全部支給 一部支給 全部停止 計 

令和３ 1,226 931 357 2,514 1,150,337 

 

(3) 児童入所施設措置事業 

① 助産施設入所に係る事業 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を助産

施設に入所させ、出産援助を行っている。 
・助産施設  大阪医科薬科大学病院、高槻病院 

・支 給 額  健康保険法に基づく点数額を支給するほか、正常分娩の場合は、30,000 円を限度とし、

異常分娩、時間外及び深夜分娩の場合は35,000円を限度として支給する。なお、生活保護

世帯は、15,000円を限度として加算する。 

・措置件数  １２件（令和３年度） 

② 母子生活支援施設入所に係る事業 

ＤＶ被害等で、現在住んでいるところにいられなくなった場合に、配偶者のない女子、又はこれ

に準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて、これらの

者を保護することを目的とする。 

母子生活支援施設入所状況 

年度 世帯数 措置費（円） 徴収金（円） 

令和３ 3 12,776,378 0 

 

(4) 母子家庭等対策総合支援事業 

① ひとり親家庭等日常生活支援事業 

ひとり親家庭及び寡婦で、生活援助、保育等のサービスが必要とする家庭に対し家庭生活支援員を派

遣。派遣実績２時間。（令和３年度） 

② ひとり親家庭相談（母子・父子自立支援員） 

母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の父、母で、現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対

し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行い、

ひとり親家庭の父、母及び寡婦の福祉の増進に努める。 
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ひとり親家庭相談内容別相談件数       （  ）内は、離婚前(内数) 

年度 生活一般 児 童 経済的支援 その他 計 

令和３ 374(296) 39(28) 525(145) 51(45) 989(514) 

③ 自立支援教育訓練給付金事業 

ひとり親家庭の父又は母の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、市が指定する職業能力開発

のための講座を受講した場合、講座修了後に受講料の一部を支給することによりひとり親家庭の自立を

図ることを目的とする。（所得制限あり） 
自立支援教育訓練給付金支給状況 

年度 件数(件) 給付額（円） 

令和３ 5 284,710 

④ 高等職業訓練促進給付金等事業 

ひとり親家庭の父又は母が看護師等の就職に結びつきやすい資格を取得するにあたり、生活の負担軽

減のため、養成機関で修学する期間中（その期間が４８月を超えるときは４８月）について高等職業訓

練促進給付金等を給付することでひとり親家庭の自立促進に努める。（所得制限あり） 
高等職業訓練促進給付金等支給状況 

年度 件数(件) 給付額（円） 

令和３ 17 20,372,000 

⑤ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

高等学校を卒業していない（中退含む。）ひとり親家庭の親及びその児童が高等学校を卒業した者と同

等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業

者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図る。 
受講終了時給付金等支給状況 

年度 件数(件) 給付額（円） 

令和３ 0 0 

⑥ 母子家庭等就業・自立支援センター事業 

母子家庭の母等を対象に、就業支援講習会及び就業・養育費相談・就業情報の提供など、総合的な母

子家庭の母等の自立促進を行う。     

（単位：件） 

   区分 

年度 

市主催（介護職員初任者研修） 府共催事業 

講習応募者 講習修了者 各種講習会 就業相談 生活相談 養育費相談 

令和３ 0 0 14 21 69 2 

⑦ 母子父子自立支援プログラム策定事業 

母子父子自立支援プログラム策定員が児童扶養手当を受給するひとり親家庭の父・母（生活保護世帯

を除く）の状況やニーズに応じた自立支援プログラムを策定し、各種就業・自立支援事業の活用やハロ

ーワーク等との連携により、きめ細かで継続的な自立・就業支援を行う。        
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（単位：件） 
    区分 

 

年度 
相談数 

自立支援プログラム策定数 

就 業 
中 止 支援中 計 

常 勤 非常勤 

令和３ 99 9 7 4 11 31 

 
(5) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定と自立の助成を図るため、母子福祉資金・父子福祉資

金・寡婦福祉資金の貸付を行う。 

① 母子・父子・寡婦福祉資金貸付状況 

 

② 母子・父子・寡婦福祉資金償還状況 
年度 資金区分 調定区分 調定額（円） 償還額（円） 償還率（％） 

令和３ 

母子福祉資金 

現年度分 66,558,889 61,857,232 92.9 

過年度分 39,665,090 6,853,660 17.3 

計 106,223,979 68,710,892 64.7 

父子福祉資金 

現年度分 180,000 180,000 100.0 

過年度分 0 0 ‐ 

計 180,000 180,000 100.0 

寡婦福祉資金 

現年度分 2,763,483 2,711,433 98.1 

過年度分 3,167,635 176,735 5.6 

計 5,931,118 2,888,168 48.7 

合 計 

現年度分 69,502,372 64,748,665 93.2 

過年度分 42,832,725 7,030,395 16.4 

計 112,335,097 71,779,060 63.9 

 

(6) ひとり親家庭医療費の助成 

ひとり親家庭に対し、医療費の自己負担分を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を

図る。（昭和５５年１０月１日から実施） 

① 対象者 

・１８歳に達する年度の末日までの、ひとり親家庭に属する児童又は養育者が養育する児童 

・その児童を監護するひとり親（母又は父）又は養育者 

② 助成する範囲 

医療機関で診療を受けた場合の健康保険の自己負担額から１医療機関あたり１日５００円以内、月２

年度 

母子福祉資金 父子福祉資金 寡婦福祉資金 計 

件数 
貸付金額

（円） 
件数 

貸付金額 

（円） 
件数 

貸付金額 

（円） 
件数 

貸付金額 

（円） 

令和

３ 
30 19,627,200 0 0 2 2,002,800 32 21,630,000 
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日までの一部自己負担額（月額２，５００円を上限とする。）を控除した額。保険外診療分は含まない。 
③ 令和３年度医療費助成内容 

         区分 

対象別 

対 象 者 数 

（人） 

助成延べ件数 

（件） 

助成費総額 

（円） 

府補助対象医療費分 5,190 67,178 174,830,750 

※ 保険診療における自己負担分（一部自己負担額を除く）を助成 

 

(7) 子ども医療費の助成 

子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成を図り、もって児童の福祉の

増進を図る。 
① 対象者 

・市内に住所を有する０歳～１８歳（高校卒業相当年齢）までの子ども（所得制限なし） 

② 助成する範囲 

  医療機関で診療を受けた場合の健康保険の自己負担額から１医療機関あたり１日５００円以内、月２

日までの一部自己負担額（月額２，５００円を上限とする。）を控除した額。保険外診療は含まない。 

③ 令和３年度医療費助成                   

  区 分 
対象者 

(人) 

助成延べ件数

(件) 

助成費総額 

(円) 

府補助対象（入院 就学前児童）所得制限有 
5,757 

975 33,663,215 

 
府補助対象（通院 就学前児童）所得制限有 89,407 122,309,063 

 
市単独実施分(入院 (小・中学生・所得超過)) 

44,311 

3,179 136,101,093 

 
市単独実施分(通院 （小・中学生・所得超過)） 524,761 998,739,087 

 
合 計 50,068 

 

618,322

8

1,290,812,458 

 
※ 保険診療における自己負担分（一部自己負担額を除く）及び入院時食事療養費（健康保険制度上の 

低所得者の方のみ）を助成 

 

(8) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事 

  業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得のひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当受給

者等に対し、特別給付金を支給。 
① 対象者   

１．令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方 
２．公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 
３．新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給して 

いる方と同じ水準となっている方 

② 支給額  児童扶養手当の対象児童１人につき５万円 
年度 対象世帯数（世帯） 対象児童数（人） 支給額（円） 

令和３ 2,522 3,815 190,750,000 
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(9) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所 

得の子育て世帯分）支給事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）を支援するた

め、市民税非課税世帯若しくは家計の急変により市民税非課税世帯に相当する世帯に対し、特別給付金

を支給。 
① 対象者   

ア、イの両方に当てはまる方 
ア．令和３年３月３１日時点で、１８歳未満の児童（障がい児の場合は２０歳未満）を養育する父母 

等（令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象） 
イ．令和３年度市民税均等割が非課税の方、または令和３年１月１日以降の収入が急変し、市民税非 

課税相当の収入になった方 
② 支給額  対象児童１人につき５万円 

年度 対象世帯数（世帯） 対象児童数（人） 支給額（円） 

令和３ 1,710 3,095 154,750,000 

 

(10) 子育て世帯等臨時特別支援事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、主たる生計中心者の所得が児

童手当所得基準未満の子育て世帯に対し、特別給付金を支給。 
① 対象者   

ア．令和３年９月分の児童手当（特例給付を除く）受給者の方 
イ．令和３年１０月１日以降、令和４年３月３１日までに出生した児童の児童手当（特例給付を除く） 

受給者の方 
ウ．令和３年９月３０日時点で高校生（平成１５年４月２日から平成１８年４月１日生まれ）を養育 

する方（保護者の所得が児童手当（特例給付を除く）受給者と同等） 
② 支給額  対象児童１人につき１０万円 

年度 対象世帯数（世帯） 対象児童数（人） 支給額（円） 

令和３ 25,037 46,911 4,691,100,000 

 

３ 学童保育（子ども育成課）   

  労働や疾病等の理由により、保護者が放課後家庭に居ない児童（原則として小学１年生～３年生）を

対象にスポーツやレクリエーションを中心とした集団保育を行うことにより、児童の保護と健全な育成

を図るため、４０か所６５室の学童保育室で事業を実施した。夏休み期間等の学童保育室登降室時間に

警備員を配置した。また、待機児童の発生が見込まれる地域等への民間学童保育室運営事業者の参入を 
 促進するため、事業費用の一部を助成した。 
  学童保育が抱える課題への対応と放課後の子どもの居場所づくりについて検討するため、高槻市子ど

も・子育て会議に諮問し、その答申に基づき、今後の施策の方向性を示す「学童保育のあり方等に関す

る基本方針」を策定した。 
  ・利 用 時 間  平  日 ： １３時３０分～１８時（延長保育利用時は１９時まで） 

  土曜日 ： ８時３０分～１７時 
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           夏休み期間等 ： ８時３０分～１８時（延長保育利用時は１９時まで） 
 ・入室児童数   ３，０２９人（令和３年４月１日現在） 
 ・待機児童数   ２９人（令和３年４月１日現在） 
・保  育  料   月額６，５００円 （減免制度あり） 

延長保育料 月額１，５００円（減免制度あり） 
 

４ 子ども食堂運営支援事業（子ども育成課） 

子どもが食事の場を通じて安心して過ごすことができる地域の居場所づくりの推進を図るため、市内

で子ども等に対して食事の提供等を行う子ども食堂の運営主体に対し、運営にかかる費用の一部を助成

した。 

年度 件数(件) 給付額（円） 

令和３ 4 308,000 

 

５ 子育て（保育幼稚園総務課・子育て総合支援センター・子ども保健課） 

(1) 子育て総合支援センターの運営（子育て総合支援センター） 

子育て支援の拠点施設「子育て総合支援センター」において、市内に１７箇所ある地域子育て支援拠

点施設（子育て支援センター・つどいの広場）を統括し、研修・研究、情報発信、交流、相談等の事業

を展開している。 

＜事業内容＞ 

① 子育てに係る研修及び研究 

（子育て関係職員の合同研修、子育て支援に関する会議、大学等関係機関との調整・連携） 
② 子育てに係る講座等 

（親子講座、子育て講座、クッキング教室、ボランティア育成講座などの開催） 
③ 子育てに係る情報の提供 

（子育て情報誌の発行、ホームページでの情報発信、子育てに関するイベント情報等の配架等） 
④ 子育てに係る地域活動の支援 

（子育て支援センター・つどいの広場運営団体との連携会議の開催等） 
⑤ 子育て相談 

（子育てについての相談） 
⑥ 児童家庭相談 

（子どもやその家族等の相談に応じ、適切な支援を提供） 
⑦ 子育て支援や交流のための施設の提供 

（親同士の交流・学習の場、子育てボランティアの育成と活動の場） 
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＜令和３年度 センター利用者数＞ 
 

 

 

 

 

 

 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、プレイルームは、令和３年度は令和３年４月２６日か

ら６月２０日まで５６日間休室した。 
 

(2) 庄所子育てすくすくセンターの運営（子育て総合支援センター） 

第一中学校区の地域子育て支援拠点事業（つどいの広場）として「庄所子育てすくすくセンター」を

設置（庄所コミュニティセンターに併設）。つどいの広場事業と、保護者の急用時や病気・看護・育児疲

れのリフレッシュなどに一時的に子どもを預かる一時預かり事業を実施している。運営は指定管理者制

度を活用している。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年度は令和３年４月２６

日から６月２０日まで５６日間休室した。 
 

(3) 子育て相談（保育幼稚園総務課・子育て総合支援センター） 

    子育てに不安や悩みを持つ保護者等に対して、遊び、健康、食事、発達等に関する相談を市立保育所

９箇所、市立認定こども園４箇所、民間保育所１５箇所、民間認定こども園２８箇所、子育て支援セン

ター５箇所、つどいの広場１２箇所、保育幼稚園総務課、子育て総合支援センターで実施している。

(R4.4.1 時点) 

・令和３年度実績 相談件数５，９１７件 
※ その他の認定こども園の子育て相談の取組については、教育部分を参照 

 

(4) 地域子育て支援拠点事業（保育幼稚園総務課・子育て総合支援センター）  

地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て不安感の緩和や、子どもの健やかな育ちを目的に、子育

て中の親子の交流を促進している。 

① 子育て支援センター（保育幼稚園総務課・子育て総合支援センター）   

就学前の親子の交流の場の提供と交流の促進、子育てに関する相談の実施、地域の子育て関連情報の

収集と提供、子育てに関する講習の実施等の子育て支援活動を行う「子育て支援センター」を民間認定

こども園３箇所・市立保育所２箇所で実施している。地域の子育て支援活動を行う団体等と連携しなが

ら、地域に出向いた支援活動を行い、地域の子育て支援機能の充実を図っている。なお、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、富田・春日子育て支援センターは、令和３年度は令和３年４月２６日か

ら６月２０日まで５６日間休室した。 

② つどいの広場（子育て総合支援センター）   

主に乳幼児（０歳～３歳）をもつ親とその子どもが集い、語り合いや交流を図り、子育て相談を受け

ることにより、子育てに対する負担感が緩和され、安心して子育てができる、地域子育て支援の場とし

て「つどいの広場」を１２箇所で開設している。また、庄所子育てすくすくセンター及び６箇所のつど

いの広場において、一時預かり事業を実施している。 

プレイルーム来場者数 248日 14,176人 

親子講座 67回 2,741人 

子育て講座 22回 386人 

クッキング教室 64回 502組 

子育てサークルへの部屋貸し 21回 322人 
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(5）高槻子ども未来館の運営（保育幼稚園総務課・子ども保健課） 

平成３１年４月より、認定こども園・子ども保健センター・子育て支援人材育成施設の３つの機能を

備えた複合施設として、高槻子ども未来館の運営を開始した。認定こども園においては、休日一時預か

り保育事業及び病児保育事業を実施し、子ども保健センターでは母子保健事業を実施している。 
 

(6) ファミリー・サポート・センター事業（子育て総合支援センター） 

育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人との会員組織により、仕事と子育ての両立や育児

疲れのリフレッシュ等を図るため、相互援助活動を実施している。                         

 ・令和３年度実績 相互援助活動件数２，３２４件 

  会員登録人数                           （令和４年３月３１日現在） 

依頼会員 提供会員 両方会員 計 

1,717 578 128 2,423 

 

(7) 高槻市児童虐待等防止連絡会議（子育て総合支援センター） 

児童虐待が深刻な社会問題となっている状況のなかで、未然防止、早期発見・早期対応等の児童虐待

防止対策の推進を図るとともに、要保護児童等の諸問題に対し、円滑な関係機関との連携と協力体制を

確保し、支援を充実させるため、児童福祉法に定められた要保護児童対策地域協議会として児童虐待等

防止連絡会議を設置している。事務局・調整機関として、児童虐待等防止連絡会議を定期的に開催し、

必要な場合はケース検討会議を開催し、各機関との情報の共有や、一体的・総合的な援助を行っている。

また、啓発用リーフレットの作成及びオレンジリボンキャンペーンを実施し、市民への啓発に取り組ん

でいる。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年度は街頭啓発を中止した。 

・令和３年度 代表者会議１回・実務者会議３回・ケース検討会議８４回・勉強会及び研修会２回を

開催 

 

(8) 子ども家庭総合支援拠点（子育て総合支援センター） 

   子育て総合支援センターに、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とした相談対応や訪問による在宅

支援等を中心とした継続的・包括的なソーシャルワーク業務を行う機能を備え、関係機関と連携の上、

切れ目のない支援に取り組んでいる。 

 

(9) 児童家庭相談（子育て総合支援センター） 

  保育士・保健師・心理職・社会福祉士など多職種による相談体制で０歳～１８歳未満の子どもに関す

る児童家庭相談を実施している。子育て中の保護者の不安やストレス、親子関係の問題等に対し、保護

者が安心感を持てる環境を提供しながら支援を行っている。 

 
(10) 子育て相談訪問事業 (子育て総合支援センター) 

  核家族化・育児の孤立化等子どもや家庭を取り巻く環境の変化により子育て不安が増大する中で、特

に支援が必要であると認められる家庭を子育て相談訪問員が訪問し、適切な支援を行っている。 
子ども保健センター等と連携を行うほか、広報紙・ホームページで市民向けにＰＲする等、事業の実

施に取り組んでいる。 
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(11) 子育て短期支援事業（子育て総合支援センター）  

  保護者が疾病、疲労、仕事その他により家庭において児童を養育することが困難になった場合に、児 
童養護施設等において一定期間又は平日の夜間・休日に児童の養育・保護を行う。 
・令和３年度 委託契約施設 ４箇所 

 
(12) こんにちは赤ちゃん事業（子育て総合支援センター） 

生後４か月までの乳児のいる家庭を保育士等が訪問し、育児相談、情報提供を行う。保護者の育児不

安を軽減し、子育て支援に関する情報提供を行うと共に、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス

に結びつけ、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図る。 
 

(13) 子どもみまもり・つながり訪問事業（子育て総合支援センター） 

  支援が行き届きにくい未就園児等のいる家庭に対し訪問を行い、子育て等の相談に応じながら状況の

把握を行うとともに、子育て情報の提供等を通じて、適切なサービスや地域の社会資源等につなぐなど、

地域ネットワークを活用した見守り体制の強化を図る。 

 

(14) 赤ちゃんの駅事業(子育て総合支援センター) 

市内の子育て支援施設や公共施設及び民間施設において、おむつ替え及び授乳が可能な施設を「赤ち

ゃんの駅」として整備することにより、乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる環境を整えるとと

もに、地域全体で子育て家庭を支える環境づくりを推進する。 

登録施設は１３２箇所（令和４年３月末現在）。公共施設等９２箇所、私立幼稚園や民間保育園、民間

事業所等４０箇所。なお、本事業への協力民間事業所を募集している。 
 

(15) 障がい児通所支援（子育て総合支援センター） 

児童福祉法に規定されている療育の必要性が認められる児童を対象とし、障がい児通所給付費及び障

がい児相談支援給付費を支給。障がい児通所支援事業所において、日常生活における基本的な動作の指

導および集団生活への適応訓練等を行うとともに、保護者の養育上の悩みなどの相談に応じ、安心して

地域で暮らせるよう支援する。 

＜障がい児通所支援の利用状況（令和３年度）＞ 

 利用者数（人） 利用日数（日） 

児童発達支援 743 45,133 

医療型児童発達支援 51 3,867 

放課後等デイサービス 1,083 94,298 

保育所等訪問支援 119 852 

計 1,996 144,150 

＜障がい児相談支援の状況（児童発達支援利用計画作成件数）（令和３年度）＞ 

 作成件数（件） 

未就学児 106 

就学児 765 

計 871 
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＜障がい児通所支援・障がい児相談支援事業所数（令和４年３月３１日現在）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) 療育センター管理運営事業（子育て総合支援センター） 

  肢体不自由児や知的障がい児、発達上課題のある就学前の児童に対して、療育訓練や治療並びに保護

者への相談支援等を実施し、円滑な地域及び集団生活を送れることを目指す。また、指定管理者制度に

て運営することにより、専門性の高い支援を行うとともに、他の児童発達支援事業所や行政機関とのコ

ーディネートを担うことにより、地域支援の拠点的役割を果たす。 
児童発達支援センター 

名称 所在地 運営主体 

高槻市立療育園 
（医療型児童発達支援センター） 

郡家本町５－３ 
高槻市社会福祉協

議会グループ 高槻市立うの花療育園 
（福祉型児童発達支援センター） 

郡家本町５－５ 

 

(17) 乳幼児療育事業（子育て総合支援センター） 

言葉が遅い、発達が心配、よく動き回る等発達に課題のある概ね２歳児とその保護者に療育活動（個

別及びグループ指導）及び発達に関する相談支援（乳幼児の発達相談。パンダ教室含む）を通じて、日

常における基本的な動作や知識技能及び集団生活への適応訓練などの支援を実施している。 
・令和３年度の利用人数 めばえ教室１２１人、第２めばえ教室１１９人、パンダ教室７８人 

名称 所在地 委託先 

高槻市立めばえ教室 
（児童発達支援事業所） 

城内町１－１１ 障がい者福祉センター３階 
（福）聖ヨハネ学園 

高槻市立第２めばえ教室 
（児童発達支援事業所） 

郡家本町５－５ うの花療育園内 

 
(18) 人工内耳装置等購入費助成事業（子育て総合支援センター） 

  補聴器では聴力の改善が見込めない難聴児の言葉の発達等を支援するため、１８歳未満の人工内耳装

用児に対し、人工内耳装置等の購入費用の助成を実施している。 
  ＜人工内耳装置等購入費助成件数（令和３年度）＞ 

延べ助成件数 9件 
  

 事業所数（箇所） 

障がい児通所支援 99 

 

児童発達支援 44 

医療型児童発達支援 1 

放課後等デイサービス 50 

居宅訪問型児童発達支援 1 

保育所等訪問支援 3 

障がい児相談支援 12 
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(19) 新生児のいる世帯への臨時支援事業（子育て総合支援センター） 

  新型コロナウイルスの影響を受けた令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに出生した子ど

ものいる世帯に対し、新生児一人につき２万円を支給した。 

  （令和３年度） 

対象世帯数（世帯） 対象児童数（人） 支給額（円） 
2,259 2,286 45,720,000 

 

(20) 子育て世帯への臨時特別給付事業【市独自分】（子育て総合支援センター） 

  新型コロナウイルスの影響を受けた子育て世帯を支援するために実施した子育て世帯等臨時特別支

援事業について、国の定めた所得制限を超えたこと等により支給対象外となった世帯や離婚等により児

童を養育しているにもかかわらず、給付金を受け取ることができなかった世帯等に対して、市独自に児

童一人につき１０万円を支給した。 

  （令和３年度） 

対象世帯数（世帯） 対象児童数（人） 支給額（円） 
4,264 7,093 709,300,000 

 

６ 子どもの保健(子ども保健課) 

(1) 予防接種 

① 定期予防接種 

伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、乳幼児及び児童を対象に予防接種を実施

している。 

                               （令和３年度 延べ接種者数）  

ＢＣＧ 2,506人 ＤＰＴ－ⅠＰＶ 10,053人 風しん 2人 

ヒブ 9,956人 不活化ポリオ 0人 水痘 4,798人 

小児用肺炎球菌 9,957人 ＤＰＴ 3人 日本脳炎 7,547人 

Ｂ型肝炎 7,389人 ＤＴ 2,303人 子宮頸がん予防 1,175人 

ロタ（1価） 2,944人 ＭＲ 5,299人 

ロタ（5価） 2,914人 麻しん 0人 

② 任意予防接種 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成を実施し 
ている。対象は生後６か月から小学校６年生までの子どもで、助成額は接種１回あたり１，０００円（１

年度２回まで）。 
  ・令和３年度延べ接種者数 ２９，１８７人 
 
(2) 健診・教室等   

妊娠や出産、子育て期を通じて、親子の心身の健康が確保されるよう、各種健康診査や保健指導、産

前・産後の教室や相談等を実施している。 
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① 母子健康手帳の交付  
妊娠の届出者に対し、母子健康手帳をはじめ妊婦健康診査受診券、妊婦向け情報冊子（たかつき子育

て応援団）、マタニティマーク等を交付している。 
・令和３年度母子健康手帳交付者数 ２，３０９人 

② 妊婦・乳幼児健康診査 
妊婦・乳幼児に対し、各種健康診査を実施している。 

（令和３年度） 

集団健診名 受診者数  個別健診名 受診者数 

４か月児健診 2,378人  妊婦健診 27,595人 

１歳６か月児健診 2,846人 
 

乳児一般健診  2,147人 

３歳６か月児健診 2,994人 乳児後期健診  2,153人 

乳幼児経過観察健診   921人    

③ 訪問・面接・電話による指導 

 子育て支援を要する者や育児不安のある者に対して、妊娠、出産、育児等の保健指導を行っている。 
④ 教室 
  妊娠・育児生活を安心して過ごすための教室や講座を開催している。 

（令和３年度） 

教室名 延べ開催回数 延べ参加人数 

ママパパ教室  0回 －人 

プレパパ教室  0回 －人 

孫育て講座  0回 －人 

ベビーあつまれ！！  0回 
乳児 －人 

保護者 －人 

離乳食教室  5回 保護者109人 

きらきら歯みがき教室 12回 
幼児（歯科健診）215人 

保護者（衛生教育）215人 

未熟児教室 0回 
乳幼児 －人 

保護者 －人 

多胎児教室 1回 

乳幼児 0人 

保護者  8人 

 妊婦  2人 
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(3) 母子保健医療費助成   
未熟児や小児慢性特定疾病児、不妊や不育症に悩む夫婦に対し、医療費助成を実施している。 

（令和３年度） 

 実人数 延べ件数 

未熟児養育医療 110人   255件 

小児慢性特定疾病医療 435人 6,225件 

特定不妊治療 409人   642件 

不育症治療  19人    19件 

不育症検査   1人    1件 

 

(4) 妊娠・出産・子育て包括支援   
① 子育て世代包括支援センター事業 

平成２８年５月から、保健センター・西部地域保健センターに母子保健コーディネーターを専任で配

置し、妊娠中から子育て期にわたり切れ目なく支援を行う「子育て世代包括支援センター事業」を開始

した。助産師・保健師等の専門の相談員が、妊娠期から子育て期の総合相談支援を実施している。また、

妊娠届出時に、全ての妊婦に対して母子保健コーディネーターが面談を行い、一人一人の状況に応じた

「子育て支援プラン」を作成し、必要な支援のコーディネートを行っている。 
・令和３年度支援プラン作成数 ２，５０４件 

② 産前・産後ママサポート事業 

日中周囲のサポートがなく、体調不良等の妊産婦がいる世帯に、相談や育児を行う支援員を派遣して

いる。            （令和３年度） 

利用実人数 延べ派遣回数 

286人 1,703回 

③ 産後ケア訪問事業 

  出産後に専門的ケアが必要な家庭に助産師が訪問し、心身のケアや育児指導を実施している。 

（令和３年度） 

利用実人数 延べ派遣回数 

690人 791回 

④ 産後ケア宿泊型事業 

  出産後に心身の不調や育児不安があり、家族から十分な支援が得られない産婦に、宿泊型の産後ケア

を実施している。 
           （令和３年度） 

利用実人数 利用延べ日数 

64人 209日 

 


