
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 健康福祉部・こども保育課

政策分野１　子ども・子育て
目指す姿

みんなで育み、笑顔が満ちあふれた子どもが育つまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

子どもの育ちを支える取組の推進

施策２

安心な妊娠・出産、育児等の支援

施策３

施策４

施策５

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

出生数 人 本市における出生数（年次）

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 976 969 961
946

実績 725 - -

2

待機児童数（教育・保育施設） 人 ４月１日現在の待機児童数（国基準）

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 0 0 0
0

実績 0 - -

政策目標１　未来につなぐひとづくり/政策１　次代を創る子どもたちの育成

関連するSDGs17のゴール

　すべての子どもが、その家庭の状況にかかわらず、健やかに育つことができる環境を整
え、経済的支援を図るなど、引き続き子どもたちの成長を支える取組を推進します。

　安心して家庭をもち、子どもを産み育てられるよう、妊娠、出産、育児等への切れ目のな
い支援を行います。

未就学期から学齢期の成育環境の
充実

　多様な就労形態や保育ニーズに対応するため、質の高い教育・保育サービスの提供を進
め、子どもたちの放課後の居場所をより豊かで安心できるものとします。

子どもが安心して生活できる環境
づくり

　ひとり親や父母のいない児童の家庭について、子どもの育成に必要な環境整備を行いま
す。
　また、児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、関係機関との連携を一層進
め、子どもや子育てに課題を抱える家庭への対応体制を強化します。

障がいのある子どもたちの療育体
制の充実

　障がいのある子どもたち一人ひとりに寄り添った、きめ細かな支援及び環境整備を行うと
ともに、自立や社会参加に必要な力を育みます。

目標値を下回っているため、引き続き、安心し
て産み・育てられる環境整備に取り組んでい
く。

目標を達成出来ているため、引き続き、受入体
制の整備を進める。



２　施策の評価
施策１ 子どもの育ちを支える取組の推進

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　すべての子どもが、その家庭の状況にかかわらず、健やかに育つことができる環境を整
え、経済的支援を図るなど、引き続き子どもたちの成長を支える取組を推進します。

【１】子ども・子育て支援事業計画の推進
・平成30年度に計画策定のために子育て世帯を対象としたニーズ調査を実施し、令和元年度
に第２期「会津若松市子ども・子育て支援事業計画（期間：令和２年度から５カ年）」を策
定した。
【２】教育・保育施設の利用者負担額の軽減
　児童が法定感染性伝染病にり患して、施設の開所日数のうち６日以上登園できない場合、
当該日数分を利用者負担から減額する「感染症減免」を実施している。
　平成27年度からは、幼稚園等（教育認定）では小学校３年生から、保育所等（保育認定）
では小学校就学前の児童からを第１子とカウントし、第２子は半額、第３子以降は無料とす
る「多子軽減」の国の基準を、保育認定についても小学校３年生からに対象を拡大してい
る。
【３】子ども医療費の助成
・子ども医療費の助成対象年齢を平成23年度に18歳まで拡大し、子どもの健康増進を図
るとともに、子育てにかかる保護者の経済的負担を軽減した。
【４】子育て世帯への経済的支援
・令和２年度より、新型コロナウイルス感染症の影響に対して、子育て世帯を支援する
ため、子育て世帯への臨時特別給付金や子育て世帯臨時特別給付金等を支給してきた。
【５】結婚支援
・結婚支援のための人材育成：現代版仲人（ハートフルサポーター）の養成等
・イベント・セミナーの開催：結婚希望者の自己研鑽のためのセミナーの開催等
・「結婚応援地域連携会議」の開催

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】子ども・子育て支援事業計画の推進
・第２期 「子ども・子育て支援事業計画」に示された各施策・事業を計画的に推進すること
が必要である。
・計画の内容を確実に推進するため、庁内検討組織や子ども・子育て会議を活用して、適切
に進行管理を行っていく。
・令和５年度は第３期計画策定に係るニーズ調査を実施する。
・子育て支援等の情報を子育て家庭に確実に伝えることが必要であるため、子育てに関
する様々な情報を集約し、ホームページ等を活用しながら、幅広い子育てに関する情報
を分かりやすく発信していく。
【２】教育・保育施設の利用者負担額の軽減
・保育所等の利用者負担の軽減は、「子ども・子育て支援事業計画」に掲げる「子育て家庭
への経済的支援」として実施しており、子育て世帯の家計に及ぼす効果は大きく、子どもを
産み・育てやすい環境の形成に貢献している。
・令和５年度からは、多子軽減の対象範囲を小学３年生から18歳までに拡大し、利用者負担
の更なる軽減に取り組んでいく。
【３】子ども医療費の助成
・少子化等の影響により対象となる子どもの数は減少し、それに伴って事業費は減少傾
向にあるものの、市民が安心して子育てするための重要な施策であり、安定した事業運
営を図るため、財源の確保と利用者の適正な医療の受診について理解を得ながら実施し
ていく必要がある。
・適正かつ必要な受診につながるような広報活動を行い、事業の継続実施を図る。
・県補助対象外である小学校１年生から小学校３年生までを補助対象にすること、所得
制限及び１レセプト1,000円の自己負担の撤廃を要望していくとともに補助事業の継続を
求めていく。
【４】子育て世帯への経済的支援
・子育て世帯への臨時特別給付金,：令和２年度事業終了
・子育て世帯臨時特別給付金、子育て世帯生活支援特別給付金：令和３年度事業終了
・子育て世帯等臨時特別給付金、子育て世帯生活支援特別給付金：令和４年度事業終了
予定
【５】結婚支援
・結婚希望者には、自信をもって婚活に取り組めるような支援や安心して相談等ができる環
境が必要であることから、結婚希望者の不安やニーズに沿ったセミナーを開催するほか、こ
れまで養成した結婚支援を担う人材が地域で積極的に活動できる環境づくりに取り組む。
・結婚や婚活に対して経済的な不安を感じている結婚希望者が少なくないことから、結婚に
伴う新生活や婚活にかかる費用の支援について検討していく。



施策２ 安心な妊娠・出産、育児等の支援

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　安心して家庭をもち、子どもを産み育てられるよう、妊娠、出産、育児等への切れ目
のない支援を行います。

【１】妊娠・出産・育児への切れ目ない支援
・母子保健施策と子育て支援施策を一体的に提供し、包括的な支援を行う子育て世代包括支
援センターを設置し、母子保健コーディネーターとして助産師を配置し、妊娠期から出産期
の支援体制の強化及びニーズに合わせたきめ細やかな支援の提供に取組んでいる。
【２】安心・安全な妊娠出産への支援
・妊産婦の健康診査の助成回数や検査項目の拡充、さらに多胎妊婦への健診費用の追加助成
等により経済的負担の軽減を図るとともに産科医療機関と連携し支援が必要な方へ家庭訪問
や電話による支援を行っている。
・産後1年未満の母子を対象に助産所や医療機関で宿泊や日帰りで利用できる産後ケア事業を
実施し、精神的、身体的な負担の軽減を図っている。
【３】乳幼児期の育児支援
・乳児家庭全戸訪問事業等により母子の状況把握に努め、子育て支援に関する情報を提供し
支援が必要な家庭に対しては、適切なサービス提供や保健師の訪問等に繋いでいる。
・専門職による健診事後相談や５歳児発達相談事業の実施により、適切な対応や支援へ繋ぐ
よう努め、保育部門や教育部門との連携も図っている。
【４】乳幼児健康診査
・乳幼児期からの生活習慣病予防を見据えた保健指導を実施するとともに、健診票の改正等
により発達障がいの早期発見にも取組んでいる。
・弱視等の早期発見を目的に令和元年度から３歳６か月児健康診査に眼科屈折検査（SVS）検
査を導入した。
・令和３年度より連絡票を活用し保育施設と連携した未受診児の状況把握等の対応を強化し
た。
【５】乳幼児のいる家庭への支援
・子どもを安心して産み育てることができるよう、妊婦及び乳幼児の保護者に対して、妊
娠、出産及び子育てに関する正しい情報を提供することにより、子育て等に関する不安の解
消を図るとともに、子どもの健やかな成長を促すための支援を行ってきた。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】妊娠・出産・育児への切れ目ない支援
・妊娠・出産・子育てに関する様々な不安や悩みに対応するため、子育て世代包括支援セン
ターにおける情報の共有や関係機関との連携や強化に継続して取り組むとともに、相談しや
すい環境の整備、市民への周知などセンターの活用推進を図る。
【２】安心・安全な妊娠出産への支援
・支援を要する妊産婦の不安や悩みは、専門的支援を要するものだけでなく、相談者・支援
者の不在や家族の問題等からの不安などの内容も多いことから、母子健康手帳交付時におけ
る対面での実情把握や相談・情報提供、産後の心身の回復状態に合わせて支援を行う産後ケ
アやニーズに合わせ訪問指導等、妊産婦の不安解消や孤立防止を図るために、引き続き関係
機関と連携した支援に努める。
【３】乳幼児の育児支援事業
・保護者が安心して子育てをすることができ、子どもが望ましい生活習慣を身につけるため
に、発育・発達についての正しい情報の提供や専門的な支援も必要なことから、家庭訪問や
相談事業、教室の実施による支援を継続する。
【４】乳幼児健康診査
・子どもが健やかに成長するためには、基本的な生活習慣を身につけ丈夫なからだををつく
ることや、疾病や発達障がいの早期発見も重要であることから、引き続き健診内容の充実に
取組む。また、未受診児への対応も含め関係機関との連携に引き続き取組む。

【５】乳幼児のいる家庭への支援
・地域のつながりが希薄化する中、子育てに不安を抱える家庭、地域から孤立しそうな家
庭、出産に際して不安を抱えている家庭を早期に発見し、支援につなげていく必要性は高
い。
・子育て家庭への支援について、訪問件数は年々増加していく傾向にあるため、支援者であ
る市民ボランティアの育成に努める。
・ホームスタート事業などを展開しながら、保護者の不安や悩みを聞き、子育てに関する情
報提供を行い、子育てに不安を抱える家庭への支援の充実に取り組む。



施策３ 未就学期から学齢期の成育環境の充実

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　多様な就労形態や保育ニーズに対応するため、質の高い教育・保育サービスの提供を進
め、子どもたちの放課後の居場所をより豊かで安心できるものとします。

【１】保育サービスの充実
・共働き家庭の増加等による保育需要の高まりに対応するため、幼稚園の認定こども園への
移行を推進してきた。また、平成28年４月には、北会津地区の公立幼稚園・保育所を統合
し、民設民営による幼保連携型認定こども園が開園した。更には、地域型保育事業所の新設
や既存施設の定員変更等により保育枠の拡大に努めた。
・病児保育については、現委託先の事業縮小の状況を踏まえ、令和５年度からの委託先変更
に向けて、施設整備補助等を行うとともに、新たな法人と協議を進めてきた。
・令和２年度には、広田保育所と河東第三幼稚園を統合して、幼保連携型認定こども園とし
て整備・運営していくことを決定し、令和３年度には、整備・運営方針について保護者や地
域住民との意見交換会を開催した。

【２】児童健全育成事業
・平成27年４月からこどもクラブの対象年齢を小学校６年生まで拡大するとともに、利用時
間の延長を行った。
　また、平成27年度に西七日町児童館、平成30年度に材木町児童館、令和３年度に行仁児童
センター、令和４年度に城前児童センターで実施の直営こどもクラブを学校内へ移設し、運
営を民間に委託した。
・令和４年度は、23箇所（51クラス）全てを民間に委託した。

【３】児童館運営事業
・児童館事業では、18歳未満のすべての児童に健全な遊びと生活の場を与え、健康の増進や
情操を豊かにすることを目的に、様々な行事等を実施した。また、幼児クラブ事業では、幼
稚園、保育園等に通っていない１歳以上の幼児と保護者を対象に、集団での遊びの指導、母
親同士の交流及び育児相談の場を提供した。
・児童館で実施しているこどもクラブを学校内に移設、民間委託により実施することに伴
い、平成29年度をもって材木町児童館を、令和２年度をもって行仁児童センターを、令和３
年度をもって城前児童センターを廃止し、機能を西七日町児童館１館に集約した。

【４】子どもの居場所づくり
　デジタル未来アート事業により、屋外での遊びが困難となる冬期間において、スマートシ
ティとしての子どもの遊び場の提供やデジタル技術への興味・関心の醸成等を目的に平成27
年度より「デジタルアート展」を開催してきたところであり、また、小学生などを対象に学
校でのプログラミング講座の実施やプログラミングコンテストの開催など、デジタル技術に
関する学びの機会を創出してきた。
　さらに、平成30年度以降の「デジタル未来アート展」のコンテンツは、すべてが地元の企
業や会津大学等により開発されており、首都圏をはじめとしたイベントで活用されるなど、
地元企業などの技術力向上及びしごとづくりにもつながっている。



課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】保育サービスの充実
・特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設に対し、施設型給付及び地域型保育給付を適
正に支給し、教育・保育の質の向上を図っていく。
・保育施設ＡＩ入所調整システムにより、保育施設側への内定通知までの期間短縮を図るこ
とで、施設側の受入準備期間を十分に確保し、良質な保育の提供の促進に取り組んでいく。
・病児保育については、令和５年度からの新たな法人への委託を見据え、現委託先との円滑
な事務引継ぎへの支援に努める。
・公立の教育・保育施設のあり方及び方向性と河東地区に開設予定の幼保連携型認定こども
園の整備・運営方針については、地域住民や関係者に意見を伺いながら、検討を行っていく
。

【２】児童健全育成事業
・複数の学区で待機児童が発生したことから、将来的な児童数や利用率の推移を慎重に見極
めながら、受け入れ人数の拡大等により待機児童対策に取り組んでいく。
・放課後児童支援員に対して県や市主催の研修受講を推奨するなど、育成支援の専門性の向
上に努めるとともに、学校やこどもクラブ受託法人との連携強化により、事業運営の改善に
も取り組んでいく。

【３】児童館運営事業
・18歳未満の児童に対する遊びを中心とした健全育成のために、環境整備、事業のＰＲ及び
質的向上に努めていく。
・児童館機能を含む施設の整備について、栄町第二庁舎の利活用及び県立病院跡地利活用の
取組の中で、引き続き検討に努めていく。

【４】子どもの居場所づくり
　地元ICT企業や地域でICT教育を行っている団体、会津大学、スマートシティAiCTの入居企
業等の協力を得ながら、子どもが楽しみながらデジタル技術を学習できる機会を拡充するこ
とで、スマートシティとしての子どもたちの「学び場」や「遊び場」を提供するとともに、
地元企業等の「しごとづくりの場」を継続して創出していく。事業の実施にあたっては、企
業等からの支援等を含めた事業の継続性・自主性を確保するための方策について検討する。



施策４ 子どもが安心して生活できる環境づくり

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　ひとり親や父母のいない児童の家庭について、子どもの育成に必要な環境整備を行い
ます。
　また、児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、関係機関との連携を進
め、子どもや子育てに課題を抱える家庭への支援体制を強化します。

【１】子どもの虐待防止の強化
・子どもや家庭をめぐる問題が複雑化・多様化している中、児童虐待の未然防止・早期
発見を図る体制の強化に取り組んだ。
・子どもと妊産婦の福祉に関する支援のため、令和２年度に子ども家庭総合支援拠点を
設置し、関係機関との連携強化を図るほか「虐待対応支援員」を２名配置し、よりきめ
細かな相談対応や支援を行うための体制整備を図ってきた。

【２】ひとり親家庭等への支援の充実
・民設民営による母子生活支援施設の整備の支援や各種手当、助成事業などを実施し、
子育てと就業の両立が難しいひとり親家庭を支える体制づくりに取り組んだ。

【３】ひとり親世帯への経済的支援
・ひとり親世帯に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収
入の減少に対する支援として、ひとり親世帯臨時特別給付金等を支給した。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】子どもの虐待防止の強化
・家庭内の課題は複雑・多様化の傾向にあり、児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応を
図るため、関係機関とのさらなる連携や支援体制の強化により、問題を抱えた家庭に対する
支援を行う必要がある。
・近年に入り着目されているヤングケアラーへの支援にあたっては、学校や教育委員会との
連携はもちろんのこと、「虐待」という枠にとらわれない多面的な連携・支援体制の下で家
庭の支援を行う必要があり、令和４年度に県が実施する実態調査の結果を踏まえた支援体制
の構築、啓発を図る必要がある。
・現在、育児ストレスや産後うつ等の問題により、子育てに対して不安や孤立感を抱えてい
る家庭に対し産後ヘルパー派遣制度を実施しているが、ヤングケアラー世帯も含めた、より
ニーズに即したヘルパー派遣制度の見直しに向けて検討を進める必要がある。
・子ども家庭総合支援拠点により、児童及び妊産婦等に関し、子どもの発達段階や家庭の状
況等に応じたよりきめ細かな支援を行っていくとともに、その中でも特に支援が必要な要保
護児童等については、要保護児童対策地域協議会や関係機関との連携を強化することで、児
童虐待の未然防止・早期発見・早期対応を図っていく。

【２】ひとり親家庭等への支援の充実
・ひとり親家庭等をはじめとして、市民から幅広く寄せられる相談に対して、家庭相談員な
どによる助言・指導・情報提供を行っていく。
・ひとり親家庭医療費助成において、県補助金の対象外となっている1,000円の自己負担廃止
について、県へ継続して要望していく。

【３】ひとり親世帯への経済的支援
・ひとり親世帯への臨時特別給付金：令和２年度事業終了
・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）：令和３年度事業終了
・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）：令和４年度事業終了予定



施策５ 障がいのある子どもたちの療育体制の充実

取組状況

３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

4 – 1 ファミリー・サポート・センター事業 健康福祉部・こども家庭課

17 – 1 健康福祉部・健康増進課

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

　障がいのある子どもたち一人ひとりに寄り添った、きめ細かな支援及び環境整備を行
うとともに、自立や社会参加に必要な力を育みます。

【１】支援が必要となる子どもたちの早期発見、早期療育の推進
・早期から子どもの特性を見出し、理解するとともに、障がいのある子どもたちが、地域で
学び共に生きるための環境整備を図るとともに、「障がい児福祉計画」に基づきながら、計
画に掲げる目標の達成に向けた取組を進めてきた。
・令和２年度においては、「第２期障がい児福祉計画」を策定した。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】支援が必要となる子どもたちの早期発見、早期療育の推進
・児童発達支援等のサービス利用者数も増加していることから、今後も利用ニーズは高水準
で推移していくものと考えられるため、今後も継続した事業実施が必要である。
・障がいのある子どもが健やかに育ち、すべての子どもが等しく、安心して生活するため
に、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援をしていく。
・関係機関と連携を図り、令和２年度に策定した「第２期障がい児福祉計画」に基づきなが
ら、計画に掲げる目標の達成に向けた取組を進めていく。
・将来にわたる支援を見据え、障がいの早期発見・早期療育や障がいに対する親の理解促進
のためのさらなる相談体制の強化を図る。
・医療的ケア児や、家族全体への支援を要する家庭等への支援など、より専門性の高い相談
対応のため、相談支援専門員の資質向上が求められている。そのため、県の各種研修会等を
活用しながら地域の相談支援体制を強化していくとともに、医療的ケア児等に対する支援の
充実に努めていく。

第２次健康わかまつ21計画の推進

・政策分野１「子ども・子育て」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「子どもの育ちを支える取組の推進」については、「第３期会津若松市子ども・子育て支援事業
計画」策定に向けた準備に取りかかるほか、各種支援について確実に子育て世帯に届けるための、利用し
やすく分かりやすい情報発信を行う。また、結婚支援の充実に向けて、結婚に伴う新生活への経済的支援
などについて検討していく。
・施策２「安心な妊娠・出産、育児等の支援」については、妊娠・出産への不安に寄り添った相談体制の
充実に向けて、オンラインの活用等、相談しやすい環境の検討・整備を進める。
・施策４「子どもが安心して生活できる環境づくり」については、令和３年度より産後ヘルパーの派遣に
より、出産直後の家事・育児等の支援を実施してきたところであるが、近年問題性が指摘されるヤングケ
アラー世帯の支援等にも対応した支援制度の構築を進める必要がある。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　子どもの育ちを支える取組の推進

1 ◎ 柱４ 子ども・子育て支援事業計画の推進 継続 健康福祉部　こども保育課

2 ◎ 柱４ 利用者負担軽減事業 継続 健康福祉部　こども保育課

3 ◎ 柱４ 1.1,1.児童手当 継続 健康福祉部　こども家庭課

4 ◎ 柱４ 1.1,1.子ども医療費助成事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

5 柱４ 地方創生推進事業（結婚支援事業） 継続 企画政策部　協働・男女参画室

6 柱４ 地方創生推進事業（結婚支援事業）【新規分】 新規 企画政策部　協働・男女参画室

7 柱４ （仮称）出産支援金支給事業 新規 健康福祉部　こども家庭課

8 柱４ 新規 健康福祉部　こども保育課

施策２　安心な妊娠・育児等の支援

1 ◎ 柱４ 3.8 子育て世代包括支援センター事業 継続 健康福祉部　健康増進課

2 柱４ 3.8 安全な妊娠・出産への支援事業 継続 健康福祉部　健康増進課

3 柱４ 3.8 育児支援事業 継続 健康福祉部　健康増進課

4 柱４ 3.8 乳幼児健康診査事業 継続 健康福祉部　健康増進課

5 柱４ 3.8 ５歳児発達相談事業 継続 健康福祉部　健康増進課

6 柱４ 3.8 不妊治療費助成事業 新規 健康福祉部　健康増進課

7 ◎ 柱４ 1.4,3.ホームスタート事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

8 ◎ 柱４ 1.4,3.ブックスタート事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

9 ◎ 柱４ 1.4 子育て短期支援事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

施策３　未就学期から学齢期の成育環境の充実

1 ◎ 柱４ 4.2 子どものための教育・保育給付事業 継続 健康福祉部　こども保育課

2 柱４ 公立保育所運営事業 継続 健康福祉部　こども保育課

3 柱４ 公立幼稚園管理運営費 継続 健康福祉部　こども保育課

4 柱４ へき地保育所運営事業 継続 健康福祉部　こども保育課

5 柱４ 子育てのための施設等利用給付事業 継続 健康福祉部　こども保育課

6 柱４ 特別保育事業 継続 健康福祉部　こども保育課

7 ◎ 柱４ 乳幼児健康支援一時預かり事業 継続 健康福祉部　こども保育課

8 ◎ 柱４ 児童健全育成事業 継続 健康福祉部　こども保育課

9 ◎ 柱４ 児童館運営事業 継続 健康福祉部　こども保育課

10 柱４ 新規 健康福祉部　こども保育課

11 柱４ 4.4 地方創生推進事業（デジタル未来アート事業） 継続 企画政策部　スマートシティ推進室

12 柱４ 継続 健康福祉部　こども保育課

13 柱４ 利用者負担額賦課徴収事務 継続 健康福祉部　こども保育課

14 柱４ 教育・保育施設等支援対策事業補助金 継続 健康福祉部　こども保育課

15 柱４ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 継続 健康福祉部　こども保育課

16 柱４ 認可外保育施設助成事業 継続 健康福祉部　こども保育課

17 柱４ 保育士研修等事業費 継続 健康福祉部　こども保育課

18 柱４ 保育所等給食食材検査 継続 健康福祉部　こども保育課

19 ◎ 柱４ 保育士宿舎借上支援事業 継続 健康福祉部　こども保育課

20 柱４ 継続 健康福祉部　こども保育課

施策４　子どもが安心して生活できる環境づくり

1 ◎ 柱４ 1.4,3.児童虐待防止対策事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

2 ◎ 柱４ 1.4 児童入所施設措置費 継続 健康福祉部　こども家庭課

3 ◎ 柱４ 1.1,1.子どもの貧困対策 継続 健康福祉部　こども家庭課

4 ◎ 柱４ 1.4 子ども未来基金事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

5 ◎ 柱４ 1.4,3.家庭児童相談室相談業務 継続 健康福祉部　こども家庭課

6 ◎ 柱４ 1.1,1.児童扶養手当 継続 健康福祉部　こども家庭課

7 ◎ 柱４ 1.1,1.ひとり親家庭医療費助成事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

8 ◎ 柱４ 1.1,1.ひとり親家庭自立支援給付金事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

9 柱４ 母子父子寡婦福祉資金貸付 継続 健康福祉部　こども家庭課

10 柱４ 就学遺児激励金 継続 健康福祉部　こども家庭課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

子育てガイドブック作成事業

屋内遊び場の充実

認定こども園施設整備交付金・保育所等整備交付
金・安心こども基金特別対策事業補助金

保育所等におけるICT化推進等事業



施策５　障がいのある子どもたちの療育体制の充実

1 ◎ 柱４ 1.4,3.障がい児福祉計画の推進 継続 健康福祉部　こども家庭課

2 ◎ 柱４ 1.1,1. 継続 健康福祉部　こども家庭課

3 ◎ 柱４ 1.4,3.障がい児相談支援事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

4 柱４ 障害児福祉手当・特別児童扶養手当 継続 健康福祉部　こども家庭課

5 柱４ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 継続 健康福祉部　こども家庭課

6 柱４ 自立支援医療（育成医療） 継続 健康福祉部　こども家庭課

障がい児通所給付（児童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援）

※人口減少対策に資する事業を「第２期　会津若松市　まち・ひと・しごと創生総合戦略」で定める４つ
の基本目標に分類して表記しています。
柱１　ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり
柱２　地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出
柱３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
柱４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



施策１　子どもの育ちを支える取組の推進

1

事業名 子ども・子育て支援事業計画の推進 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 587 3,764

所要一般財源 587 3,764

概算人件費 1,128 2,256

2

事業名 利用者負担軽減事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 66,040 74,805

所要一般財源 66,040 74,805

概算人件費 1,692 1,692

概要
(目的と内容)

　子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子
育て支援事業計画」、次世代育成支援対策推進
法に基づく「行動計画」、子どもの貧困対策推
進法に基づく「貧困対策計画」を一体とした
「第２期会津若松市子ども・子育て支援事業計
画」における各施策・事業を推進していく。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　子ども・子育て支援法に基づき「会津若松市子ども・子育て会議」を設置し、「子
ども・子育て支援事業計画」が開始された平成27年度から、計画の進行管理を行って
いる。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　第２期会津若松市子ども・子育て支援事業計画の基本理念「子どもがいきいきと育
つまち」・「子どもを安心して産み・育てることができるまち」・「子育てをみんな
で支えるまち」の実現に向け、各施策・事業を計画的に推進することが必要であるこ
とから、庁内関係課長等で構成する子ども・子育て支援事業計画検討会議及び子育て
支援に関する市民等で構成する子ども・子育て会議を活用して、適切な進行管理に取
り組んでいく。
　令和５年度は第３期計画策定に係るニーズ調査を実施する。

概要
(目的と内容)

　保育所、認定こども園等の利用者負担（保育
料）について、利用児童に兄姉がいる世帯の
「多子軽減」や、感染症にり患した際の「感染
症減免」により、子育て世帯の経済的負担を軽
減し、子どもを産み・育てやすい環境を整え
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○市独自の利用者負担軽減策
・児童が法定感染性伝染病にり患して、施設の開所日数のうち６日以上登園できない
場合、当該日数分を利用者負担から減額する「感染症減免」を実施している。
・平成27年度からは、幼稚園等（教育認定）では小学校３年生から、保育所等（保育
認定）では小学校就学前の児童からを第１子とカウントし、第２子は半額、第３子以
降は無料とする「多子軽減」の国の基準を、保育認定についても小学校３年生からに
対象を拡大している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・保育所等の利用者負担の軽減は、「子ども・子育て支援事業計画」に掲げる「子育
て家庭への経済的支援」として実施しており、子育て世帯の家計に及ぼす効果は大き
く、子どもを産み・育てやすい環境の形成に貢献している。
・令和５年度からは、多子軽減の対象範囲を小学３年生から18歳までに拡大し、利用
者負担の更なる軽減に取り組んでいく。



3

事業名 児童手当 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 1,637,350 1,637,350

所要一般財源 248,869 248,869

概算人件費 21,878 21,878

4

事業名 子ども医療費助成事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 519,837 519,837

所要一般財源 211,863 211,863

概算人件費 17,703 17,703

5

事業名 地方創生推進事業（結婚支援事業） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・企画調整課協働・男女参画室 次年度方針 継続

事業費 1,055 1,579

所要一般財源 544 527

概算人件費 2,978 2,482

概要
(目的と内容)

　児童手当法に基づき、中学校修了前までの児
童の保護者等に対し、受給資格を認定し、児童
手当を支給する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　個人番号を活用した情報連携の開始に伴う各種証明書類の添付省略や、令和４年度
の制度改正に伴う一律の現況届の提出義務を廃止することにより、受給者の負担軽減
を図っている。
　また、平成30年７月より国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内で
「子育てワンストップサービス」の電子申請に必要な環境を整備し、手続きにおける
利便性向上を図っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　手当認定は、対象者からの申請によることから、手続き漏れなどにより不利益が生
じないよう、対象者への周知に引き続き取り組む。
　また、マイナンバーカードを利用して手続きできる環境を整備しているが、カード
の取得率や手続き方法の認知が低い状況である。

概要
(目的と内容)

　子ども医療費の助成に関する条例に基づ
き、18歳（18歳に達した日以後における最初の3
月31日）までの児童を対象に、保険診療の一部
負担金を助成、子どもの疾病又は負傷の治癒を
促進し、健康増進を図るとともに、子育てにか
かる保護者の経済的負担を軽減している。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成23年10月診療分からは入院を中学校3年生まで、入院外を小学校3年生までに拡
充し、窓口無料化について市内のみから県内の医療機関等に拡大、平成24年10月診療
分からは入院、入院外ともに18歳（18歳に達した日以後における最初の3月31日）まで
拡充、平成26年3月診療分からは医療費の窓口無料化について全国の医療機関等まで拡
大、平成30年1月から庁内での情報連携の条例等を整備し、所得・課税・控除証明書の
省略を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　市民が安心して子育てをしていくための重要な施策であり、安定した事業運営を図
るため、利用者の適正な医療の受診について理解を得ながら実施していく必要がある
。

概要
(目的と内容)

目的：結婚希望者のその希望を叶える
内容：結婚希望者の支援と地域全体で結婚を応
援する環境づくり

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・結婚支援のための人材育成：現代版仲人（ハートフルサポーター）の養成等
・イベント・セミナーの開催：結婚希望者の自己研鑽のためのセミナーの開催等
・「結婚応援地域連携会議」の開催
・地域で結婚支援を担う人材を養成できたことで、継続的な結婚支援が実践されてい
る。また、地域全体で結婚支援に取り組むための関係機関等との連携会議において、
支援の検討と提供に取り組んできた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・結婚希望者には、自信をもって婚活に取り組めるような支援や、安心して相談等が
できる環境が必要である。
・婚活に対するモチベーションアップや結婚に関する不安の軽減を図るためのセミナ
ーを開催する。
・これまで養成した結婚支援を担う人材へのフォローアップや交流の機会の提供など
、地域で積極的に活動できる環境づくりに取り組む。
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事業名 地方創生推進事業（結婚支援事業）【新規分】 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・企画調整課協働・男女参画室 次年度方針 新規

事業費 0 74,773

所要一般財源 0 25,231

概算人件費 0 0

－

－

7

事業名 （仮称）出産支援金支給事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 新規

事業費 0 70,138

所要一般財源 0 70,138

概算人件費 0 631

－

－

8

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 新規

事業費 0 5,000

所要一般財源 0 5,000

概算人件費 0 1,504

－

－

概要
(目的と内容)

目的：結婚希望者のその希望を叶える
内容：①結婚に伴う新生活にかかる費用（住宅
費・引越費用）の補助、②結婚マッチングシス
テム「はぴ福なび」登録料の補助、③結婚支援
員（会計年度任用職員：専門員）の配置

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

概要
(目的と内容)

　本市の次代を担う子どもの健全な育成に資
するため、保護者に新生児一人当たり10万円
を支給し、子育て家庭への経済的支援を行
う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

子育てガイドブック作成事業

概要
(目的と内容)

　子育て家庭等へ本市の子育て支援事業や各
相談窓口等の利用促進を図るため、情報発信
するためのガイドブックを作成し、市窓口や
各教育・保育施設等で配布する。
　合わせて、市ホームページでＰＤＦ版を掲
載し、周知を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）



施策２　安心な妊娠・育児等の支援

1

事業名 子育て世代包括支援センター事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・健康増進課 次年度方針 継続

事業費 6,255 7,255

所要一般財源 2,508 3,508

概算人件費 7,281 7,281

2

事業名 安心な妊娠・出産の支援事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・健康増進課 次年度方針 継続

事業費 109,838 109,838

所要一般財源 104,345 104,345

概算人件費 3,384 3,384

3

事業名 育児支援事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・健康増進課 次年度方針 継続

事業費 8,215 8,215

所要一般財源 2,306 2,306

概算人件費 15,623 15,623

概要
(目的と内容)

目的：妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない
支援を提供する。
内容：妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠
・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応
じ支援プランの作成や関係機関との連絡調整を
行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成30年に健康増進課、子ども家庭課、こども保育課の３課に当センターを開設し
、特に支援を要する妊産婦や乳幼児については定期的会議を開催し、情報共有、支援
の方向性について検討、調整を行い支援体制の構築に努めた。
・平成元年に母子保健コーディネーターとして助産師を配置した。さらに令和3年度に
は助産師を増員し、より専門的な相談・支援を提供する体制を整え、妊産婦支援の充
実に努めた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・妊娠・出産・子育てに関する様々な不安や悩みに対応する必要があることから、妊
産婦や乳幼児の情報が分断されることがないよう集約し、センター３課の情報共有化
を図るとともに関係機関と連携し切れ目ない支援の提供に継続して取り組む。
・オンラインによる相談等、相談しやすい環境整備を検討していく。
・妊婦や乳幼児の保護者だけでなく、家族や地域の方への周知にも取り組み、センタ
ーの活用推進を図る。

概要
(目的と内容)

目的：妊産婦の経済的負担の軽減を図るととも
に、妊娠中から産後も安心して子育てできる支
援体制を確保する。
内容：母子健康手帳交付時に保健指導・相談等
を実施、妊産婦健康診査の助成、産後ケア事業
及び産科医療機関との連携による支援の実施。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・妊産婦の健康診査の助成回数や検査項目の拡充、さらに多胎妊婦への健診費用の追
加助成等により経済的負担の軽減を図っている。
・産科医療機関と連携し支援が必要な方へ家庭訪問や電話による支援を行い、不安や
悩みを軽減し安心して子育てができるよう妊娠期からの支援を実施している。
・産後1年未満の母子を対象に助産所や医療機関で宿泊や日帰りで利用できる産後ケア
事業を実施し、精神的、身体的な負担の軽減を図っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・母子健康手帳交付は妊婦との最初の接点となる重要な機会であることから、対面に
よる状況把握と保健指導を継続し、情報提供の内容については随時更新する。
・必要なサービスの利用や支援につながるよう引き続き関係機関と連携し、妊婦の不
安解消や孤立化防止を図る。
・妊婦健康診査は、安全な妊娠・出産の支援のため、国の動向を注視しながら、公費
助成の内容を検討していく。

概要
(目的と内容)

目的：保護者が子どもの発育・発達について理
解し、養育上の問題の改善や不安を軽減するこ
とで、親子の心身の健康の保持・増進を図る。
内容：健診事後相談や乳児家庭全戸訪問、未熟
児訪問、離乳食教室、未熟児に対する養育医療
の給付等を実施

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・各母子保健事業により、不安や悩みを傾聴し子育て支援に関する情報提供を行うと
ともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供や医療機関の受診等につな
がるよう努めている。
・健診事後相談においては、公認心理士、言語聴覚士の相談を導入し、また心理相談
の実施回数を拡大するなど育児相談の充実を図った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・子育てを取り巻く環境の変化により育児不安や負担感が増大しやすい状況下にある
ことから、引き続き、乳幼児の発育・発達について正しい情報の提供と専門的な支援
を行うことで、保護者の育児力を高め、また子どもが望ましい生活習慣を身につける
ことができるよう取組を進める。
・保護者へ切れ目なく必要な支援ができるよう、関係機関とより一層の連携を図る。
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事業名 乳幼児健康診査事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・健康増進課 次年度方針 継続

事業費 26,079 26,079

所要一般財源 26,079 26,079

概算人件費 22,801 22,801

5

事業名 ５歳児発達相談事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・健康増進課 次年度方針 継続

事業費 439 439

所要一般財源 439 439

概算人件費 2,858 2,858

6

事業名 不妊治療助成事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部　健康増進課 次年度方針 新規

事業費 0 21,787

所要一般財源 0 21,787

概算人件費 0 1,392

－

－

概要
(目的と内容)

目的：乳幼児の健康の保持増進を図る。
内容：集団健診として4か月児、1歳6か月児、3
歳6か月児を対象に実施、施設健診は新生児聴覚
検査、先天性股関節脱臼等検診、9～10か月児健
康診査を実施。集団健診時には、相談（育児、
栄養、歯科）保健指導等もあわせて実施。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・発達状況をより詳細に確認し支援につなぐため、M-CHATの導入、問診票の改正を実
施。
・3歳6か月児健診に、弱視等の早期発見を目的に、眼科屈折（SVS）検査を導入し、弱
視の発見及び治療開始率が上昇した。
・虐待リスクが高いとされる健診未受診児について、連絡票の活用により保育施設等
関係機関と連携できる体制を整備し、目視確認等の状況把握につながっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・子どもの肥満やむし歯有病率が全国と比較して高い状況であることから、実態把握
に努め、基本的な生活習慣を身につけ、子どもが健全に成長していけるよう健診の機
会を活用し保健指導を実施する。
・発達障がいの早期発見・早期療育に繋ぐことができるよう導入したM-CHATや問診票
改正による事業の検証及び弱視の早期発見を目的に導入した眼科屈折（SVS）検査につ
いて引き続き結果の検証を行っていく。

概要
(目的と内容)

目的：発達障がいを含む個別支援の必要な子ど
もの早期発見、保護者等が子どもの特性につい
て理解を深める機会となり適切な対応へ繋ぐ。
内容：保護者へ発達質問票を送付し、返信され
た質問票の内容により保健師が支援を行い、必
要に応じて相談事業や関係機関と連携を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

･返信された発達質問票の内容に応じて支援を行い、必要に応じて専門職による発
達相談を勧める等、適切な対応に努めた。
・発達質問票の未返信者に対して勧奨通知を行ったことにより返信率が上昇し
た。
・未返信者については保育部門との連携や保健師の訪問等により状況の把握に努
めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・保護者が子どもの発達を把握する機会を持つことは、不安の解消や適切な対
応、そして健やかな成長を促す上で重要であり、当事業の活用により子どもの集
団場面での行動の様子や特性について保護者と保育者が共有し、気づき、理解を
深める機会となるよう、引き続き双方での発達質問票の共有を促す。
・就学前の支援が切れ目なく行えるよう、福祉や教育部門との連携を図るととも
に今後のより良い支援のために、支援内容や他部門との連携の状況等を把握し、
改善点を見出していく。

概要
(目的と内容)

目的：不妊治療に係る経済的負担の軽減を図る
。
内容：保険適用となった生殖補助医療費の自己
負担分の一部を助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）
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事業名 ホームスタート事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 3,320 3,320

所要一般財源 0 0

概算人件費 136 136

8

事業名 ブックスタート事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 855 855

所要一般財源 0 0

概算人件費 542 542

9

事業名 子育て短期支援事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 718 718

所要一般財源 266 266

概算人件費 542 542

概要
(目的と内容)

　子育てに不安を抱える家庭、地域から孤立し
そうな家庭、出産にあたり不安を抱えている家
庭に、研修を受けた市民ボランティアが訪問
し、養育者の悩みや相談に応じたり、一緒に家
事・育児をするなどの支援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　訪問件数は年々増加傾向にあり、子育て家庭からの訪問依頼に対応できるよう、専
門研修を実施するとともに、市民ボランティアの増加に取り組み、養育不安の軽減を
図っている。令和元年６月より、産前の妊婦も支援対象とした。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・核家族化が進み、地域のつながりが希薄化する中、子育てに不安を抱える家庭、地
域から孤立しそうな家庭、出産に際して不安を抱えている家庭を、子育て世代包括支
援センター等を活用しながら早期に発見し、支援につなげていく必要がある。
・訪問支援件数が増加傾向にある中、外国人の利用もあることから、対応できる市民
ボランティアの育成にも取り組む必要がある。

概要
(目的と内容)

　４か月健康診査において、乳児及びその保護
者に対し、絵本の読み聞かせを行い、子育てに
おける読み聞かせの重要性を啓発し、子どもの
心と言葉の発達及びコミュニケーション能力の
育成を支援するとともに、安心して子育てがで
きる環境づくりに寄与する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　市の健康増進課で実施する４か月児健康診査において、乳児及びその保護者にボラ
ンティアが絵本の読み聞かせを行い、絵本等を配付した。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和４年10月時点で読み聞かせボラン
ティアによる読み聞かせは行わず、こども家庭課職員によるブックスタートパックの
手渡しに留めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・４か月健康診査未受診者への絵本等の配布については、児童の状態確認を兼ねた個
別家庭訪問等の実施により、対象者全員への配布に努める。
・乳幼児の段階から読み聞かせや親子のふれあいの大切さを経験してもらい、楽しい
子育ての時間を過ごすきっかけを届けることができるよう、関係各課との連携を図り
ながら、読書の機会や情報提供など円滑な事業実施に努めていく。

概要
(目的と内容)

　保護者の疾病や育児疲れ等の理由により、子
どもの養育が一時的に困難な場合や、DV等によ
り緊急一時的に母子保護を必要とする場合に、
一定期間の児童の預かり又は母子を入所させる
ことにより、育児の負担軽減や児童虐待の未然
防止、母子の安全確保を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・社会福祉法人「たちあおい」へ業務委託し、平成29年７月から事業開始した。委託
先において受入体制の整備を行い、サービスを必要としている家庭への支援を行って
いる。
・令和３年度、令和４年度においては、安定したサービス提供を図るため、新型コロ
ナウイルス感染症予防対策として必要な措置を講じている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・核家族化の進行や就労形態の多様化等により、従来の保育サービスでは対応できな
い子育て支援のニーズが生じており、特に家事や仕事、子育てとの両立を迫られるひ
とり親家庭においては、保護者の子育て負担の軽減策が重要となっている。
・支援を必要としている世帯が、必要時に適切に事業利用できるよう体制を整えてい
く必要がある。



施策３　未就学期から学齢期の成育環境の充実

1

事業名 子どものための教育・保育給付事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 3,904,033 3,904,033

所要一般財源 1,006,149 1,006,149

概算人件費 5,415 5,415

2

事業名 公立保育所運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 65,941 58,688

所要一般財源 35,443 29,590

概算人件費 449,238 449,238

概要
(目的と内容)

　教育・保育給付認定を受けた子どもの教育・
保育を実施するため、子ども・子育て支援法に
基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業者に対し、国で定めた公定価格により算
出する施設型給付費等を給付する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

【１】子ども・子育て支援新制度
　平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、認定こども園、幼稚園
及び地域型保育事業者が給付対象施設に追加され、国で定めた公定価格により算出し
た給付費を給付している。
【２】給付対象施設（令和４年４月１日現在）
　・認可保育所：９施設　・幼保連携型認定こども園：18施設
　・幼稚園：１施設　　　・地域型保育施設：９施設

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・国で定める公定価格の単価改正や保育士の処遇改善等加算の加算率引上げ及び令和
元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化等により、給付費は年々増加してき
た。
・特定教育・保育施設における定員変更や児童の教育・保育給付認定の変更等によ
り、給付額が変動しやすい状況にある。
・充実した保育の実施及び施設運営の安定化に資するため、各施設の状況に応じた適
切な給付に努めていく。

概要
(目的と内容)

　保護者の就労などにより保育を必要とする乳
幼児に対し、公立の保育所において保育を実施
する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

【１】中央保育所
　育児休業取得が困難な保護者を支援するため、市内で唯一、産休明け保育を実施し
ている。また、市内の保育施設等の保育の質の向上及び均一化のための研修を開催し
ている。
【２】広田保育所
　保育ニーズの高まりを踏まえて、平成27年度から定員増を行った。令和２年度には
、広田保育所と河東第三幼稚園を統合して、幼保連携型認定こども園として整備・運
営していくことを決定し、令和３年度には、整備・運営方針について保護者や地域住
民との意見交換会を開催した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・社会・経済状況の変化や保護者の就労形態の多様化により、保育を取り巻く環境は
日々変化しており、保育の需要も高まっている。
・保育士不足による年度途中入所児童の受入れが困難である状況や中央保育所の老朽
化対策等の検討も必要であることから、公立保育所の今後の方向性の検討を進めてい
く必要がある。
・幼保一元化の推進など、今後の国の動向を注視しつつ、施設の老朽化の課題を含め
、公立保育所の方向性について、検討を進めていく。
・河東地区に開設予定の幼保連携型認定こども園の整備・運営方針については、保護
者をはじめとした地域住民や関係者に意見を伺いながら、検討を行っていく。
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事業名 公立幼稚園管理運営費 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 11,458 11,166

所要一般財源 10,869 11,142

概算人件費 34,171 34,171

4

事業名 へき地保育所運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 55,287 54,786

所要一般財源 55,037 54,786

概算人件費 226 226

概要
(目的と内容)

　入園児へ幼児教育の場を提供するとともに、
施設を適切に維持管理し、幼児教育の充実を図
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成29年７月から一時預かり事業を拡充（長期休園日での実施）し、児童数の減少
に対応するため、令和３年４月から３歳児の受入れを開始、令和４年４月から満３歳
児の受入れを開始した。
・令和２年度には、広田保育所と河東第三幼稚園を統合し、幼保連携型認定こども園
として整備・運営していくこととし、令和３年度には、認定こども園の整備・運営方
針について、保護者等との意見交換会を開催した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・少子化の進行や女性の就業率の高まりもあり、児童数の減少が続いているが、保護
者からは、河東地区ならではの特色ある教育や少人数での教育を高く評価されてい
る。
・河東地区に開設予定の幼保連携型認定こども園の整備・運営方針については、保護
者をはじめとした地域住民や関係者に意見を伺いながら、検討を行っていく。

概要
(目的と内容)

　交通条件等により児童福祉法第39条に規定す
る保育所を設置することが著しく困難であると
認められる地区の保育を必要とする児童を「湊
しらとり保育園」で集団保育することにより、
児童の社会性を育むとともに児童福祉の増進を
図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○へき地保育所の設置
　平成21年度から、湊地区の４つのへき地保育所を統合し、会津若松市社会福祉協議
会を指定管理者として「湊しらとり保育園」での集団保育を開始し、平成25年度以降
についても、会津若松市社会福祉協議会が指定管理者として運営にあたっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・少子化により将来的には対象児童数の減少が見込まれ、現在の入所児童数は概ね定
員の７割弱となっている。令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化で
は、保育の必要性の認定を受けた認可外保育施設の児童も無償化の対象となった。
・平成27年４月の子ども・子育て支援新制度施行により、国では、へき地保育所に対
する補助制度を廃止し、特例地域型保育または施設型給付の対象施設への移行を推進
している。給付対象施設となれば、地域住民優先とはならないことや、利用者負担が
応能負担となるなどの課題もあることから、今後、保護者や地域の意見等を聞きなが
ら協議していく必要がある。



5

事業名 子育てのための施設等利用給付事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 30,895 30,895

所要一般財源 7,725 7,725

概算人件費 3,610 3,610

6

事業名 特別保育事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 505,088 508,103

所要一般財源 215,486 216,519

概算人件費 1,880 1,880

7

事業名 乳幼児健康支援一時預かり事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 60,202 8,902

所要一般財源 22,328 4,568

概算人件費 188 188

概要
(目的と内容)

　施設等利用給付認定を受けた子どもが、新制
度未移行幼稚園、認可外保育施設、幼稚園の預
かり保育等を利用した際の利用料を国基準の範
囲内で、保護者または利用施設へ給付する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○施設等利用費の給付
　令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化により、施設等利用給付認定
を受けた子どもが以下の施設や事業を利用した際の利用料について、給付を行ってい
る。
・新制度未移行幼稚園・幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設
・一時預かり事業・病児保育事業

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和元年度から開始された国の幼児教育・保育の無償化により、新制度に移行して
いない幼稚園の利用料、保育の必要性の認定を受けた児童の認可外保育施設等の利用
料及び新制度に移行した幼稚園、認定こども園を利用する児童の預かり保育の利用料
等が無償化の対象となった。
・対象事業を利用する保護者の経済的負担の軽減を図るため、適切な給付に努めてい
く。

概要
(目的と内容)

　子育て家庭の負担軽減のための各種保育サー
ビスを特別保育事業（延長保育・一時預かり・
障がい児保育等）として実施し、児童福祉の向
上を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・特別保育事業を実施する私立施設等へ補助金を交付している。
・令和元年度から、心身障がい児教育事業の補助基準額について、障がい児保育事業
と同額とする引き上げを行った。
・令和４年度からは、「医療的ケア児等の支援に関する法律」の施行に伴い、医療的ケア
児の受入れに係る「医療的ケア児保育支援事業」を追加した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・子ども・子育て支援法第59条に規定されている地域子ども・子育て支援事業として
市が実施すべき13事業のうち、本事業で実施している各種保育サービスのほか、利用
者のニーズや利用状況などを踏まえながら、子育て家庭の負担軽減を図っていく必要
がある。
・子育て家庭の負担軽減のため、施設における各種保育サービスの提供や、多様な子
育て支援の体制整備を引き続き推進していく。

概要
(目的と内容)

　病気のため集団生活が困難であるが、日中保
護者が家庭で保育することができない小学校３
年生までの児童を、委託先の医療機関に付設さ
れた専用スペースにおいて一時的に預かる。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成11年度から「病後児保育」を、平成23年度から「病児保育」を実施。
・委託先の業務縮小により、開所時間や利用対象児童等を縮小せざるを得ない状況と
なったため、委託先の新たな選定を含め検討した結果、新たな法人より事業実施の意
向が示されたため、施設整備補助等を行うとともに、令和５年度からの委託先変更に
向けて、協議を進めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・緊急時における子育てと就労の両立支援のため欠かせない事業であり、今後も維持
していく必要がある。近年、委託先の状況変化により、事業が縮小傾向にあったた
め、利用者ニーズに対応した事業継続に向けた検討を進める。
・新たな法人より、事業実施の意向が示されたため、令和５年度以降の事業委託を見
据え、現委託法人とも現状を共有しながら、円滑な事業引継ぎができるよう、事務を
進めていく。
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事業名 児童健全育成事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 674,582 674,582

所要一般財源 174,433 174,433

概算人件費 16,920 16,920

9

事業名 児童館運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 7,530 7,530

所要一般財源 7,374 7,530

概算人件費 21,433 21,433

10

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 新規

事業費 0 2,000

所要一般財源 0 1,000

概算人件費 0 9,024

－

－

概要
(目的と内容)

　放課後や学校休業日に、保護者が就労等によ
り家庭にいない小学生を対象に、小学校の余裕
教室等を活用しながら放課後児童支援員を配置
し、適切な生活と遊びの場を提供することによ
り、児童の健全育成を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○平成27年度
・対象を小学校３年生までから６年生までに拡大。
・利用時間を18時までから19時までに延長。
○令和４年度
・23箇所（51クラス）全てを民間に委託。
※19小学校区のうち18学区に設置、学校施設内のクラブは15か所（33クラス）。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・複数の学区で待機児童が発生したことから、将来的な児童数や利用率の推移を慎重
に見極めながら、受け入れ人数の拡大等により待機児童対策に取り組んでいく。
・放課後児童支援員に対して県や市主催の研修受講を推奨するなど、育成支援の専門
性の向上に努めるとともに、学校やこどもクラブ受託法人との連携強化により、事業
運営の改善にも取り組んでいく。

概要
(目的と内容)

　18歳未満のすべての子どもを対象にして、児
童の遊び及び生活援助と地域における子育て支
援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成す
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・児童館事業：スポーツや工作、四季の行事、伝統行事等（月～土）。
・幼児クラブ事業：子育て家庭の遊び場・交流の場。育児相談（月・水・金）。
・令和２年度をもって行仁町児童センターを、令和３年度をもって城前児童センター
を廃止し、機能を西七日町児童館１館に集約した。
・令和３年度から西七日町児童館において、中高生の居場所作りのため「中高生プラ
イムタイム」を試行し、令和４年度から「児童館プライムデー」として実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・全市の児童を対象としているが、利便性からも難しい場所にあり、利用者は限られ
ている。
・乳幼児の遊び場、保護者の交流の場としてのニーズに対応していく必要がある。
・児童の健全育成のための環境整備、事業のＰＲ及び質的向上に努めていく。
・児童館機能を含む施設の整備について、栄町第二庁舎の利活用及び県立病院跡地利
活用の取組の中で、引き続き検討に努めていく。

屋内遊び場の充実

概要
(目的と内容)

　既存の公共施設（ふれあいハウス、西七日
町児童館）における遊具更新等により、屋内
遊び場の充実を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）
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事業名 地方創生推進事業（デジタル未来アート事業） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　スマートシティ推進室 次年度方針 継続

事業費 14,000 15,000

所要一般財源 7,000 7,500

概算人件費 1,806 1,806

12

事業名 認定こども園施設整備交付金・保育所等整備交付金・安心こども基金特別対策事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 6,198 115,994

所要一般財源 688 12,888

概算人件費 188 188

13

事業名 利用者負担額賦課徴収事務 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 7,048 18,706

所要一般財源 7,048 18,706

概算人件費 11,699 11,699

概要
(目的と内容)

会津大学や地元ICT企業等との連携のもと、子ど
もが楽しみながらデジタル技術を学ぶことがで
きる体験イベント等を実施することで、冬期間
等の子育て環境の充実と、学びの機会を創出す
るとともに地元ICT企業等の技術力向上やしごと
づくりを図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

スマートシティとしての子どもの遊び場の提供やデジタル技術への興味・関心の醸成
等を目的に平成27年度より「デジタルアート展」を開催し、また、小学生などを対象
に学校でのプログラミング講座の実施やプログラミングコンテストの開催などを行っ
てきた。さらに、地元ICT企業等が開発した「デジタル未来アート展」のコンテンツが
首都圏等のイベントで活用されるなど、地元企業等の技術力向上やしごとづくりにも
つながっている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

特に「デジタル未来アート展」については、デジタル技術を活用した子どもの遊び場
として定着しつつあり、地元ICT企業等の稼ぐ力の向上にも寄与するなど、着実に成果
が上がっている。引き続き、地元ICT企業や団体、会津大学等といった地域特有の強み
を活かし、魅力的なデジタルコンテンツの創出により、子どものみならずより幅広い
世代のデジタル技術への興味関心の醸成、リテラシーの向上等を図ることで、学び場
、遊び場およびしごとづくりの場としての更なる発展を目指す。

概要
(目的と内容)

　待機児童の解消を目指し、保育の受け皿整備
等を推進する「新子育て安心プラン（R3～）」
の実施方針に基づき、各種支援策を実施し、保
育の量的拡大、さらには質の確保・向上を図
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・保育所緊急整備事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、保育士等処遇改善臨時特
例事業などに取り組みながら、幼稚園から認定こども園への移行を推進し、保育枠の
拡大に努めてきた。
・近年では、施設整備補助により、令和元年度に３施設、令和２年度に１施設、令和
３年度に１施設の整備が完了し、さらに令和４年度から１施設の施設整備補助に取り
組んでいる。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・国基準の待機児童はいないものの、依然０～２歳児を中心とした潜在的な待機児童
が存在している。その一方で、年度末現在で定員割れしている施設もあり、各施設の
入所状況にばらつきがある。
・本市の人口減少の現状や、施設の利用状況等を踏まえれば、保育の受け皿は一定程
度充足してきたと考えられることから、新たな施設整備については、その必要性を精
査しながら進めていく。

概要
(目的と内容)

　児童福祉法に基づき、認可保育所の入所児童
に係る利用者負担について、賦課・徴収を行っ
てきた。平成27年度からは、認可保育所に加
え、新制度に移行した認定こども園等を利用す
る児童の利用者負担額の算定も行っている。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成19年度に徴収方法を施設での集金から口座振替に変更したことに伴い、滞納額
が増加したため、平成21年度には、滞納対策を目的に任期付短時間勤務職員（令和２
年度から会計年度任用職員）２名を配置し、平成23年度からは、税外収納対策として
納税課との連携を強化、平成25年度から滞納処分の本格運用を開始した。
・平成27年度からは、子ども・子育て支援新制度の開始に伴う利用者負担額の算定・
徴収を行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・これまで増加傾向にあった滞納額は、納税課との連携により調査・差押え等の滞納
処分を行い圧縮が図られ、減少傾向にあるものの、新規滞納者も加わることから、引
き続き徴収体制の強化を図っていく必要がある。また、利用者負担は、認可保育所へ
の委託費や公立保育所運営における財源の一部であり、その確保と納付者との公平性
の維持は重要であるため、継続して徴収体制の強化を図っていく。
・新たに導入されるサーバーのＯＳに対応するため、利用者負担額の算定及び徴収で
使用している「子ども・子育て支援システム」を更新する。
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事業名 教育・保育施設等支援対策事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 43,667 44,633

所要一般財源 32,447 33,165

概算人件費 564 564

15

事業名 実費徴収に係る補足給付を行う事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 852 852

所要一般財源 284 284

概算人件費 190 190

概要
(目的と内容)

　民間の特定教育・保育施設の設置者及び特定
地域型保育事業の事業者に対し、保育士確保や
保育の質の向上等を目的として補助金を交付し
、保育事業の充実を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、当該補助金の見直しを
行うとともに、年度途中での入所児童受入れに係る保育士確保経費を盛り込むなど保
育の質の向上、入所児童の処遇改善を目的とした補助金として再編した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・保護者が産休・育休終了後に安心して仕事復帰できるよう、一斉受付時に年度途中
からの入所の申請を受け付けているが、深刻な保育士不足により途中入所分に必要と
なる保育士を年度当初から確保する必要が生じていることから、保育士確保経費の支
援を継続していく必要がある。
・保育の質の向上を図るためにも保育士の専門研修参加は重要であり、その財政的支
援を行う必要がある。
・保護者の仕事復帰を支援するための年度途中の入所児童受入れに係る保育士確保経
費や保育士の専門研修費は、教育・保育施設、地域型保育事業者における保育の質の
向上を図るためにも必要であることから、今後も継続して支援していく。

概要
(目的と内容)

　生活保護受給世帯等が、教育・保育施設等に
対して支払うべき日用品、文房具その他の教
育・保育に必要な物品の購入に要する費用や行
事への参加に要する費用、給食費等の費用の一
部を補助し、子どもの健やかな成長を支援す
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成30年度の事業開始にあたっては、対象児童が利用する保育所及び認定こども園
等への事業内容の説明及び保護者への周知を行い、対象世帯に対し補助金の交付を
行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化により、従来の幼稚園を利用
する低所得世帯の児童の給食費については、本事業による補助金の交付を行うことと
した。
・対象世帯の経済的負担軽減のため、補助金の交付による支援を継続していく。
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事業名 認可外保育施設助成事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 671 671

所要一般財源 291 291

概算人件費 452 452

17

事業名 保育士研修等事業費 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 342 342

所要一般財源 297 297

概算人件費 1894 1894

概要
(目的と内容)

　認可外保育施設に対し、入所児童の処遇の向
上及び保育の充実を図るため補助金を交付する
。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　認可外保育施設は、保護者の勤務形態の多様化や途中入所等で認可保育所等に入所
できない児童を受け入れるなど重要な保育資源であるが、その財政基盤は弱いことか
ら、運営を支援するための補助金を交付している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・就労と子育ての両立支援、入所児童の保育の充実と処遇向上のため、支援を継続し
ていく必要がある。
・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、保育の必要性の認定を
受けた認可外保育施設の入所児童も無償化の対象となった。
・幼児教育・保育の無償化の対象施設の要件として、県の指導監督基準を満たす運営
体制の整備が必要となることから、県と連携して取り組んで行く。

概要
(目的と内容)

　保育士の専門性向上及び質の高い人材を安定
的な確保、保育士の人材確保のため、保育士等
の研修事業への支援や市主催の研修会を実施す
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・会津若松市保育士会・会津若松市幼児教育振興協会が実施する研修事業へ補助金を
交付し、保育や幼児教育の質の向上を図っている。
・平成26年度から実施している市主催の保育士復帰研修会においては、参加者の再就
職につながるなどの成果があった。
・乳児保育研修会を開催し、低年齢児の保育の質の向上に努めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・教育・保育の質の向上、低年齢児の保育需要に応えるため、事業を継続していく必
要がある。
・潜在保育士の復帰支援研修会は、令和２年度から参加申込みがなく実施していない
ため、周知方法の見直しや検討が必要である。
・会津若松市保育士会、会津若松市幼児教育振興協会が実施する研修事業に対し、今
後も継続して支援していく。
・乳児保育研修会については、低年齢児の保育需要に応えるため、継続して実施して
いく。
・保育士復帰支援研修会については、研修内容や周知方法の検討を行っていく。
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事業名 保育所等給食食材検査 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 11,632 11,632

所要一般財源 185 185

概算人件費 5,640 5,640

19

事業名 保育士宿舎借上支援事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 10,824 10,824

所要一般財源 3,300 3,300

概算人件費 376 376

20

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども保育課 次年度方針 継続

事業費 12,337 3,750

所要一般財源 4,612 1,250

概算人件費 564 564

概要
(目的と内容)

　保育所等の給食食材の安全確保の取組とし
て、自園調理を行っている保育施設等での給食
食材検査を実施し、入所児童に対する東日本大
震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放
射線量の低減化を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故により、給食食材の放射能汚染が問
題となり、保護者の不安軽減を図るため、平成24年５月から、給食の食材検査を開始
した。
・平成31年度、令和２年度は検出されなかったものの、令和３年度においては、１品
目より10ベクレルの放射性セシウムが検出されたため、給食での使用を控え、安全確
認のため追跡調査（再検査）を実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・乳幼児については、放射線の影響を受けやすいことが懸念されているものの、原子
力発電所事故から11年が経過し、令和３年度に検出された食材も検出限界値だったこ
とから、検査の継続について検討を行う必要がある。
・これまでの検査結果により、一定のデータが蓄積されたことから、今後の検査実施
については、県補助の継続や学校給食の検査状況を踏まえて検討していく。

概要
(目的と内容)

　保育士が働きやすい環境の整備や、保育士の
就業及び離職防止を図るため、事業者が保育士
用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○補助金の交付
　令和２年度：４施設（保育士７人分）
　令和３年度：９施設（保育士20人分）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・子育て世帯の保育ニーズに対応する上で、保育士確保は保育事業者の重要な課題で
あり、事業者が保育士を確保するための支援策が必要となっている。
・本事業は、保育士確保に資する取組であり、保育事業者からのニーズも高いことか
ら、継続して取り組んでいく。

保育所等におけるICT化推進等事業

概要
(目的と内容)

　保育士の業務負担軽減を図るため、保育の周
辺業務や補助業務（保育に関する計画・記録や
保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業
務）に係るICT等を活用した業務システムの導入
費用の一部を補助する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

【１】私立施設への補助
　令和４年度　17施設（見込み）
【２】公立施設へのシステム導入
　令和４年度　２施設

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・保育士の業務負担軽減はもとより、新型コロナウイルス感染症による一部休園等に
ついて、一斉に保護者へ通知することができるため、保育施設等におけるICT化の必要
性は、大きく高まっている。
・保育システムの導入を希望する施設に対して支援を行い、保育施設等におけるICT化
を推進していく。



施策４　子どもが安心して生活できる環境づくり

1

事業名 児童虐待防止対策事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 10,387 10,387

所要一般財源 4,822 4,822

概算人件費 21,634 21,634

2

事業名 児童入所施設措置費 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 33,780 33,780

所要一般財源 8,447 8,447

概算人件費 903 903

3

事業名 子どもの貧困対策 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 903 903

概要
(目的と内容)

　児童福祉法及び児童虐待防止法に基づき、関
係機関等との連携を図り、要保護児童、要支援
児童、特定妊婦等の早期発見、早期対応を行い
適切な支援に努める。また、児童虐待の未然防
止のための啓発活動や支援者を対象とした研修
会を実施して資質向上を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・要保護児童対策地域協議会により、児童虐待防止活動を推進し、さらには、子ども
と妊産婦の福祉に関する支援のため、令和２年度に子ども家庭総合支援拠点を設置し
、関係機関との連携を図るほか「虐待対応支援員」を２名配置し、よりきめ細かな相
談対応や支援を行うための体制整備を図った。
・令和３年度より、育児ストレス等の問題により、子育てに対して不安や孤立感を抱
えている家庭に対する、産後ヘルパー派遣制度を開始した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　子育て世代包括支援センター等との連携を図りながら、支援が必要な子どもとその
家庭に対し、適切な子育て施策につなげられるよう連携体制を強化し、児童虐待の早
期発見・早期対応に継続して取り組んでいく。ヤングケアラーへの支援にあたっては
、令和４年度に県が実施する実態調査の結果を踏まえた支援体制の構築、啓発方法の
検討を図る。また、産後ヘルパー派遣制度については、ヤングケアラー世帯も含めた
、よりニーズに即した支援制度の見直しに向けて検討を進める。

概要
(目的と内容)

　経済的理由により入院出産ができない妊産婦
を助産施設へ入所させ、分娩とその費用を支援
する。
　養育不安等を抱え、在宅での生活に問題のあ
る母子世帯を母子生活支援施設において自立支
援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・毎年数件の利用があり、生活保護受給者など、経済的理由により入院出産が困難な
妊産婦が安全に出産できるよう支援を行っている。なお、助産施設は県が指定する医
療機関であり、本市内には２か所ある。
・平成29年７月に開所した民設民営の母子生活支援施設（入所定員10世帯）へ、養育
支援等が必要な母子の入所を決定し、支援計画に基づき母子が自立できるよう支援を
行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・ 医療機関をはじめとする関係機関と連携し、助産が必要な母子の把握に努めるとと
もに、支援を必要とする母子家庭が自立に向けた生活を送ることができるよう、施設
入所による支援を継続していく必要がある。
・医療機関等と連携し、経済的な困難を抱える妊産婦が適切な環境で安心して出産で
きるよう支援していく。また、支援を必要とする母子世帯については、施設と関係機
関で連携を図りながら、各世帯の状況に応じた支援を継続していく。

概要
(目的と内容)

　子どもの将来が生まれ育った環境によって左
右されることのないよう、また、貧困が世代を
超えて連鎖することのないよう、必要な環境整
備と教育の機会均等を図る必要があることか
ら、将来を見据えた支援体制や連携のあり方等
について組織横断的な検討を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・各種子育て支援施策に活かすことを目的とし、平成28年度に県が実施した実態調査
のうち、本市分のデータのみの集計・比較を行った結果、教育の支援の重要性や既存
の各種支援制度等が十分活用されていない現状など、県と市の比較でほぼ同様の傾向
がみられた。
・令和元年に子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部が改正され、貧困対策計画
の策定について、第２期子ども・子育て支援事業計画に位置づけた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　法に基づく大綱が示され、市も子どもの貧困対策として、様々な施策を推進する必
要がある。子どもの貧困対策にかかる庁内外のネットワークと連携しながら、子ども
が生まれ育った環境に左右されることのないよう、各種事業の十分な活用を図り、支
援が必要な家庭に必要な支援を届けるため、制度の周知に努めるとともに、子どもの
貧困対策について協議できるよう検討していく。



4

事業名 子ども未来基金事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 5,063 5,063

所要一般財源 63 63

概算人件費 376 376

5

事業名 家庭児童相談室相談業務 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 6,323 6,323

所要一般財源 4,734 4,734

概算人件費 4,247 4,247

6

事業名 児童扶養手当 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 652,931 652,931

所要一般財源 435,288 435,288

概算人件費 27,326 27,326

概要
(目的と内容)

　子ども未来基金を原資として、地域全体で継
続的に子育てを支援するため、子ども未来基金
事業助成金交付要綱に基づき、地域における子
ども・子育て支援活動を行う団体に助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成28年度に、市民等からの寄附をもとに子ども未来基金を創設した。翌年度から
、その基金を資源として、子ども未来基金事業助成金の実施内容を定め、子育て支援
に資する活動に助成金を交付した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・コロナ禍において、外出自粛によるストレスをはじめ、様々な困難や課題を抱えて
いる子どもや家庭を含め、地域全体で子育て支援の充実を図る必要がある。
・地域における子育てを支援することで、地域と連携した次代を担う子どもたちを育
む仕組みづくりを構築しながら、地域の子育て力の向上のため、助成金を活用した活
動を広く周知していくとともに、助成対象事業や助成方法など、運用面においては実
績を勘案しながら利活用しやすい方法について検討していく。

概要
(目的と内容)

　国において示している「市町村児童家庭相談
援助指針」に基づき、市家庭児童相談室設置運
営要綱により、家庭相談員を２名配置し、電話
や面談等により児童の養育や家庭環境等の様々
な相談に応じ、助言や指導を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　相談員の研修会参加による専門性の向上と関係機関との連携強化に取り組み、相談
者の状況を適切に判断し、相談者のニーズに合った支援につなげられるための相談体
制を図ってきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域における人間関係の希薄化や個人の価値観の多様化等、様々な要因により相談
内容の複雑化、深刻化がみられる。さらには、育児の悩みの背景に、子どもの発達障
がいや保護者自身の精神疾患、経済的困窮が混在するケースも多数見られ、相談員の
資質向上はもとより、他機関との連携の重要性は一層増している。
・各種相談に応じることで、児童虐待の未然防止・早期発見に繋がる業務であること
から、家庭相談業務の周知と相談員の資質向上に継続して取り組んでいく。

概要
(目的と内容)

　児童扶養手当法に基づき、離婚等により父又
は母と生計を同じくしていない児童を養育して
いる母又は父、または父母に代わって養育して
いる人に対して手当を支給し、生活の安定と自
立の促進を通じて児童の健全育成を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・現況届の夜間受付の継続や平成24年度からの現況届の際の住民票提出を省略したこ
となど、市民の利便性の向上を図っている。 　
・さらに平成26年度からハローワークと連携し、現況届受付期間に特設ブースを開設
するなど、受給者の自立に向けた就労支援と相談を行っている。
・また、平成29年11月より個人番号を活用した情報連携が開始されたことにより、申
請に必要な所得・課税・控除証明書の省略を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　不正受給に関して、事実婚等の資格喪失要件が発覚した場合、遡求して返還が生じ
て高額となるケースがあることから、事前に対象者への説明と理解を得ることが重要
である。
　また、就労面での自立を希望する受給者には、ハローワークなど関係機関との連携
や自立支援給付金の受給勧奨等による対象世帯の経済的自立支援を積極的に進め、必
要に応じ生活サポート相談窓口など各種相談窓口と連携を図っていく。
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事業名 ひとり親家庭医療費助成事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 54,030 54,030

所要一般財源 32,694 32,694

概算人件費 11,772 11,772

8

事業名 ひとり親家庭自立支援給付金事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 14,910 14,910

所要一般財源 3,728 3,728

概算人件費 452 452

9

事業名 母子父子寡婦福祉資金貸付 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 414 414

概要
(目的と内容)

　ひとり親家庭医療費の助成に関する条例に基
づき、18歳（18歳に達した日以後における最初
の3月31日）までの児童を養育しているひとり親
家庭等を対象に、保険診療の一部負担金を助
成、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進
し、健康と福祉の増進を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・ひとり親家庭の自立支援に向け、医療機関を受診しやすい環境をつくり、早期受診
による重症化の予防を図るため、平成29年10月診療分から、ひとり親家庭医療費の窓
口無料化の実施とあわせ、1,000円の自己負担額を廃止した。
・また平成30年1月から、庁内での情報連携の条例等を整備し、所得・課税・控除証明
書の省略を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　ひとり親世帯の生活の安定と自立に向けた支援のための重要な施策と認識してお
り、安定した事業運営を図るために利用者への適正な医療の受診について理解を得な
がら実施していく必要があるとともに、財源確保が重要であることから、県補助金の
対象外となっている自己負担廃止について、県への要望を継続していく。

概要
(目的と内容)

　主に児童扶養手当を受給するひとり親家庭の
母または父を対象に、就職に有利な資格取得や
学びなおしのための経費を助成し、安定した収
入を得られる仕事に就労できるように支援す
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・県からの事務移管を受け、平成25年度より事業を開始。平成28年度よりひとり親家
庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業と高等職業訓練促進給付金等事業の対象資
格を追加。令和元年度には、高等職業訓練促進給付金等事業の支給期間の上限を４年
に拡充したほか、自立支援教育訓練給付金事業の対象講座の追加と支給上限額を80万
円へ拡充した。
・また周知を強化したことで近年の受給者数は高い水準を保っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　養成学校への入学には試験等に合格する必要があり、実際に入学までに至らず相談
のみで終了してしまうケースも多く、また、収入増につながる資格取得であっても修
学等にかかる資金や修学中の生活資金に不安があり踏み切れない状況がある。
　ひとり親が就業し仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子ども
が心身ともに健やかに成長できるよう、他の制度も案内し、修学中の生活資金のサ
ポートを行っている。

概要
(目的と内容)

　ひとり親家庭や寡婦で生活費や就学等の貸付
を必要とする者に対し、母子父子寡婦福祉資金
の貸し付けに関する説明や書類の受理を行い、
福祉事務所長の意見を付して県に提出する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・県が実施主体であるこの事業は、市が相談受付を担い、女性福祉相談室相談業務と
連携し、必要に応じ本事業を案内している。子どもの進学や就職等の費用が必要と
なった場合に、無利子で貸付を受けられる本貸付の周知及び申請助言等を継続して
行っている。
・平成26年10月より、貸付対象に父子家庭が追加された。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・本事業の相談件数は依然として高いものの、申請に際して必要な書類が多く、手続
きが複雑であるため、申請に至らないケースもある。
・申請手続きが複雑であることから、広報の際に申請時の注意点を記載することや、
申請から決定までのフロー図を示すなど、貸付申請者がスムーズに申請できるよう工
夫・改善に努め、支援を継続する。
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事業名 就学遺児激励金 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 1,208 1,208

所要一般財源 1,208 1,208

概算人件費 328 328

施策５　障がいのある子どもたちの療育体制の充実

1

事業名 障がい児福祉計画の推進 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 0 190

所要一般財源 0 190

概算人件費 998 5,640

2

事業名 障がい児通所給付（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 327,013 388,050

所要一般財源 59,138 97,013

概算人件費 10,491 10,491

概要
(目的と内容)

　会津若松市就学遺児激励金支給条例に基づ
き、小・中学校に在籍する就学遺児の健やかな
成長と勉学の励みとなることを目的とし、就学
遺児に対し激励の手紙を添えて激励金を支給す
る。金額は1回につき30,000円を支給している。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成25年度から毎年5月5日現在において小・中学校第1学年に在籍する就学遺児から
小・中学校に在籍する就学遺児へ対象を変更し、小学校在籍(またはその学齢)時1回、
中学校在籍(またはその学齢)時1回の支給として、小・中学校及び義務教育学校(また
はその学齢)に在籍する就学遺児が等しく激励金を受給できるようにした。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・就学遺児の健全な育成に寄与するものであることから、各学校からの調査報告と各
種手当等の申請情報をもとに、対象児童の把握に継続して努めていく。
・また、父や母を亡くした遺児が健やかな成長を遂げられるように激励し、就学遺児
の健全な育成に寄与するため、事業を維持していく。

概要
(目的と内容)

　障がいのある子どもの状況等を踏まえ、本市
における障がい児支援の提供体制の確保に関す
る事項を定める計画である。児童福祉法第33条
の20第1項の規定により、市町村が定めるものと
されている。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成23年度：障がい者計画、障がい福祉計画策定
・平成28年度：児童福祉法が改正され、平成30年度から都道府県及び市町村に
　　　　　　　おいて障害児福祉計画の策定が義務付けられる。
・平成29年度：第１期障がい児福祉計画（計画期間は３年間）の策定
・令和２年度：第２期障がい児福祉計画（計画期間は３年間）の策定

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・地域自立支援協議会等との連携のもとで、第２期障がい児福祉計画に掲げる目標の
達成に向けた取組を進めるとともに、各種事業の具現化に取り組む。
・また、課題である「医療的ケア児等に関するコーディネーター」については、地域
自立支援協議会等において課題を検討し、他自治体の取組を踏まえながら配置に向け
た検討を進めていく。
・なお、令和５年度に第３期障がい児福祉計画を策定予定。

概要
(目的と内容)

　児童福祉法に基づき、障がいのある児童又は
療育等の支援が必要な児童に対して、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練、生活能力の向上の
ために必要な訓練、社会との交流促進その他必
要な支援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成24年４月：障害児通所給付が制度化
・平成26年４月：障害児通所給付にかかる多子軽減措置の開始
・平成28年６月：市内初の児童発達支援センター（ゆめみっこ）が開所
・平成30年４月：会津若松市障がい児福祉計画の策定
・令和元年10月：就学前の障がい児の発達支援の無償化開始
・令和元～２年度：コロナの影響による通所支援増加分の自己負担額を助成

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・利用希望者は増加傾向にあり、今後もニーズは高まっていくと考えられるが、サー
ビス提供事業所数はニーズを十分に満たす状況にはなく、送迎や活動内容などの利用
者の個別ニーズに応じた事業所選択をすることができない状況にある
・県をはじめとした関係機関と連携しながら、サービス事業所増加に向けた呼びかけ
を継続することで、増加傾向にある利用児童のニーズが充足するよう取り組む。ま
た、サービス事業所連携会議等においても、支援スキルの向上に取り組む。
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事業名 障がい児相談支援事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 24,199 26,901

所要一般財源 6,051 7,334

概算人件費 978 978

4

事業名 障害児福祉手当・特別児童扶養手当 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 8,769 8,769

所要一般財源 2,207 2,207

概算人件費 1,128 1,128

5

事業名 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 216 216

所要一般財源 109 109

概算人件費 76 76

概要
(目的と内容)

　児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用者
に対し、障がいのある子どもが適切にサービス
を利用できるよう、サービス等の利用計画作
成、利用の調整、利用状況・生活状況のモニタ
リング等の支援を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・障がい福祉サービスを利用する全ての障がい児に対し、障がい児相談支援導入に向
けた取組を進めてきた。
・また、平成30年度から、年間事務量の平準化を図るため、障がい児福祉サービスの
更新時期をサービスを利用する児童の誕生月に合わせる取組を進めている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・医療的ケア児や、家族全体への支援を要する家庭等への支援など、より専門性の高
い相談対応のため、相談支援専門員の資質向上が求められている。
・県の各種研修会の受講により、その相談支援専門員の資質向上が見込まれるととも
に、医療的ケア児等コーディネーター養成研修の受講により、医療的ケア児等コー
ディネーターの役割を担う相談支援専門員の増加を図ることが重要であるため、研修
受講等を働きかけ、地域の相談支援体制を強化していく必要がある。

概要
(目的と内容)

　精神又は身体に著しく重度の障がいがあるた
めに、日常生活において特別の介護を必要とす
る20歳未満の児童に手当を支給する。
　身体又は精神に中度又は重度の障がいを有す
る20歳未満の児童を監護している父もしくは母
等に手当を支給する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成25年度の行政機構の見直しにより所管課が、児童福祉を担当するこども家庭課
へ変更になった。障がい者福祉の各種制度との関連のために障がい者支援課との連携
を図りながら制度周知や支援を実施している。
・手当受給者は状態確認のために定期的に診断書を提出し再認定を行うが、令和２年
度中に認定期限が到達する者については、新型コロナウイルス感染症の影響により、
認定期限が一律で１年間延長された経過にある。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・各手当の支給により障がい児及びその世帯の生活支援に資する制度であり、対象者
への幅広い周知や案内に努めていく必要がある。
・本手当の受給を契機として他の障がい福祉制度の利用等につながる場合もあるた
め、庁内外の関係機関・部署等との連携強化を図りながら、障がい児福祉の向上に努
めていく。

概要
(目的と内容)

　身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等
度の難聴児（18歳未満）に対して、補聴器の購
入等の一部を助成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　身体障害者福祉法における補聴器の助成対象となっていなかった軽度・中等度の難
聴児に対して、補聴器の早期装用による言語の習得、教育等における健全な発達の支
援及びコミュニケーションの向上の推進を図ることを目的として平成28年度から県の
補助事業として実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・軽度・中等度難聴児の早期の補聴器装用による言語の習得、教育等の発達に極めて
有意義な事業であり、制度の周知や広報に取り組む必要がある。
・令和元年度から新たに「修理」の助成が加えられたため、医療機関（耳鼻科）と補
聴器取扱事業者等へ周知していく。
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事業名 自立支援医療（育成医療） 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部・こども家庭課 次年度方針 継続

事業費 1,180 1,180

所要一般財源 295 295

概算人件費 376 376

概要
(目的と内容)

　身体に障がいのある児童又はそのまま放置す
ると将来障がいを残すと認められる疾患のある
児童（18歳未満）で、確実な治療効果が期待で
きる方が、指定医療機関において医療を受ける
場合に、医療費の自己負担を支援する。対象者
は原則医療費の１割を負担する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・平成25年度に県からの権限移譲により市が事業を実施しており、障がいを持つ子ど
もの日常生活の安定、保護者の負担軽減を図っている。
・国より、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月１日から令和３年
２月28日までの間に有効期間が満了する受給者証の有効期間が、一律で１年間延長さ
れた経過にある。また、災害等の緊急時においては、指定医療機関以外の受診も可能
とする取り扱いを行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・公費負担の優先順位の観点から、本制度を利用した上で、残りの自己負担分（1割）
を子ども医療費で賄うことが望ましいが、本市では子ども医療費において全額医療費
助成を受けることができるため、本制度利用につながらない状況がある。公費負担を
明確化するためにも、本制度の周知を継続して行う必要がある。
・医療機関への継続的な周知活動に努め、適正な制度利用の促進を図っていく。
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