
子育て世代包括支援センター係 
１ 母子保健 

（１） 妊婦に対する支援 

ア 妊娠届出数 (単位：人) 

総 数 満 11 週以内 満 12～21 週 満 22～27 週 満 28 週以上 不 詳 

令和元年度 389 352 30 ２ ５ ０ 

前年度 420 388 23 ３ ６ ０ 

イ 妊婦面接者数 ＊転入妊婦面接含む 

総数 

令和元年度 424 人 

前年度 454 人 

（２） 相談業務 （単位：件） 

区 分 家庭訪問 面接相談 電話相談 

妊娠期 39 25 179 

産後期 113 27 222 

乳幼児期 115 40 108 

その他 72 33 142 

合 計 339 125 651 

前年度 193 152 474 

（３）支援プラン作成数 ※（１）及び（２）から支援プランが必要とされた件数 

妊婦 乳幼児 

令和元年度 184 件 88 件 

前年度 176 件 45 件 

２ 市内幼稚園・保育園等巡回相談 

（１）訪問回数  （単位：回） 

施設数 定期巡回訪問 フォロー巡回訪問 合計訪問回数 

令和元年度 20 81 48 129 

前年度 20 93 92 185 

（２）定期巡回訪問相談人数 （単位：人） 

区分 相談人数 

０歳児 ３ 

１歳児 19 

２歳児 67 

３歳児 96 

４歳児 80 

５歳児 93 

計 358 (737) 

前年度計 342 （801） 

（３）相談状況 （単位：件） 

相談内容 
件数 

(重複あり) 

内訳 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

発達について 348 ３ 19 64 94 80 88 

健康、疾病について 32 ０ １ ２ 10 ４ 15 

性格及び行動について 215 ０ ８ 37 67 50 53 

就学について 67 ０ ０ ０ １ 10 56 

家庭での育児、親子関係

及び生活環境について 
125 ０ ３ 16 43 28 35 

計 787 ３ 31 119 215 172 247 

前年度計 882 10 60 142 184 279 207 
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（４）支援プラン作成数 

支援プラン作成数 

令和元年度 116 件 

前年度 76 件 

３ 心理個別相談 

（１）子どもの発達に関する相談（単位：人） ※未就園児は学年相当の区分に入力 

区分 相談人数 

０歳児 ０ 

１歳児 ８ 

２歳児 24 

３歳児 36 

４歳児 37 

５歳児 37 

その他 １ 

計 143 （316） 

前年度計  109  （362） 

（２）相談状況 （単位：件） 

相談内容 

件数 

(重複あ

り) 

内訳 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

発達について 140 ０ ８ 23 36 36 37 

健康、疾病について 16 ０ ０ １ ５ ３ ７ 

性格及び行動について 94 ０ ５ 14 25 25 25 

就学について 23 ０ ０ ０ ０ ５ 18 

家庭での育児、親子関係

及び生活環境について 
47 ０ １ ３ 17 13 13 

計 320 ０ 14 41 83 82 100 

前年度計 302 ６ 24 71 43 115 43 

（３）支援プラン作成数 

支援プラン作成数 

令和元年度 120 件 

前年度 51 件 

（４）相談業務 （単位：件） 

区 分 家庭訪問 面接相談 電話相談 
個別の 

行動観察 
検査 

検査所見等 

文書作成 

妊産婦 ０ １ １ ０ ０ ０ 

乳幼児 １ 315 781 37 15 58 

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 １ 316 782 37 15 58 

前年度計 ２ 368 412 60 18 23 

４ 関係機関との連携 

（１）関係機関連絡  （単位：件） 

保健 

指導係 

子ども 

家庭支援 

センター係 

生活 

福祉係 

障害 

福祉係 

子育て 

支援係 
保育係 

個別 

支援 

教育係 

医療 

機関 

保育園 

幼稚園 

他市町

村 
その他 合計 

前年度 

合計 

1,043 657 27 110 29 77 114 257 424 159 445 3,342 3,212 

※（ ）内は

延べ数
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（２）関係機関紹介 （単位：件） 

保健指導係 個別支援教育係 医療機関 保育園・幼稚園 その他 

令和元年度 14 27 24 ０ 12 

前年度 ７ 37 ７ 15 ９ 

（３）関係機関連携会議 

会議開催延べ回数 
庁内関係部署及び関係機関と

連携のための会議を行った。 令和元年度  121 回 

前年度 86 回 

５ 産後ケア事業 

（１）申請者数 23 人 

（２）利用状況 

ア 宿泊型 

利用人数（人） 延べ利用日数（日） 

４ 15 

イ デイサービス型 

利用人数（人） 延べ利用日数（日） 

６ 18 

ウ アウトリーチ型 

利用人数（人） 延べ利用回数（回） 

17 41 

６ テレビ電話多言語通訳サービス利用状況 

利用年月 利用時間（分） 利用言語 

令和元年 11 ６ タイ語（1回） 

12 91 
スペイン語（1 回）、中国語（３回）、ネパール語（１回）

ベトナム語（１回） 

令和２年１ 52 タイ語（１回）、ベトナム語（２回） 

２ 53 ベトナム語（４回） 

３ 117 タイ語（１回）、ネパール語（１回）、ベトナム語（３回） 

合計 319 

７ 日本語通訳者派遣事業 

利用年月 利用時間（分） 利用言語 

令和元年８ 120 フランス語（１回） 

９ 120 ネパール語（２回） 
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