
施策 11  子ども・子育て家庭支援の充実  （新施策 04  子ども・子育て家庭の支援） 

主管課名 子ども政策課 
関係課名 

（組織順） 
男女共同参画推進課，子ども家庭課，子ども発達センター，児童青少年課，障害福祉課，健康推進課，

保険年金課，教育総務課，指導室，社会教育課，公民館，図書館 

目 
的 

対 象 子ども（出生前を含む），子どもの保護者 

意 図 
子どもが健やかに成長できる 
多様なライフスタイルに合わせて，安心して子どもを産み育てることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ80＞ 

 子どもが健やかに成長するため，また，保護者が子どもを安心して産み育てることができるようにするため，子育

て支援サービスの充実を図るとともに，地域全体で子育てを支援し，子育てしやすいまちづくりの実現をめざします。

 

成 果 指 標 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 2３年度 平成 2４年度 
目標値 

（平成 24 年度） 
１ 子育てしやすいまちだと感じて 

いる保護者の割合 

 ※見直し成果指標 
― 30.４% 31.4% 32.9% 50.0％ 

２ 子育てが楽しいと感じている保 

護者の割合 

 ※見直し成果指標 
― 95.９% 96.1% 96.3% 98.0％ 

３ 調布市を好きな子ども（中学生・

高校生）の割合 
― ― ― ― 90.0％ 

４ 保育園待機児童数 

（保育施設整備率） 

※見直し成果指標 

249 人 
(29.0%) 

※H22.4.1 現在 

225 人 
(29.7%) 

※H23.4.1 現在 

180 人 
(30.6%) 

※H24.4.1 現在 

208 人 

(34.0%) 

※H25.4.1 現在 

０人(31.9%)
※H25.4.1 現在 

＊「見直し成果指標」は，基本計画策定後の社会経済状況の変化や，施策の成果の達成状況等を勘案し，見直しが適切，必要と思われるものについて，平

成 21 年度に見直しを図った成果指標です。新たに設定した指標については平成 19 年度以前の数値が未把握の場合があります。 

＊目標値設定の考え方は，調布市基本計画見直し成果指標（Ｐ294～P333）を参照してください。 

◆施策の体系 

D120
調布っ子すこやかプラン（調布市次世代育成支援行動計画）の

推進

＜所管課＞

施策11 子ども・子育て家庭支援の充実

子ども政策課

＜基本計画推進プログラム事業＞

D130 総合相談と子育て支援ネットワーク事業の推進 子ども政策課

11-1 子育てしやすいまちづくりの推進

＜基本事業＞

D150 産前・産後支援ヘルパー事業の推進

D140 児童虐待防止センター事業の推進

子ども政策課

子ども政策課

D170 親子のメンタルケア相談の推進

D180

子ども政策課・子ども家庭課D160 子育て支援に関する情報提供の推進

認可保育園の整備・誘致

健康推進課

乳幼児交流事業と学習事業の推進 子ども政策課

子ども政策課

児童青少年課D200 子育てひろば事業の推進

D220

家庭福祉員（保育ママ）の活用

D255

11-2 保育サービスの充実

子ども政策課

D230 認証保育所の活用・誘致 子ども政策課

D240

認証保育所等保育料助成の実施 子ども政策課

公立保育園における保育サービスの推進 子ども政策課

D300

D260

D290 私立保育園の運営支援 子ども政策課

延長保育助成事業の推進

D270 公立保育園の運営委託 子ども政策課

子ども政策課

D320 子どもショートステイ事業の推進 子ども政策課

D310 病児・病後児保育事業の充実 子ども政策課

D340 すこやか保育事業の推進 子ども政策課

D330 トワイライトステイ事業の推進 子ども政策課

D360 学童クラブ施設の整備 児童青少年課

D350 ファミリー・サポート・センター事業の推進 子ども政策課

11-3

D370 学童クラブ運営の充実 児童青少年課

子どもの健やかな成長の支援 D380 こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施 健康推進課

D382 妊産婦健診の実施 健康推進課

D384 定期予防接種の実施 健康推進課

D386 わくわく育児教室の実施 健康推進課

D400 障害児通園事業の推進 子ども発達センター

D390 小児初期救急平日準夜間診療の推進 健康推進課

11-4

D404 子どもの発達相談の充実 子ども発達センター

子育て家庭支援の推進 D420 乳幼児・義務教育就学児医療費助成の充実 子ども家庭課

D402

D430 幼稚園就園支援の充実 子ども政策課

発達支援事業の推進 子ども発達センター

母子・女性緊急一時保護の実施

母子家庭自立支援の充実 子ども家庭課

子ども家庭課D445

D440
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１ 子育てしやすいまちだと感じている保護者の割合 

２ 子育てが楽しいと感じている保護者の割合 

３ 調布市を好きな子ども（中学生・高校生）の割合 

指標 
データ 

 

32.931.430.4
38.334.8

96.396.195.9
94.796.6

90.884.6

0

25

50

75

100

H19 H20 H22 H23 H24

（％）
子育てしやすいまちだ
と感じている保護者の
割合

子育てが楽しいと感じ
ている保護者の割合

調布市を好きな子ども
（中学生・高校生）の
割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 保育施設整備率および待機児童数 
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◆成果指標でみる達成状況 

１「子育てしやすいまちだと感じている保護者の割合」 
平成２４年度の「子育て支援アンケート（平成２４年１０月実施）」の結果，３２.９％の保護者が「子育てしやす

いまち」だと感じています。平成２３年度と比較して１.５ポイントの上昇となっていますが，目標達成には至りま

せんでした。 

２「子育てが楽しいと感じている保護者の割合」 
平成２４年度の「子育て支援アンケート（平成２４年１０月実施）」の結果，９６.３％の保護者が「子育てが楽しい」

と感じています。平成２３年度から微増(0.2 ポイント)の結果となっていますが，目標達成には至りませんでした。 
３「調布市を好きな子ども（中学生・高校生）の割合」 

平成２４年度の「子育て支援アンケート（平成２４年１０月実施）」では，この設問がなく，数値を把握していま

せん。平成２０年度の「子育て支援サービスニーズ調査（平成２１年１月実施）」では，９０．８％でした。(平成 
２５年度に「子ども・子育て支援新制度に伴うニーズ調査を実施予定」) 
４「保育園待機児童数（保育施設整備率＝保育施設の総定員数÷全就学前児童数）」 

平成２５年４月の認可保育園 終申込者数は１,４５９人で前年度と比較して２６１人の増でした。待機児童数は

２０８人で，前年と比較して２８人の待機児童数増加となり，目標達成には至りませんでした。また，保育施設整備

率は３４.０％で，平成２３年度と比較して３.４ポイントの大幅な上昇となり，目標を達成しています。 

 



施策 11 子ども・子育て家庭支援の充実 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本事業別に記載しています） 
11-1 子育てしやすいまちづくりの推進 

平成２３年４月に「調布市子ども基金」を創設し，地域における市民による子育て支援の活動に対して，

基金を活用した支援を平成２４年度も引き続き行うとともに，子どもと子育て支援策のための寄付金の受

け口を確保しました。 

 児童虐待防止センター事業をはじめとする相談体制の強化として，平成２３年４月から，虐待対策コー

ディネーターと虐待対策ワーカーを各１人配置し，引き続き丁寧な対応を行いました。 

11-2 保育サービスの充実 

平成２４年度は，保育園待機児童対策として，私立認可保育園５園，グループ型保育施設２箇所，その

ほか認可保育園の建替えなどにより，４６９人の定員拡大に取り組みました。(２４年度末に家庭福祉員１

箇所で定年閉所により３人の定員減，実定員拡大数４６６人) 

 市立仙川保育園の運営業務委託を平成２４年度から本格的に実施し，毎週１回父母の会会長との打合せ

を行うとともに，月１回三者協議会(受託法人(代表及び仙川保育園職員），父母の会，子ども政策課職員)

で協議を行い，円滑な保育園運営に向けた意見交換を行いました。また，その内容を「ひだまり通信」に

掲載して，全保護者向けに配布し，きめ細かい周知に努め，保護者の不安の解消に努めました。 

 認証保育所及び家庭福祉員(保育ママ)の運営や保育に係る助言や相談を行っている「保育アドバイザー」

２人が市内の民間の保育施設に対して，子どもに対する保育への指導・助言や保育士の相談等きめ細かな

対応を行ない，市内保育施設の保育力向上等の効果が得られました。 

 学童クラブについては，運営を委託している学童クラブ６箇所のほか，学童クラブ分室１１箇所におい

て，午後６時から午後 7 時までの育成時間の延長を実施しました。また，障害児の受入れについて小学校

４年生までの学年延長を行い，併せて送迎事業も実施しました。 

 施設整備では，つつじケ丘児童館学童クラブ上ノ原分室及び同上ノ原小学校分室を新施設へ移設すると

もに，深大寺児童館学童クラブ北ノ台分室を北ノ台小学校敷地内に移設し，育成環境の整備を図りました。

11-3 子どもの健やかな成長の支援 

子ども発達センターは，発達に遅れやかたよりのある子どもやその家族を対象として事業を実施してお

り，平成２４年度末の在席児は 457 人（延べ人数）でした。通園事業は，児童福祉法に基づく児童発達

支援事業に移行しましたが，引き続き専門性の確保と療育内容の充実を図るとともに，委託事業者との連

携により，安定的な運営に努めました。 

新規事業として，児童福祉法に規定された障害児通所支援利用に伴う「サービス等利用計画」を作成す

る障害児相談支援事業を開始し，子どもの生活全体をとらえた総合的な相談支援，関係機関との連携を図

りました。また，保護者の病気や冠婚葬祭等で養育が困難となった場合や保護者の休息が必要になったと

き，障害児等を一時的に預けることができる緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業を開始しました。

母子保健事業では，全家庭対象の「こんにちは赤ちゃん訪問」事業を引き続き実施し，訪問後の支援の

充実を図りました。 

11-4 子育て家庭支援の推進 

子育てをしている保護者に対する経済的負担軽減施策として，引き続き乳幼児・義務教育就学児童に対

する医療費自己負担分を助成しました。一時的に児童を養育できない保護者に対しては，自宅でベビーシ

ッターを利用した場合の利用料の一部を助成する「ベビーシッター等利用料助成事業」を実施しました。

多岐にわたるひとり親家庭の相談に対応するとともに，ＤＶ(ドメスティックバイオレンス)等により緊急

に保護を要する母子に対して，迅速かつ適切な支援を行うため，母子自立支援相談員２人及び自立に向け

た就労支援を行うため就労支援専門員２人の体制で相談業務の充実を図りました。 

 


