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関係課名 
（組織順） 

男女共同参画推進課，保育課，子ども家庭課，児童青少年課，障害福祉課，子ども発達センター，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Ｐ66＞ 

子どもが健やかに成長し，だれもが安心して子どもを産み育てることができ，子育てを楽しく感じることができるよ
う，子育て支援サービスの充実を図るとともに，地域全体で支援し，子育てしやすいまちづくりを推進します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 子育てしやすいまちと
感じている市民の割合 
【☆，◎】 
（子育て支援サービスに満
足している市民の割合） 

34.2% 
 

（51.4%） 

36.0% 
 

（54.1%） 

－ 

 

（51.9％） 

 

－ 

 

（50.６％） 

 

50.0％ 
 
－ 

２ すこやかなどで児童虐
待に関する相談を受け付け
ていることを知っている市
民の割合【☆，◎】 

32.5% 33.2% 35.9% 36.0% 50.0％ 

３ 保育施設整備率 
【☆，◎】 

34.8％ 
（平成26年4
月1日時点） 

42.0％ 
（平成28年4
月1日時点） 

43.5% 
（平成29年4
月1日時点） 

49.4% 
（平成３０年4
月1日時点） 

53.6％ 
（平成30年4
月1日時点） 

４ 認証保育所等の利用者
のうち，低・中所得者層の
すべての世帯に保育料を助
成する。【◎】 

－ 100.0% 100.0% 100.0％ 
100.0％ 
（平成31年

度） 

５ 就職相談会に参加する
事業者が定める募集人員の
半数の採用【◎】 

－ 21.7% 9.1% 29.2% 
50.0％以上 
（平成31年

度） 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 子育てしやすいまちと感じている市民の割合【☆，◎】 
平成２９年度は数値の把握に至りませんでしたが，「市民意識調査」による「子育て支援サービスに満 

足している市民の割合」は，平成２９年度は，５０．６％となり，平成２８年度と比較して，１．３ポ 
イントの減となりました。 
２ すこやかなどで児童虐待に関する相談を受け付けていることを知っている市民の割合【☆，◎】 
平成２９年度の「調布市民意識調査」の結果，回答者の３６．０％の方が「児童虐待の相談機関を知っ 

ている」と回答しています。平成２８年度と比較して，０．１ポイントの上昇となりました。 
３ 保育施設整備率【☆，◎】 
 平成２９年度に実施した保育施設整備（認可保育園１０園）により，８１１人の定員拡大を図った結果 
保育施設整備率（平成３０年４月１日時点）は，４９．４％となり，平成２８年度と比較して，５．９ポ 
イントの上昇となりました。 
４ 認証保育所等の利用者のうち，低・中所得者層のすべての世帯に保育料を助成する。【◎】 
認証保育所等の利用者に対しては，世帯の市民税所得割課税額に応じて保育料の助成を実施していま

す。 
平成２９年度は，保育料助成区分の５区分全てについて助成額を増額し，認証保育所等に通園する低・

中所得者層すべての世帯に対して保育料を助成しました。 
５ 就職相談会に参加する事業者が定める募集人員の半数の採用【◎】 
保育士等の就職相談会を２回実施し，延べ２４事業者からの募集に対して，７人の採用がありました。

採用割合は２９．２％となり，前年度の９．１％から大幅に上昇しました。目標である募集人数の半数の
採用には至りませんでしたが，参加事業者からは，このような機会の継続を求める要望が出ており，募集
人数に対する採用割合は増加傾向にあります。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№04 子ども・子育て家庭の支援） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０４-１ 子育てが楽しくなるまちづくり（総合戦略Ｄ－①）  
子ども条例の理念に基づき，平成１９年５月５日に行った「いじめや虐待のないまち宣言」を多くの子

どもたちに知ってもらうため，いじめや虐待のないまちの実現のＰＲ事業として，小学校６年生までの児
童を対象に，宣言にちなんだ絵を募集し，ごみ収集車へのラッピングによる啓発を図りました。 
子ども家庭支援センターすこやかを拠点として，相談事業・一時預かり事業，学習・交流事業などを実

施しました。２９年４月からは，さらに気軽に利用できるよう入館・退館方法を名簿記入方式からカード
提示読み取り方式に変更しました。２９年７月からは，すこやか保育，トワイライトステイのインターネ
ット予約を開始し，利用者の利便性の向上を図りました。 
地域における市民による子育て支援の活動に対して，「調布市子ども基金」を活用した支援を引き続き

行いました。また，子育てに関する行政情報と民間発信の情報を一元化した「子育て応援サイト」を運営
するため，市内ＮＰＯ法人に対して「調布市子ども基金」から運営費用を助成しました。 
調布駅南口のセントラルレジデンス調布市権利床を活用している，親子で気軽に飲食ができる子育てカ

フェ「aona」と，子育てひろばや一時的・定期的な預かり保育機能を有する「プレイセンターちょうふ」
の運営を支援しました。 
男女共同参画推進課では，グループ相談事業「ほっとサロンしぇいくはんず」を定期的に開催し，育児

中や親子関係の悩みを参加者で共有したり，産後のボディケア講習を実施しました。また，講演会「母で
はなくて親になる」の開催に際しては，保育付で実施したほか，会場内にもキッズスペースを設け，子育
て中の市民の参加に配慮しました。 
図書館では，親子で絵本やわらべうたを楽しむ０～２歳児向けおはなし会と幼児から小学生向けおはな

し会を中央図書館と１０分館で６７８回開催し，６，４４９人が参加しました。 

０４-２ 子育て家庭の支援（総合戦略Ｄ－②） 
子育てをしている保護者に対する経済的支援策として，児童手当を支給するとともに，乳幼児・義務教

育就学児に対する医療費自己負担分を助成しました。義務教育就学児については，平成２９年１０月から，
小学校１年生から小学校３年生までの所得制限を撤廃し，制度の拡充を図りました。また，幼稚園や認証
保育所等に通う家庭に対する支援やベビーシッター等利用料助成事業を実施しました。 
ひとり親家庭への支援として，児童扶養手当や児童を養育する親などへの医療費助成等による経済的支

援を実施するとともに，就労支援や自立支援などの相談業務を実施しました。また，今後の子ども・子育
て支援施策の参考とするため，「ひとり親家庭アンケート調査」を実施しました。 
子どもの貧困対策として，相談事業，学習支援事業，居場所事業を一体的に行う「子ども・若者総合支

援事業（ここあ）」を拠点に，他機関と連携しながら個別に支援を行いました。 
０４-３ 子どもの健やかな成長の支援（総合戦略Ｄ－③） 
 子ども家庭支援センターすこやか内の児童虐待防止センターを拠点として，相談事業などにより虐待を
未然に防ぐとともに，要保護児童対策地域協議会や関係機関と連携し，児童虐待の早期発見，早期対応に
取り組みました。 
母子保健事業では，妊婦に対して専門職が面接を行う「ゆりかご調布」事業を実施し，妊娠早期から状

況把握に努めるとともに「産後ケア事業」を開始し，産前産後の母子を支援するほか，「こんにちは赤ち
ゃん訪問」事業を引き続き実施し，妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実を図りました。    
子ども発達センターでは，発達に遅れやかたよりのある，又はそのおそれ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2９年度末の在籍児は延べ５６７人でした。児童福祉法に基づく児童
発達支援事業（通園事業）は，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。児童福祉法に規定された障害児相談支援事業では，計画作成，モニタリ
ングを延べ147件実施し，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延べ254件実施し
ました。 
男女共同参画推進課では，子ども家庭課と連携して，オレンジリボン・パープルリボンキャンペーンを

文化会館たづくりのエントランスホールで９日間実施し，幅広く啓発し，ワークショップには２０２人が
参加しました。  

０４-４ 保育サービスの充実（総合戦略Ｄ－④）  
保育園待機児童対策として，平成３０年４月１日の開設に向けて，認可保育園１０園を誘致・整備し，

合計８１１人の定員拡大を図りました。また，子ども・子育て支援法に基づき，保育の質の維持・向上を
図ることを目的に，市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対して指導検査を実施しまし
た。 
学童クラブ施設の整備については，平成２９年４月１日に上ノ原小学校地域において「しばさき公園北

第１・第２学童クラブ」を開設しました。また，第三小学校地域（平成２８年度からの繰越事業）及び若
葉小学校地域での整備に向けた設計業務を行ったほか，調和小学校地域及び第一小学校地域において，平
成３０年４月１日の開設に向けた準備・調整を行いました。 
さらに，既存の学童クラブでは受入れが困難な児童が利用できる学童クラブ施設について，調布心身障

害児・者親の会をはじめとする関係団体と施設レイアウト等の協議・調整を行いました。 
保育従事者の確保に向け，市内保育事業者と連携して就職相談会を２回実施し，保育従事者７人の採用

につなげました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№04 子ども・子育て家庭の支援） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

（子育てが楽しくなるまちづくり） 

・平成２７年４月に子育てに関する行政情報と民間発信の情報を一元化した子育て応援サイト「コサイト」を開設し，子ども基金を

活用して助成した。 

・調布駅南口のセントラルレジデンス調布内に，親子で気軽に飲食ができる子育てカフェ「aona」と，子育てひろばや一時的・定期

的な預かり保育機能を備えた「プレイセンターちょうふ」を開設した。 

（子どもの健やかな成長の支援） 

・子どもへの一貫した支援を実践するため，子ども発達センターと教育相談所が連携して，小学１年生の子どもとその保護者の相談

に応じる「小１個別相談」を実施した。 

（保育サービスの充実） 

・保育園待機児童対策として，認可保育園６園を誘致・整備し，４３６人の定員拡大を行なった。 

・学童クラブ事業と放課後子ども教室事業（ユーフォ—）について，それぞれの機能を活かし，一体的な事業運営を行うため，児童 

館併設以外の学童クラブとユーフォーを民間事業者へ業務委託した。また，利用者アンケートを実施した。 

・学童クラブについて，対象学年を「小学３年生まで」から「小学６年生まで」に拡大するとともに，市民ニーズに対応するため， 

全ての施設で１９時まで育成時間を延長した。 

（平成２８年度） 

・ファミリー・サポート・センター事業の事務所を移転し，利用者の利便性の向上を図った。 

・子育てに関する行政情報と民間発信の情報を一元化した子育て応援サイト「コサイト」の円滑な運営のために子ども基金を活用し

て助成した。 

・保育園待機児童対策として，認可保育園７園を誘致・整備し，３３５人の定員拡大を図った。 

・保育の質の維持・向上を目的に市内５０園の指導検査を行った。 

・児童福祉法に規定された障害児通所支援利用に伴う障害児相談支援事業として，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った。 

・学童クラブ３施設（かしわの学童クラブ，はなばたけ第１・第２学童クラブ）を新たに開設したことによりの定員増を図った。 

・北ノ台小学校エリアに新設した「はなばたけ第１・第２学童クラブ」の敷地内において，これまで活動していた市民グループと地

区協議会，学童クラブの運営事業者の３者で連携・協力し，地域の憩いの場となるよう花いっぱい運動を開始した。 

・義務教育就学児医療助成制度において，市民税非課税世帯の通院時自己負担額を無料化し，新たに 683人の児童を対象に制度の

拡充を図った。 

（平成２９年度）  

【多様な保育ニーズへの対応強化】 

・保育園待機児童対策として，認可保育園１０園を誘致・整備し，８１１人の定員拡大を図った。 

・保育の質の維持・向上を目的に市内５７園の指導検査を行った。 

・しばさき公園北第１・第２学童クラブを新たに開設したことにより，８０人の定員増を図った。 

・認証保育所等保育料助成事業の拡充を図った。 

・幼稚園入園料補助の拡充など，保護者負担の軽減を図った。 

・保育従事職員の宿舎借り上げ支援を行い，保育人材の確保及び定着を図った。 

・「調布市保育施設食物アレルギー対応マニュアル・基礎知識」を作成し，保育施設が最低限遵守すべき事項を定め市内の施設に周知

した。 

【妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実】 

・４月から子ども家庭支援センターすこやかの入館退館方法を名簿記入方式からカード提示読取方式に変更した。７月からは，すこ

やか保育とトワイライトステイのインターネット予約を開始し，利用者の利便性の向上を図った。 

・義務教育就学児医療費助成制度において，小学校1年生から小学校3年生までの所得制限を撤廃し，新たに約1300人の児童を

助成対象として制度の拡充を図った。 

・子育てに関する行政情報と民間発信の情報を一元化した子育て応援サイト「コサイト」の円滑な運営のために子ども基金を活用し

て助成した。 

・産後ケア事業（デイケア型）を開始し，産前産後の育児負担の軽減と育児支援を図った。また，「ゆりかご調布」事業の実施により，

「子育て世代包括支援センター」である保健センターや子ども家庭支援センターすこやかを核とした妊娠早期からの切れ目ない支

援を図った。 

・青少年が次代を担う社会の一員として自覚を持って社会生活をおくることができるよう青少年の健全育成（施策０６）の取組を推

進した。 

【子どもの貧困対策と社会的な困難を抱える若者の自立支援の充実】 

・子どもの貧困対策として実施している「子ども・若者総合支援事業（ここあ）」において，学習支援事業の日当たり利用定員を５人

増員（２５人→３０人）した。 

・ステップアップホーム事業を創設し，児童養護施設退所者５人へ居住の場の確保支援と相談支援を行い社会自立の促進を図った。 

・オレンジ・パープルリボンキャンペーンでは，児童虐待やDVについて多くの市民に啓発することができた。 

※ 平成２９年度から子ども生活部では３つの視点から取組を体系化しており，その体系に沿って記載  

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ ◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№04 子ども・子育て家庭の支援） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 子育てしやすいまちと感じている市民の割合 
【☆，◎】 
（目標値：50.0％ 現状値：- ） 

- 
【要因・課題】 

２８年度から指数の指標の数値を把握する調査を終

了したことにより把握できていない。 

２ すこやかなどで児童虐待に関する相談を受け付けて

いることを知っている市民の割合【☆，◎】 
（目標値：50.0％ 現状値：36.0%） 

○ 
【要因・課題】 

虐待を未然に防ぐために引き続き認知度の向上に努

める必要がある。 

３ 保育施設整備率【☆，◎】 
（目標値：53.6％ 現状値：49.4%） ◎ 

【要因・課題】 

施設整備数は目標を達成する見込みであるが，整備

率は就学前児童数の伸びから当初の目標には至らな

い。 

４ 認証保育所等の利用者のうち，低・中所得者層のす

べての世帯に保育料を助成する。【◎】 
（目標値：100.0％（平成 31年度） 現状値：100％） 

◎ 
【要因・課題】 

認証保育所等の利用者に対しては，世帯の市民税所

得割課税額に応じて保育料の助成を実施した。 

５ 就職相談会に参加する事業者が定める募集人員の半

数の採用【◎】 
（目標値：50.0％以上（平成 31年度） 現状値：29.2%） ○ 

【要因・課題】 

目標値までの採用に至らなかったが，参加事業者か

らは，このような機会の継続を求める要望が出てお

り，募集人数に対する採用割合は増加傾向にある。 
 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①特定教育・保育施設等に関する指導検査 

②子ども・若者総合支援事業の実施 

③義務教育就学児医療費助成制度において，市民税非課税世帯の

通院時自己負担額の無料化に加え，小学校1年生から小学校3年

生までの所得制限を撤廃した。 

④ゆりかご調布事業（子育て世代包括支援センターの設置） 

⑤産後ケア事業の充実（デイケア型） 

 

①特定教育・保育施設等に関する指導検査。（近隣自治体では唯一

全施設の指導検査を実施） 

②ひとり親家庭の学習支援事業（26市中8市で実施），ひとり親

家庭の相談支援事業（2６市中初），ひとり親家庭の親の学習支援

（都内初），高校卒業程度認定試験合格支援事業（26市中13市

で実施）。 

③引き続き，国や都に対し財政支援等を要望するとともに制度拡

充について検討。市部においては26市中10市が所得制限を撤

廃。（７市が中学３年生まで，３市が小学校３年生まで） 

④母子保健手帳交付時にゆりかご調布事業を実施し，全数面接に

つなげる。 

⑤宿泊型産後ケア事業の検討。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①学童クラブの施設整備 

 

 

 

①小学校に近く児童が一人で歩いて通える適地の選定に時間を要

した。学童クラブのニーズも年々増加傾向にあるため，計画的に

施設整備を進めるとともに，放課後子供教室事業ユーフォーとの

一体的な運営を引き続き推進する。         

  
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・保育園待機児童対策として，平成２９年度は，認可保育園１０園を新たに誘致・整備し，８１１人の受入れ枠の拡大を図った。待

機児童は今なお解消には至っていないが，待機児童数は，平成２９年４月１日の３１２人に対し１４５人減少し１６７人となった。

平成３０年度は，認可保育園等の誘致・整備のほか，年度限定型保育事業等を実施し，待機児童対策を推進する。 

・義務教育就学児医療費助成制度については，市民税非課税世帯の通院時自己負担額の無料化，小学校1年生から小学校3年生まで

の所得制限の撤廃など制度拡充を図った。 

・子ども・若者総合支援事業（ここあ）の学習支援事業は，ニーズ増に伴い，年々日当たり利用定員を拡大し，平成２９年度は３０

人へ定員増，利用者全員が高校等へ進学している。相談も増加傾向にあり，アウトリーチを含む家族支援，民官問わず他機関との連

携等，徐々に成果が得られている。平成３０年度は，学習支援事業の対象者を拡大し，子どもの貧困対策を推進する。 

・ゆりかご調布事業や産後ケア事業の実施，子ども家庭支援センターとしての地域連携体制を強化することにより，妊娠期から子育

て期にわたる切れ目ない支援体制の構築につながっている。 

評価 Ａ  
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№04 子ども・子育て家庭の支援） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・母子保健施策と子育て支援施策との連携による妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制の構築。 

・児童虐待の予防と早期発見に重点を置いた養育相談を充実させる。そのためにも，虐待に至る前に相談を受けられる体制や，必

要な支援が受けられる体制を整える。 

・子どもの貧困の連鎖防止への対策と若者の自立支援の充実。 

・「調布市子ども・若者基金」の新たな活用と寄附文化醸成に向けた広報・周知。 

◎タグラクビーやボルダリングを児童館及びユーフォーで普及させるほか，世界の国々の文化を知る取組を児童館で実施し気運醸

成を図る。 

※子ども生活部は現在，“部の基本的取組”を３つの視点（「多様な保育ニーズへの対応強化」「妊娠期から子育て期にわたる切れ目

ない支援の充実」「子どもの貧困の連鎖防止と若者の自立支援の充実」）から体系化しており，基本計画との整合を図るため，次

期基本計画の策定においては，「０４施策」「０６施策」の施策体系の見直しを含め検討する必要がある。 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①子ども・子育て支援新制度により子ども施策に関する国の制度・財源が
一元化され，市町村は地域のニーズを調査し，子ども・子育ての５年間の
計画の策定が義務付けられている。調布市では平成３１年度に平成３２年
度から３６年度までを期間とする「調布っ子すこやかプラン」（調布市子
ども・子育て支援事業計画）を策定する。 
②児童福祉法第５６条の６第２項の規定により，地方公共団体は，人口呼
吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する
状態にある障害児の支援に関する保健，医療，障害福祉，保育，教育等の
連携の一層の推進を図るよう努めることとされた。 
③幼児教育・保育の無償化。 
④国の少子化社会対策大綱やまち・ひと・しごと創生総合戦略において示
された「子育て世代包括支援センター」を核とした，妊娠期から子育て期
にわたる切れ目ない支援の構築を推進する。 
 
 
 

①次期「調布っ子すこやかプラン」（調布市子ども・

子育て支援事業計画）の策定に向け，平成30年度に

保育に関するニーズなどを把握するため調査を実施。 

②医療的ケア児の支援に関して，子ども・福祉・教育

分野等における連携をより一層推進する。 

③保育の無償化の実施に伴い，新たな保育需要が喚起

することが想定されるから，保育園施設整備はもとよ

り，幼稚園の一時預かり事業の充実などにより，待機

児童の解消に向けて，あらゆる対策に取り組む。 

④切れ目なく子育て世代を支えるために，新たな事業

の立ち上げや既存事業の充実を図る必要がある。 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向

等 

①公立保育園及び児童館のあり方や運営形態の移行を検討する。（昭島市
では，公立保育園５園のうち３園民営化，１園廃園，１園公私連携型保育
園へ移行した。武蔵野市は９園の公立園のうち４園を市の財政援助団体に
よる運営へ移行した。） 
②児童福祉法の改正により，児童虐待相談等の連絡・調整に関する基本ル
ール（東京ルール）及び調布市子ども家庭支援センターと児童相談所の共
有ガイドラインを見直す。 
 

①限りある経営資源を効果的・効率的に活用し，将来

にわたる質の高い市民サービスの持続的な提供に向

け，最少の経費で最大の効果を上げるための取組を推

進。 

②児童虐待の対応について，都と区市町村で検討中で

あるが，平成３１年度から児童相談所業務の一部が実

質的に市町村に送致・委託されることとなっている。

取扱ケースの大幅な増加が見込まれることから，人員

体制の拡充等が課題である。 

そ
の
他 

①義務教育就学児医療費助成について，所得制限撤廃・自己負担額の無料
化の要望がある。 
②引き続き保育園待機児童を解消すべく保育施設整備・誘致が求められて
いる。 
③市内児童数の増加や，国・東京都の制度改正による業務量の増加。 
 

①市民税非課税世帯の通院時自己負担の無料化，小学

校１年生から小学校３年生までの所得制限撤廃など

制度拡充を図っているが，更なる拡充について引き続

き国や都へ財政支援，検討が必要。 

②国や東京都の待機児童対策に係る施策の有効活用

と定員拡大後におけるニーズの把握が必要。 

③年々業務量が増加する保育園・学童クラブ入所受付

事務，施設に対する給付事務，及び補助金支払事務な

どについて，外部委託可否判断を含む業務分析調査を

行い，業務効率化を検討。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№04 子ども・子育て家庭の支援） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，家庭や地域の中で子どもが健やかに育つ環境づくりに努めます。 

・事業者は，仕事と家庭の両立支援や子育て支援に関し有益な取組を行うよう努めます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・「子ども・若者総合支援事業（ここあ）は，所管課のみならず子ども・福祉・教育部署が連携して実施しているが，子どもの貧

困対策のさらなる充実に向け，引き続き関係機関や地域等，庁内外を問わす横断的な連携が必要である。 

・子ども・子育て家庭の支援には，健康推進課と子ども生活部各課，子ども家庭支援センターすこやか他，地域福祉コーディネー

ターや民生委員など地域とのネットワークの強化が必要である。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・「子ども家庭支援センターすこやか」では，天候に左右されずに親子で楽しめるひろば事業や，子育てに関する相談，各種学習

事業，保護者同士の交流活動，一時預かり事業などを実施し，地域の子育て支援の拠点施設として事業展開している。 

・調布駅南口「セントラルレジデンス調布」内の子育てカフェ「aona」と，一時預かり機能を備えた遊びのひろば「プレイセン

ターちょうふ」は多くの親子で賑わっている。 

・子育てに関する行政情報と民間発信の情報を一元化した子育て応援サイト「コサイト」を開設し，子育てに関する情報や，地域

の子育て関連イベント情報，子育てのヒントとなるようなコラムなどを充実し，「調布で子育て」の魅力を発信している。 

・保育園や学童クラブの整備の充実など，法に位置付けられた施設の整備を一体的に行っている。これにより子どもが健やかに成

長でき，子育てしやすいまちとしての魅力を創出している。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・調布市子ども・子育て支援事業計画に位置付けた保育園や学童クラブの整備を着実に進めて行く。 

あわせて貧困等により生活に課題を有する子どもたちにも，進学や自立の希望が実現できるよう様々な相談に応じながら学習支援

や自立支援に取り組む。 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


