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目 
的 

対 象 青少年 
意 図 自覚と責任を持って社会生活をおくることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ80＞ 

青少年が次代を担う社会の一員として自覚と責任を持って社会生活をおくることができるよう，健全育成の場の提供，

地域活動において活躍できる人材の育成や非行防止活動，自立支援について，家庭，学校，地域，行政が一体となっ

た取組を推進します。 

 

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 リーダー養成講習会の

参加者数【☆】 
407人 393人 

369人 

（762人） 

360人 

（1,122人） 

1,600人 

（平成27～30年度累

計） 

２ 青少年ステーションの

利用者数【☆，◎】 2万8,228人 3万1,021人 2万7,940人 2万6,371人 
3万5,000人 

（平成30年度） 

３ 子ども・若者総合支援
事業の施設利用者数【◎】 

－ 延べ1,069人 延べ4,580人 延べ4,757人 
延べ4,000人以

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 リーダー養成講習会の参加者数【☆】 
リーダー養成講習会の活動を広める取組として，市報やホームページでの案内のほか，市内中学・高校

全生徒へのチラシの配布や公共施設へのチラシの配架，社会教育情報紙「コラボ」や地域情報誌「１８２

ｃｈ」での掲載等，積極的な広報活動に努めましたが，平成２９年度のリーダー養成講習会の参加者数は

３６０人でした。（前年度比９人減） 
２ 青少年ステーションの利用者数【☆，◎】 
各種イベントの実施に当たって利用者主体の企画運営を重視した展開を図るとともに，毎週水曜日につ

つじケ丘児童館ホールを活用した「中・高校生世代のフリースペース事業」を実施し，中高生世代の居場

所と活動の場の拡充に努めましたが，平成２９年度の青少年ステーション「ＣＡＰＳ」の利用者数は前年

度より減少し，２万６，３７１人となりました。 
３ 子ども・若者総合支援事業の施設利用者数【◎】 

平成２７年度途中から，相談事業・学習支援事業・居場所事業の３つの事業を一体的に実施する，子ど

も・若者総合支援事業「ここあ」を開始しました（相談事業：平成２７年１０月から，学習支援事業：平

成２７年１１月から，居場所事業：平成２８年１月から）。市報やリーフレットによる周知，関係機関と

の連携を図り，平成２９年度の施設利用者数は延べ４，７５７人（相談事業２，１４１人，学習支援事業

１，８８４人，居場所事業７３２人）でした。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№06 青少年の健全育成） 

 
◆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） 
０６-１ 青少年の健全な成長の支援（総合戦略Ｄ－⑩） 

青少年補導連絡会においては，青少年を取り巻くインターネットに潜む危険性に関する研修などを実施

し理解を深めるとともに，街頭パトロールを実施する中で，未成年者の喫煙防止等，青少年の非行防止の

啓発に努めました。また，健全育成推進地区代表者連絡協議会を開催し，青少年健全育成地区親善ソフト

ボール大会の企画運営を行うほか，青少年問題協議会では，地域に好影響をもたらした善行のあった者及

び団体の表彰を行いました。また，「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の事業の一環として，毎年

７月に実施している有害環境調査では，青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書等について調査

し，市内１３１店舗の販売店等を訪問し協力を求め，地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組みました。 

そのほか，６月と１１月には教育委員会を中心に地域の協力を得ながら市内の全公立小・中学校におい

て，あいさつ運動推進月間として取組を強化し，子どもたちの豊かな心の育成に資する活動を行いました。 

地域で活躍できるリーダーの養成については，各種のリーダー養成講習会を推進し，小学生対象の「ジ

ュニアサブリーダー講習会」については，１２地区の健全育成推進地区委員会が主催し，実施しました。

また，中学生対象の「ジュニアリーダー講習会」，高校生対象の「シニアリーダー講習会」の実施に当た

っては，市報やホームページでの案内のほか，市内中学・高校全生徒へのチラシの配布や公共施設へのチ

ラシの配架，社会教育情報紙「コラボ」や地域情報誌「１８２ｃｈ」での掲載等，積極的な広報活動に努

めました。各講習会では，野外活動やキャンプ等を通して，レクリエーションスキルを身につけるととも

に，年に一度，各年代のリーダーたちが集まる「レクの集い」では，相互の親睦を深めることができまし

た。また，市内で活躍するリーダーが一堂に会し，日頃の成果の発表の場として開催している「ジュニア

リーダー大会（ＪＬ大会）」も昨年度に引き続き開催したほか，リーダー養成講習会受講生や修了生を対

象に社会教育課事業（調布っ子“夢”発表会，成人式）の運営に関わる機会を提供し，リーダーとしての

活躍の場を提供しました。その結果，平成29年度もリーダー養成講習会受講生が調布市青少年表彰を受

賞するなど，地域で活躍できる人材の養成につなげることができました。 

高校生以上を対象とする「レクリエーション講習会」についても，積極的な広報・ＰＲ等により参加者

の確保に努め，地域の子どもたちや，学校・職場などの人が集まる場で使えるレクリエーションゲームの

技術や知識を身につける機会を提供しました。このほか，地域の様々な行事に協力しているリーダーグル

ープ等の活動を支援し，青少年の健全育成に寄与しました。 

困難を抱える子ども・若者の自立に向けた支援に関しては，子ども・若者総合支援事業「ここあ」を継

続し，課題を有する子ども・若者を対象に相談・学習支援・居場所の３事業を実施しました。 

また，平成２９年１１月に，子ども・若者に対して支援を行う関係機関，団体等が一堂に会する子ども・

若者支援地域協議会を立ち上げ，先進事例の学習や連携の在り方に関する意見交換を行いました。 
０６-２ 青少年の居場所づくり（総合戦略Ｄ－⑪） 

青少年ステーション「ＣＡＰＳ」では，スタッフが積極的に利用者とのコミュニケーションを図りなが

ら，音楽，ダンス，クラフト，スポーツなど利用者のニーズを捉えた事業を行うとともに，イベントの実

施に当たっては企画段階からの利用者の参画を重視した事業展開を図りました。また，平成２７年度から

配置した相談員（臨床心理士）が利用者の各種相談に対応しました。 

スタッフや利用者等が地域のイベントにも積極的に参加し，青少年ステーションの認知度の向上に努め

ました。さらに，平成２９年度から，つつじケ丘児童館ホールを活用した「中・高校生世代のフリースペ

ース事業」を拡充し，毎週水曜日に実施しました。 

児童（小学生）の放課後の居場所づくりとしては，安全・安心な遊び場の確保と異年齢の子どもたちの

交流を図り，社会性や創造力を養うことを目的として，平成１２年度から，放課後子供教室事業「ユーフ

ォー」を展開してきました。平成２５年３月から市立小学校全２０校で実施しており，平成２９年度の登

録児童数は，６，８９３人で，全在籍児童数１万５７７人に対する登録率は６５．２％でした。また，利

用延べ人数は１６万５０３人，１施設当たりの１日平均利用人数は，２７．８人となりました。 

平成２７年度から全ての放課後子供教室事業を民間事業者に業務委託しました。同一事業者が同一地域

内のユーフォーと学童クラブ（児童館併設の学童クラブを除く）を運営し，避難訓練，工作，ゲーム大会

など，学童クラブとの共通事業を実施し異年齢交流の充実を図りました。 

児童館では，健全育成推進地区委員会等と連携し地域のイベントや各種会合に参画するとともに，児童

館における日頃の文化活動の成果を発表し，スポーツを通じた市内全域の児童の交流を図る機会として，

全館合同事業を実施しました。また，情報誌「ザ・じどうかん」や報告書「じどうかんのいちねん」を発

行し児童館活動の周知を図るとともに，ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会の気運醸成を図るため，タグラグビーを各児童館等で普及させるほか，世界の

国々の文化を知る取組を実施しました。さらに，子ども・若者，子育て支援の重要な拠点の一つである今

後の児童館の役割や機能などの在り方や児童館運営における民間活力の活用に関する検討を行いました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№06 青少年の健全育成） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

【青少年の健全な成長の支援】 

・青少年問題協議会，青少年補導連絡会，健全育成推進地区代表者連絡協議会などを通して青少年の非行防止と健全育成に向けて，

課題などを関係部署，関係機関と共有し，取組の推進を図った。 

・リーダー養成に関しては，各講習会活動を広める取組として，市報・ホームページのほか調布タウン誌１８２ｃｈに記事を掲載し

てもらうなど，ＰＲに努めた。 

・子ども・若者総合支援事業を開始し，課題を有する子ども・若者を対象に，相談・学習支援・居場所事業を実施した。 

【青少年の居場所づくり】 

・青少年ステーションでは，各種行事に利用者自らが企画運営に携わることにより，青少年の自主性や協調性を育むことができた。

また，青少年が抱える悩みを相談できる相談員（臨床心理士）による相談事業によるサポート等を行った。 

・児童館では地域と連携したイベント等を行うとともに，全館合同事業として，オセロ大会及びサッカー大会を実施した。 

・児童の放課後の居場所として，ユーフォーを市立小学校全２０校で実施した。 

・児童館併設以外の学童クラブと全てのユーフォーを業務委託することにより，柔軟な事業運営を図った。 

（平成２８年度） 

【青少年の健全な成長の支援】 

・青少年問題協議会，青少年補導連絡会，健全育成推進地区代表者連絡協議会などと連携し，各種研修，街頭パトロール，啓発活動，

青少年表彰，有害環境調査，ソフトボール大会等を実施し，地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んだ。 

・リーダー養成に関しては，各講習会活動を広める取組として，市報やホームページでの案内のほか，市内中学・高校全生徒へのチ

ラシの配布や公共施設へのチラシの配架，社会教育情報紙「コラボ」や地域情報誌「１８２ｃｈ」での掲載等，積極的な広報活動

に努めた。 

・子ども・若者総合支援事業では，子どもの貧困の連鎖を防止するとともに，社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える子ども・若

者を対象に，相談・学習支援・居場所事業を実施した。平成２８年度は通年での実施となり，利用者数は延べ４，５８０人となっ

た。 

【青少年の居場所づくり】 

・青少年ステーションでは，利用者自らがイベント等の企画運営に携わることにより，青少年の自主性や協調性を育むことができた。

また，引き続き青少年が抱える悩みを相談できる相談員（臨床心理士）を配置し，相談事業によるサポート等を行った。 

・児童館では，地域のイベントや各種会合への参画を通じ，地域全体で子どもたちの健やかな成長を支える環境づくりに寄与した。

また，日頃の文化活動の成果を発表し，スポーツを通じた市内全域の児童の交流を図る機会として，全館合同事業を実施した。 

・事業の更なる周知を図るため，「ザ・じどうかん」や「じどうかんのいちねん」を発行した。 

・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成を図るため，タグラグビーを

各児童館等で普及させるほか，世界の国々の文化を知る取組を実施した。 

・学識経験者や公募市民などで構成される「調布市児童館のあり方検討委員会」を開催し，子ども・若者，子育て支援の重要な拠点

の一つである今後の児童館の役割や機能などの在り方について検討を行った。 

・児童の放課後の居場所として市立小学校全２０校で実施するユーフォーでは，避難訓練，工作，ゲーム大会など，学童クラブとの

共通事業を実施し異年齢交流の充実を図った。 

（平成２９年度） 

【青少年の健全な成長の支援】 

・青少年問題協議会，青少年補導連絡会，健全育成推進地区代表者連絡協議会については，各種研修，街頭パトロール，啓発活動，

青少年表彰，有害環境調査，ソフトボール大会等を実施し，地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んだ。 

・リーダー養成に関しては，リーダー養成講習会受講生や修了生を対象に社会教育課事業（調布っ子“夢”発表会，成人式）の運営

に関わる機会を提供し，リーダーとしての活躍の場を提供した。その結果，平成29年度もリーダー養成講習会受講生が調布市青

少年表彰を受賞するなど，地域で活躍できる人材の養成につなげることができた。 

・子ども・若者総合支援事業では，子どもの貧困の連鎖を防止するとともに，社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える子ども・若

者を支援するため，相談・学習支援・居場所事業を実施した。また，平成２９年１１月に設立した子ども・若者支援地域協議会に

おける取組を通じて，教育，福祉，子ども分野の公的機関のほか，市内の子ども・若者を対象として活動しているＮＰＯ法人等と

のネットワークによる支援の仕組みを整えた。 

【青少年の居場所づくり】 

・児童館では，地域との連携を通じ子どもたちの健やかな成長を支えるとともに，また，日頃の文化活動の成果を発表し，また，ス

ポーツ等を通じた市内全域の児童の交流を図る機会として，全館合同事業を実施した。 

・児童館では乳幼児の保護者を対象とした助産師相談を実施するとともに，青少年ステーションでは，青少年が抱える悩みを相談で

きる相談員（臨床心理士）を配置し，相談事業によるサポート等を行った。 

・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成を図るため，タグラグビーを

各児童館等で普及させるほか，世界の国々の文化を知る取組を実施した。 

・行革プラン２０１５に基づく取組として，平成２８年度に開催した調布市児童館のあり方検討委員会からの報告を踏まえながら，

児童館の在り方や運営形態等について多角的な視点から検討を行った。 

・児童の放課後の居場所として市立小学校全２０校で実施するユーフォーでは，学童クラブとの共通事業を実施し異年齢交流の充実

を図った。また，夏休み期間中は，学童クラブの入会保留者を対象としたユーフォーにおける居場所対策を実施した。 
 

◆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№06 青少年の健全育成） 

◆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 リーダー養成講習会の参加者数【☆】 
（目標値：１，６００人（平成２７～３０年度累計）  
現状値：１，１２２人） △ 

【要因・課題】 

目標を達成するためには，これまで以上にリーダー

養成講習会の周知を図り，参加者を増やす必要があ

る。 

２ 青少年ステーションの利用者数【☆，◎】 
（目標値：３万５，０００人 
現状値：２万６，３７１人） 

△ 
【要因・課題】 

目標を達成するためには，出前事業等を積極的に行

い，利用者数を増やす必要がある。 

３ 子ども・若者総合支援事業の施設利用者数【◎】 
（目標値：延べ４，０００人以上  
現状値：延べ４，７５７人） 

◎ 
【要因・課題】 

利用者数の増加に伴い，スタッフやボランティア，

実施場所の確保が今後の課題となる。 

 
◆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 

【青少年の健全な成長の支援】 

①健全育成推進地区委員会と連携した各種事業の実施 

②相談事業・学習支援事業・居場所事業の３つの事業を一体的に

行う子ども・若者総合支援事業「ここあ」の実施と子ども・若

者支援地域協議会の設置 

 

【青少年の居場所づくり】 

③学童クラブ事業と連携したユーフォー事業の実施 

④今後の児童館の在り方及び運営形態に関する検討 

【青少年の健全な成長の支援】 

①健全育成推進地区委員会と連携した各種事業の継続 

②子ども・若者総合支援事業「ここあ」相談事業の体制及び子ど

も・若者支援地域協議会の関係機関・団体等との連携の強化 

 

 

【青少年の居場所づくり】 

③効果的・効率的な放課後児童対策の実施 

④民間活力の活用による児童館の充実 

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 

【青少年の居場所づくり】 

⑤青少年ステーション（ＣＡＰＳ）の運営委員会設置の検討 

 

 

⑤児童館運営への民間活力の活用を推進するなかで，運営委員会

設置の在り方を検討 

    
◆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 
市内１１の児童館と青少年ステーション「ＣＡＰＳ」では，子どもと長期的・継続的にかかわり，遊びや生活を通

じて子どもの発達の増進を図った。子どもと家庭が抱える可能性のある問題の発生の予防と早期発見に努め，必要に
応じ関係機関との連携を図るとともに，児童館や学校，地域の団体等それぞれが中心となって実施する事業や会議を
通じて，子どもの育ちに関する組織や人の「顔の見える関係性づくり」を推進することができた。 
また，健全育成推進地区委員会によるリーダーの養成や有害環境調査，青少年補導連絡会による街頭パトロール，

青少年問題協議会における青少年表彰など，地域で子どもたちを見守り，育てる活動を通じて，子どもが夢を持ちな
がら，いきいきと育ち，自立することができるまちづくりを推進した。 
このほか，平成２７年１０月から，子どもの貧困の連鎖防止と社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える子ども・

若者の支援に向けて，相談・学習支援・居場所事業を一体的に調布市社会福祉協議会に委託するとともに，平成２９
年１１月に子ども・若者支援地域協議会を設立し，教育，福祉，子ども分野の公的機関のほか，市内の子ども・若者
を対象として活動しているＮＰＯ法人等とのネットワークによる支援の仕組みを整えた。 
また，国の「放課後子ども総合プラン」を踏まえ，共働き家庭等の児童に限らず，全ての児童が放課後等における

多様な体験・活動を行うことができるよう，平成２７年度から，児童館併設の学童クラブを除き，学童クラブとユー
フォー事業の運営を民間事業者に委託した。同一事業者が同一区域内の学童クラブとユーフォーの運営を行うととも
に，ユーフォーの開設日数・時間を学童クラブに準じた内容とすることで，両事業のスタッフ間の連携や児童の交流
が円滑にできるような仕組みとなった。 

評価 Ｓ 
【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№06 青少年の健全育成） 

◆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） 
 

◎世界最大級のスポーツイベントが，２年連続で調布市において開催されることを好機ととらえ，青少年の健全育成や異年齢交流

の機会の充実に向けては，引き続き，ソフトボール，サッカー，ドッヂビー，タグラグビーなどのスポーツや体を動かす楽しさ

を知るプログラムの提供を行い，青少年の健全育成の更なる発展につなげる。 

 

※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・若者育成支援推進法の施行（平成22年7月） 
②文部科学省と厚生労働省が連携した「放課後子ども総合プラン」の策定 
 

①子ども・若者総合相談センターと子ども・若者支援

地域協議会の関係機関・団体等の連携強化 

②学童クラブの入会保留児童対策を含めた，児童館，

学童クラブ，ユーフォー等を活用した総合的な放課

後対策の検討 

都
や
近
隣
市
等

の
動
向
等 

③東京都が子ども・若者支援推進法に基づく「東京都子供・若者計画」（平
成27年度～平成31年度）を策定 

③次期「調布市子ども・若者計画」の策定準備（平成

27年度から31年度までは調布っ子すこやかプラ

ンに包含） 

 

 

そ
の
他 

④平成２８年度において，学識経験者等で構成される「調布市児童館のあ
り方検討委員会」が，今後の児童館の役割や機能などの在り方について
検討を行い，市に検討結果を報告 

 
 

④報告を踏まえた，児童館運営への民間活力の活用に

関する基本的な考え方と方針の策定 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№06 青少年の健全育成） 

◆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，登下校時の安全や青少年の健全な成長を見守ります。 

・事業者は，青少年が健全に成長できるような環境づくりに取り組みます。 

 
 
＜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） 

【青少年の健全な成長の支援】 

・子ども・若者総合支援事業「ここあ」の相談窓口を中心とした，関係機関・団体等との連携 

・各種機関との連携・協力による児童館における子育てひろばの相談事業の実施 

○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） 
【青少年の健全な成長の支援】 
・青少年補導連絡会においては，街頭パトロールを実施する中で，未成年者の喫煙防止等，青少年の非行防止の啓発に努めるとと
もに，青少年問題協議会では，地域社会に好影響をもたらした善行のあった青少年及び青少年団体を表彰している。 

・健全育成推進地区委員会では，それぞれ子どもを対象としたイベントや有害環境調査を実施している。年に１度，全地区対抗の
親善ソフトボール大会も実施しており，これらの取組を通じて，地域で子どもたちを見守り，青少年の自主性や社会性等を育む
ことのできる社会環境づくりを行っている。また，地域のリーダー活動が循環するよう，各地域において地域の青少年のリーダ
ー養成のために積極的な活動を実施している。 

・国では対象者や課題別に組み立てられている子どもの貧困の連鎖防止や社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える子ども・若者
の支援に関する事業を，調布市では一体的に調布市社会福祉協議会に委託して，相談・学習支援・居場所事業を実施している。 

・平成２９年１１月に子ども・若者支援地域協議会を設立し，教育，福祉，子ども分野の公的機関のほか，市内の子ども・若者を
対象として活動しているＮＰＯ法人等とのネットワークによる支援の仕組みを整えた。 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者総合相談センター（「ここあ」の相談事業）」と「子ども・若者支援地域協
議会」を同時に設置している団体は多摩26市の中では調布市のみとなっている。 

【青少年の居場所づくり】 
・児童館併設の学童クラブを除き，学童クラブ・ユーフォー事業を民間事業者に委託している。同一事業者が同一区域内の学童ク
ラブとユーフォーの運営を行っており，両施設のスタッフが定期的にミーティングを行い，同じ学校の児童が交流できる機会を
確保している。ユーフォーは学童クラブに準じた開設日数・時間としている。 

・児童青少年課（各児童館）では，児童，保護者，地域の団体，ボランティアと連携・協力し合いながら，各種事業や会議を通じ，
地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んでいる。 

・民間事業者に運営を委託している青少年ステーション「ＣＡＰＳ」は，中高校生世代に特化した居場所・活動場所として定着し
ている。 

・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成として，タグラグビーを各
児童館等で普及させるほか，世界の国々の文化を知る取組を実施した。 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定または検討している取組，課題など） 
【青少年の健全な成長の支援】 
・学識経験者や公募市民などで構成した「調布市児童館のあり方検討委員会」からの提言を踏まえるとともに，児童館運営への民
間活力の活用に関する基本的な考え方と方針を策定する。 

【青少年の居場所づくり】 
・学童クラブの入会保留者数の増加が課題となっている。学童クラブでは，今後の需要数を推測し必要な定員数の確保方策を講じ
るとともに，ユーフォー事業の利用状況やニーズを把握しながら，学童クラブ事業とユーフォー事業の効率的運営に向けた，総
合的な放課後対策を講じていく。 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


