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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 

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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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） 

36.0% 
 

（54.1%） 

－ 
 

（51.9％） 

－ 
 

（50.６％） 

－ 
 

（59.4％） 

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【☆，◎】 

33.2% 35.9% 36.0% 37.6％ 50.0％ 

３ 保育施設整備率【☆，◎】 
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） 

50.3％ 
（平成31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％ 
100.0％ 
（令和元年度） 

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% 44.4% 
50.0％ 
以上 

（令和元年度） 
 

◆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３０年度は数値の把握に至りませんでしたが，「調布市民意識調査」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３０年度は５９．４％となり，平成２９年度と比較して，８．８ポイ
ント上昇しました。 

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３０年度の「調布市民意識調査」の結果，回答者の３７．６％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２９年度と比較して，１．６ポイント上昇しました。 

３ 保育施設整備率【☆，◎】 

平成３０年度に実施した保育施設整備（認可保育園１園，認証保育所から認可保育園への移行１園）に
より，１６３人の定員拡大を図った結果，保育施設整備率（平成３１年４月１日現在）は，５０．３％と
なり，平成２９年度と比較して０．９ポイント上昇しました。 

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３０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２７事業者からの募集に対して，１２人の採用がありました。

採用割合は４4．４％となり，前年度の２９．２％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３０年度の振返り — 現状把握  



（施策04 子ども・子育て家庭の支援） 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 子育て支援サービスに満足して
いる市民の割合 

子育て家庭をはじめとしたニーズを踏まえた様々な取組
により，市民の7割が市の子育て支援サービスに満足し
ていると感じられることを目標とした。（調布市民意識調
査） 

59.4% 
（平成30年度） 

70.0% 
（令和4年度） 

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 

児童虐待の未然防止を図るため，市民の半数が児童虐待
に関する相談先を知っていることを目標とした。（調布市
民意識調査） 

37.6％ 
（平成30年度） 

50.0% 
（令和4年度） 

３ 保育施設整備率 

公的保育サービスの現状の定員数を増加させ，待機児童
解消に向けた取組を推進していくことを目標とした。 
（子ども政策課資料） 
※保育施設整備率…就学前児童人口に対する公的保育サービス

（認可保育園，認証保育所，家庭福祉員（保育ママ），共同実施

型家庭的保育事業（グループ型保育施設））の定員の割合 

49.4％ 
（平成30年） 
4月1日時点） 

55.0% 
（令和4年度） 

 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０４－１ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援 

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。平成２９年度からすこやか保育，トワイライトステイで導入したインターネット予約を産
前・産後ヘルパー事業においても開始し，利用者の利便性の向上を図りました。 
「調布市子ども基金」と「調布市若人の教育振興基金」を統合した「調布市子ども・若者基金」を活用

し，地域における市民主体の子育て支援活動に対する支援を引き続き行うとともに，平成30年度は，新
たに大学等在学者に対する生活支援や芸術文化・スポーツ活動支援等に，基金を活用しました。 
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有する「プレイセンターちょうふ」の運営を支援
しました。 
児童青少年課では，児童館における子育てひろば事業で，専門の相談員や月１回の助産師による相談事

業を実施しました。また，専任の事務補助員を順次配置するとともに，地域に根ざした子育て支援の身近
な拠点として，健康推進課や子ども家庭支援センターすこやか等と連携を図りました。 
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，親子で育児法を体験する講座を実施しました。また，講演会
や講座，相談等の実施に際しては，保育付で実施し，子育て中の市民の参加に配慮しました。 
図書館では「第３次調布市子ども読書活動推進計画」を策定し，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７０８回開催し， 
６，５１４人が参加しました。 
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。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，児童扶養手当や医療費助成等による経済的支援を実施するとともに，平

成３０年度から高校卒業程度認定試験合格に向けた支援や通信制高校と併せてサポート校に通う子の学
費支援を新たに開始したほか，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，今後のひとり
親家庭支援施策の参考とするため，平成２９年度に引き続き「ひとり親家庭アンケート調査」を実施しま
した。 

０４－２ 子どもの健やかな成長の支援 

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。また，児童虐待の発生を予防するとともに，家庭における安定した児童の養育が可能と
なるよう，養育支援が必要な家庭に対し，居宅を訪問し，養育に関する指導，助言等を行いました。 
平成３１年２月には，要保護児童の早期発見と児童虐待の未然防止のため，調布警察署と情報共有等に
関する協定を締結しました。 
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３０年度末の在籍児は６４５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1８０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。 

２ 平成３０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） 

０４－３ 保育サービスの充実 

保育園待機児童対策として，平成３１年４月１日の開設に向けて，認可保育園１園の誘致・整備及び認
証保育所１園の認可化により，合計163人の定員拡大を図るとともに，新たな待機児童対策として，新
規開設園等の空きスペースを活用して１・２歳児を受け入れる「年度限定型保育事業」を創設し，ソフト・
ハードが一体となった待機児童対策を実施しました。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３０年４月１日に第一小学校地域に「かみふだ学童クラブ」，

調和小学校地域に「調和小学校学童クラブ」を開設し，第三小学校地域では，平成31年1月15日に，第
三小学校学童クラブから「かみいしわら第１・第2学童クラブ」へ移転開設をしました。また，若葉小学
校地域においては，平成31年４月1日の開設に向け，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障害児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の設計等の協議・調整を終え，整備工事に向けた準備を行い
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12人の採

用につなげました。 

 
 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
■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1園の誘致・整備，認証保育所１園の認可化により，163人の定員拡大を図った。 

・新規開設園等の空きスペースを活用して１・２歳児を受け入れる「年度限定型保育事業」を実施した。 

・保育の質の維持・向上を目的に市内67園の認可保育園等に対して，子ども・子育て支援法に基づく指導検査を行った。 

・学童クラブ５施設（かみふだ第1・第2学童クラブ，調和小学童クラブ，かみいしわら第1・第2学童クラブ）の開設により，240

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。 

・行革プラン2015及び調布市保育計画に基づく取組として，平成２９年度から「公立保育園のあり方検討会」及び「公立保育園

及び児童館の在り方・運営形態に関する検討会」を開催し，保育園の在り方，運営形態等について検討を行った。 

■妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実 

・産後ケア事業（デイケア型）を実施し，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，妊娠届出者の９３％が専門職との面接を行い，「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。 

・児童館における子育てひろば事業で，専門の相談員や月１回の助産師による相談事業を実施するとともに，専任の事務補助員を

順次配置し，相談事業の拡充を図った。 

・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。 
・グループ相談事業「ほっとサロンしぇいくはんず」を定期的に開催するなど，相談事業の充実を図った。また，講演会や講座，

相談等の実施に際し，保育付にするなど，子育て中の市民の参加に配慮した。 

・「第３次調布市子ども読書活動推進計画」を策定し，子どもの発達段階に応じた読書活動を支援するための今後の指針を明確に

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 

・ステップアップホーム事業では，児童養護施設退所者10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。 

・「調布市子ども・若者基金」活用事業として，新たに大学等在学者に対する生活支援や芸術文化・スポーツ活動支援等を行った。 

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

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

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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待機児童対策 

②特定教育・保育施設等に関する指導検査 

 

①引き続き，認可保育園の誘致・整備等を進める。 

②特定教育・保育施設等に関する指導検査を適切に実施する。（近

隣自治体では唯一全施設の指導検査を実施） 

 

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策04 子ども・子育て家庭の支援） 

③子ども・若者総合支援事業の実施 

 

 

 

④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。 

 

⑤ゆりかご調布事業（子育て世代包括支援センターの設置） 

 

⑥産後ケア事業の実施（デイケア型） 

⑦「第３次調布市子ども読書活動推進計画」の策定 

 

③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）等，引き続き，子どもの貧困対策に取り組む。 

④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，２市が小学校３年生まで，１市が小学

校６年生まで） 

⑤母子健康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。 

⑥宿泊型産後ケア事業の検討。 

⑦「第３次調布市子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもの

発達段階に応じた読書活動を支援する。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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（石原小学校地域学童クラブ） 

 

 

①石原小学校地域学童クラブは，平成31年4月の開設を目指して

準備を進めていたが，施設設計に対する関係団体等からの要望等

への対応に時間を要したため，同年7月に変更した。その後，本

学童への入会申請状況結果を踏まえ，あらためて令和2年4月開設

に変更した。平成30年12月工事着手後間もなく，地盤改良の工

法を変更する必要が生じたことにより，令和2年1月までの工期延

伸とした。令和２年４月開設に向け，児童受入れに向けた運営体

制の構築を進めていく。 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７年度～） 

・保育園待機児童対策として，平成27年度からの４年間で，認可保育園20園の誘致・整備及び認証保育所5園の認可化により， 

1，864人の受入れ枠の拡大を図った。また，新たな待機児童対策として，平成30年度には新規開設園等の空きスペースを活用して

１・２歳児を受け入れる「年度限定型保育事業」を創設し，ソフト・ハードが一体となった待機児童対策を実施した。平成３１年４

月１日の待機児童数は，平成３０年４月１日の１６７人に対して１５人増加し１８２人となった。令和元年度は，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。 

・学童クラブは，平成27年度からの４年間で７か所の開設により，460人の受入れ枠の拡大を図った。 

（平成２８年度～） 

・義務教育就学児医療費助成制度については，平成２８年１０月から市民税非課税世帯の通院時自己負担額を無料化，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するなど制度拡充を図った。 

・平成２８年９月から開始したゆりかご調布事業や平成２９年１１月から開始した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。 
（平成３０年度） 

・「第３次調布市子ども読書活動推進計画」を策定し，子どもの発達段階に応じた読書活動を支援するための今後の指針を明確にした。 

・持続可能な保育サービスの提供に向けて，公立保育園における民間活力の活用について検討した。 

 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

 

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。調布市では令和２年度から６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）を令和元年度に策定する。 

 

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。 

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。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策04 子ども・子育て家庭の支援） 

 
◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」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。 

〇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機運醸成

を図る。 

・待機児童対策として認可保育園等の施設整備を推進する。 

・学童クラブの施設整備を推進する。また，令和元年度には重度障害児にも対応した学童クラブの整備を推進する。 

・「第３次調布市子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもの発達段階に応じた読書環境の整備・充実を図り，家庭・地域・学校・

行政が連携して，子どもの読書活動を推進する。 

・子ども発達センターでは，児童福祉法に定める児童発達支援センターに移行し，調布市における障害児施策所管として，障害児支

援の推進に努める。また，子どもへの一貫した支援の実現に向け，家族支援も含め，関係機関との更なる情報共有・連携強化に取り

組む。 

・行革プラン 2019に基づく取組として，公立保育園については持続可能な保育サービスの提供に向けて，児童館については児童

館に求められる機能・役割の提供に向けて，民間活力の活用を推進する。 

・令和元年10月から実施される幼児教育・保育の無償化について，制度の開始にあたり混乱が生じないよう，対象者及び対象施設

への周知を含めた事前準備を確実に進める。 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆待機児童対策として，基本計画に基づき，認可保育園の２園の開設誘致及び年度限定型保育事業を実施し，２００人規模の受入数

拡大を行う。 

・「第３次調布市子ども読書活動推進計画」の進捗状況の管理を行う。 

☆出産・子育て応援事業の一環として，市民ニーズ等を検証しながら，産後ケア事業の拡充を検討する。 

・行革プラン2019に基づく取組として，公立保育園及び児童館における民間活力の活用を引き続き推進する。 

  

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

 

③幼児教育・保育の無償化の開始。 

 

 

 

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。 

⑤平成３０年４月「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（第

四次）」策定。 

 

③幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い，新

たな保育需要が喚起されることから，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，

待機児童を生じさせないよう，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，地域のネットワークの強化

を図る必要がある。 

⑤「第４次調布市子ども読書活動推進計画」策定に向け，

関係部署との検討が必要。 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①公立保育園及び児童館の在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園を公私連

携型保育園へ移行した。） 

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）及び子供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。 

 

③専門職が妊娠早期から面接し，必要に応じて支援を行う「ゆりか

ご・とうきょう」や「産後ケア」事業の開始に努めている。 

 

①他市の状況等を踏まえて，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する必要がある。 

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ため，取

扱ケースの大幅な増加が見込まれ，人員増が必至である。 

③切れ目ない支援の充実に向け，今後も庁内横断的連携

にて検討。東京都に補助金の要望をしている。 

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。 



（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 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・令和元年度策定予定の「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）に基づく取組においては，子ども・子

育て家庭を支援するために，関係機関や地域等，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。 

・子ども発達センターの児童発達支援センターへの移行に向けて，調布市における児童発達支援の中核機関として，市内事業所の

支援と情報共有を図るため，より一層関係機関との連携強化に取り組む必要がある。 

・保育施設の園外活動の安全対策について，道路所管部署との連携が必要である。 
・受動喫煙防止対策に関する保育園，幼稚園への対応について，健康推進課，環境政策課等と連携する必要がある。 
・「第３次調布市子ども読書活動推進計画」に位置付けた取組の推進においては，子どもの発達段階に応じた読書活動を支援するた

め，家庭・地域・学校・行政等の相互協力が必要であり，庁内横断的な取組が必要。 

 ≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 
 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・子ども・子育て家庭の支援として，包括的な相談支援体制の充実を図り，妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援や子

どもの健やかな成長の支援を図る。 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

● ● ● ● ●     

        

 

 ●     ● ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 
◆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。 

 

○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 

・「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」は多くの親子が利用している。 

・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。また，

令和元年度からは，「Ｗｅｂ版赤ちゃんおでかけ安心まっぷ」を作成し，コサイトで閲覧ができるように変更した。 

・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。 

・図書館では，図書館公式キャラクター「じろ」を活用した事業を実施し，図書館に親しみを持ってもらっている。 

・市内１１館ある図書館では，０～２歳児と保護者を対象にしたおはなし会を実施し，多くの参加者で賑わっている。 

 

（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） 

・「調布っ子すこやかプラン」（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。併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。 


