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目 

的 

対 象 小・中学生 

意 図 基礎的な知識や社会性，体力が身に付き，自ら学び，考える力を培う 

◇施策の方向 

次代を担う子どもたちが，それぞれの個性を伸ばし，主体的に考え，生きる力をはぐくむための機会を推進するとと
もに，支援を必要とする子ども一人一人に応じた学びと成長を促します。また，そのために必要な環境を整えます。 

 

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 不登校児童・生徒の出現率
（上段：小学校，下段：中学
校）【☆，◎】 

0.42％
2.55％ 

（平成 26 年度） 

0.41％
2.48％ 

（平成 27 年度） 

0.62％
3.13％ 

（平成 28 年度） 

0.78％
3.92% 

（平成 29 年度） 

0.1％（小） 
1.0％（中） 

２ 東京都「児童・生徒の学力
向上を図るための調査」での
東京都全体の平均正答率を
上回ったポイント数【☆，◎】 

2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 

0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ(小) 

5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ(中) 

３ 小児生活習慣病予防健診
の正常及び管理不要の生徒
の割合【☆，◎】  

82.0％ 80.8% 80.２% 80.0％ 88.0％ 

４ 特別支援教室の設置校数
（小学校）【☆，◎】 20 校 20 校 20 校 20 校 

20 校 
（平成 28 年度） 

５ 防災教育の日の参加者数
【☆，◎】 29,531 人 30,437 人 30,696 人 30,933 人 30,000 人 

６ 耐用年数を基本に屋上防
水・校舎の外壁・受変電設備
が予防保全できている学校
の割合【☆，◎】 

84％(85/101) 
47％(47/101) 

96％ 
(27/28) 

93％(94/101) 
71％(72/101) 

96％ 
(27/28) 

96％(98/101) 
80％(81/101) 

96％ 
(27/28) 

100％(101/101) 
100％(101/101) 
100％(28/28) 

100％(101/101) 
100％(101/101) 

100％ 
(28/28) 

 

◆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 不登校児童・生徒の出現率【☆，◎】 

不登校児童・生徒の出現率は，小学校は０．７８％，中学校は３．９２％でした。不登校の要因としては，小・中

学校とも「家庭に係る状況」が最も多く小学校で５７．６％，中学校で４３．３％でした。また，発達障害等を起因

とした不登校の存在も確認されています。相談機能を充実させるとともに，外部機関との連携を強化し，不登校の要

因や背景を把握し，対応していくことが課題となります。 

２ 東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」での東京都全体の平均正答率を上回ったポイント数【☆，◎】 

 小学校においては，全ての教科において都の平均を上回っていますが，２ポイントを切る結果となりました。新学

習指導要領の主旨に則り，「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を推進し，「知識及び技能」と「思

考力，判断力，表現力等」をバランスよく育成できるよう，授業改善を推進していくことが課題となります。 

３ 小児生活習慣病予防健診の正常及び管理不要の生徒の割合【☆，◎】 

 平成３０年度の「正常」及び「管理不要」の生徒の割合は，前年度と比較して０．２ポイント減少しました。また

平成２５年度からの推移として，減少傾向が続いています。 

４ 特別支援教室の設置校数（小学校）【☆，◎】 

平成２７年度から全小学校に特別支援教室を設置し，国からの委託事業の成果などを生かすとともに，教員の資質

向上や保護者への情報提供につとめ，特別支援教育の充実に向けて取り組みました。 

５ 防災教育の日の参加者数【☆，◎】 

７回目となった調布市防災教育の日については，前年度と比べ，児童・生徒や保護者の参加人数が増加したことで

全体の人数が２３７人，実施初年度（平成２４年度）より４，０００人以上増加しています。 

６ 耐用年数を基本に屋上防水・校舎の外壁・受変電設備が予防保全できている学校の割合【☆，◎】 

屋上防水及び校舎の外壁は，学校施設の全棟数１０１棟中，改修工事により，屋上防水は４ポイント，校舎の外壁

は２０ポイント改善しました。また，受変電設備は，改修工事により４ポイント改善しました。 

  

１ 平成３０年度の振返り ― 現状把握  
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《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 「いじめはどんな理由があって

もいけないこと」を理解した児
童・生徒の割合 

（上段：小学校，下段：中学校） 

全ての児童・生徒が，いじめ対策推進法における「いじ

めはいかなる理由があっても許される行為ではない」と
いう趣旨を理解することを目標とした。（全国学力・学習
状況調査） 

95.2％ 

92.8％ 

（平成 29 年度） 

100％ 

100％ 

（令和 4 年度） 

２ 東京都「児童・生徒の学力向上
を図るための調査」における，東

京都の平均正答率を上回った各科
目の合計ポイント数 

（上段：小学校，下段：中学校） 

各教科でバランスのとれた学力の向上を目指し，現状の

水準から増加させることを目標とした。（東京都「児童・
生徒学力向上を図るための調査」） 

2.4 ポイント 

0.1 ポイント 

（平成 29 年度） 

3.0 ポイント 

3.0 ポイント 

（令和 4 年度） 

３ 東京都「児童・生徒体力・運動
能力，生活・運動習慣等調査」に
おける東京都（各学年・男女別）

の体力合計点と市の体力合計点の
比較 

（上段：小学校，下段：中学校） 

学校における体育活動を通じて，体力・運動能力の向上
を目指し，東京都の平均値まで増加させることを目標と

した。（東京都「児童・生徒体力・運動能力，生活・運動
習慣等調査」） 

▲2.5 ポイント 

▲2.7 ポイント 

（平成 29 年度） 

0 ポイント 

0 ポイント 

（令和 4 年度） 

４ 通常の学級における，特別な支

援が必要な児童・生徒※の数に対
する個別指導計画の作成率 

（上段：小学校，下段：中学校） 

個別の支援が必要な児童・生徒一人一人に対する適切な
支援を行うことを目指し，90％の作成率を目標とした。

（指導室資料） 
※指標の対象となる児童・生徒とは，「スクールサポータ
ー等の外部支援による対応」，「通級による指導」及び「知

的障害学級相当の指導」が必要な児童・生徒を指す。 

76.5% 

53.7％ 

（平成 30 年度） 

90.0% 

90.0% 

（令和 4 年度） 

５ 地域学校協働本部の設置校 

地域と学校が連携・協働した取組を市内全域で推進する

ため，市内公立小・中学校全 28 校に設置することを目
標とした。（指導室資料） 
※令和元（2019）年度から「学校支援地域本部」から

「地域学校協働本部」へ変更 

16 校 

（平成 30 年度） 

28 校 

（令和 3 年度） 

６ 調布市防災教育の日の参加者数 

例年 3 万人程度で推移していることを勘案し，これまで

の取組を継続することで，現状の参加者数を維持する目
標とした。（教育総務課資料） 

2 万 9,935 人 

（平成 26～ 

３0 年度平均） 

3 万人 

（令和 4 年度） 

７ 耐用年数を基本に屋上防水・校

舎の外壁・受変電設備が予防保全
できている学校の割合 

（上段：屋上防水，中段：外壁，下

段：受変電設備） 

特に優先度が高く計画的に維持保全が必要な屋上防水，
外壁，受変電設備について，引き続き，維持保全を図っ
ていくことを目標とした。（教育総務課資料） 

100％ 

100％ 

100％ 

（平成 30 年度） 

100％ 

100％ 

100％ 

（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】 

０５-１ 豊かな心の育成 

（◆命の教育の推進）「調布市防災教育の日」と「いのちと心の教育」月間の取組を継続し，子どもたちの生命尊重，

人権尊重の意識及び災害時における自助・共助の意識を高めることができました。また，児童・生徒に対する普通救

命講習を実施し，児童・生徒が心肺蘇生やＡＥＤ，異物除去，止血法などを身に付けるとともに，教員に対する上級

救命講習を実施し，人命救助のための知識・技能をもった教員の育成・学校体制の構築ができました。 

（◆人権教育の推進）小・中学校における人権教育全体計画及び年間指導計画に基づいた指導を推進し，「人権課題：

子供」に焦点を当て，各教科等における人権教育を実施することができました。また，オリンピック・パラリンピッ

ク教育において，障害者理解，国際理解について学び人権感覚を醸成しました。 

（◆道徳教育の推進）道徳教育推進委員会を年６回実施し，各学校における道徳の授業を実施していく過程での課題

を明確にするとともに，授業づくりに係る研修会を実施しました。また，「特別の教科 道徳」授業力向上セミナーへ

中学校教員を参加させ，授業力向上を図りました。道徳授業公開講座は，市立全小・中学校で実施しました。 

（◆体験活動の推進）小学校第５学年児童全員を対象とした八ヶ岳移動教室及び小学校第６学年児童を対象とした夏

季施設（岩井臨海学園）における体験活動を実施しました。また，中学校第 1・2 学年生徒を対象とする木島平スキ

ー教室，中学校第 2 学年生徒を対象とする職場体験及び中学校第 3 学年生徒全員を対象とする修学旅行を実施しま

した。その他にも，連合音楽会，野川クリーン作戦や多摩川を利用した自然体験学習など環境教育の推進を図りまし

た。 

２ 平成３０年度の振返り ― 取組実績（ＤＯ）  
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０５-２ 確かな学力の育成 

（◆新学習指導要領を踏まえた取組の推進）教育課程の編成段階において，各学校が子どもにどのような資質・能力

を育成させたいのか明確にするよう指導し，教育課程に資質・能力を位置付けるようにしました。また，学校訪問や

教務主任会において，新学習指導要領を周知し，「カリキュラム・マネジメント」や「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善について指導・助言を行いました。 

（◆基礎的知識・技能，学習満足度の向上と学ぶ意欲の育成）少人数・習熟度別指導等による「できる」「分かる」

授業づくり，一人一人の児童・生徒の主体性を重視する授業づくり，個に応じたユニバーサルデザインの視点に立っ

た授業づくりができるよう指導・助言を行い，児童・生徒の基礎的知識・技能の習得や学習満足度の向上，できるま

で挑戦し続ける意欲の育成と定着を図りました。また，理科や数学等への関心を高め，理数好きの児童・生徒の裾野

を拡大させ，科学技術の土台となる理数教育の一層の充実を図りました。 

（◆グローバルな人材の育成）学校間で差が生じないように，外国人英語指導講師（AET）の派遣時数を小・中学校

で近似値に設定し，オリンピック・パラリンピック教育に係る取組等は調布市内全小・中学校をホームページに公開

し，各校のオリンピック・パラリンピック教育の更なる充実・啓発へとつながりました。 

（◆学校図書館の活用推進）学校図書館専門嘱託員を配置し研修を実施したり，学校図書館支援センター機能の充実

を図ったりすることができました。また，学校図書館専門嘱託員と司書教諭との連携を充実させ，読書活動の推進を

図ることができました。市立全小・中学校においては，学校図書館全体計画及び年間指導計画を作成し，児童・生徒

の読書活動や学習支援の充実を推進しました。子どもの年齢や発達に合った読書環境を整備するため，「第３次調布

市子ども読書活動推進計画」を策定しました。 

０５-３ 健やかな体の育成 

（◆体力向上への支援）各校が体力・運動能力に関する具体的目標を定め，各学校の課題となっている運動内容につ

いて改善を図るための「一校一取組」，「一学級一実践」を一層推進することができました。第五中学校のスーパーア

クティブスクール指定校研究内容を市内小・中学校に周知し，次年度の東京都の体力テストにおいて前年度までの投

力に係る数値を向上できるような児童・生徒への指導方法について共有することができました。また，中学生が「東

京駅伝」に参加し，過去最高順位を獲得したり，小学生が１０月に小学生タグラグビー大会に各校１チーム以上が参

加したりすることで，休日等において運動する機会を確保し，体力向上を図ることができました。 

（◆オリンピック・パラリンピック教育の推進）オリンピック・パラリンピック教育に市全体で取り組み，さらなる

気運の醸成を図りました。市内で開催された車いすバスケットボール世界大会等の国際的なパラリンピック競技観戦

を多くの小・中学校が実施したり，オリンピアン等について学んだりして，競技内容だけでなく，オリンピック・パ

ラリンピック全体への理解が高まりました。 

（◆学校における食育の推進）学校給食や親子料理教室を通じて地場や木島平村の農産物を活用した学習活動を実施

しました。また，児童啓発用資料を活用した給食指導を通じ，互いの違いを認め合い，食物アレルギーのある児童・

生徒と他の児童・生徒が同じように給食時間を楽しみ，食を通した成長を促すことができました。 

０５-４ 個に応じたきめ細かな支援 

（◆特別支援教育の推進）校内通級教室を，小学校については拠点校を４校から８校に増設し，巡回指導体制の充実

が図ることができました。中学校については，全校における校内通級教室設置に向け，各校の環境及び教材整備を行

うともに，外部講師や連絡会等による指導体制の充実を図ることができました。また，個別指導計画に係る研修とし

て，特別支援学級，校内通級教室を初めて担当する教員を対象に研修を３回実施し，教員が教育課程や個別指導計画

に係る基礎的な知識を身に付けることができました。これまでの特別支援教育全体計画の成果と課題を踏まえ，就学

前からの切れ目ない支援の推進，教員等の指導力向上や多様な学びの場の整備及び関係機関との連携等を目指した

「調布市特別支援教育推進計画」を策定することができました。 

（◆不登校児童・生徒への支援）不登校特例校分教室「はしうち教室」を開設するとともに，教室環境の拡充及び教

材の整備を行うことができました。また，関係機関との連携体制として，不登校支援委員会において周知や情報共有

を行うことで，各校における不登校支援における具体的な連携が図られました。 

（◆個に応じたきめ細かな教育相談の充実）特別な支援が必要な児童・生徒一人一人の能力を最大限伸ばすため，個

別の教育支援計画及び個別指導計画の作成やスクールサポーターの活用，専門家チームによる巡回相談の実施等，全

ての学校で特別支援教育を推進することができました。また，就学前の教育・保育を小学校に，また，小学校におけ

る教育を中学校にスムーズにつなげ，児童・生徒が学校生活を不安なく過ごせるよう，就学支援シートの活用や幼稚

園，保育園，小学校，中学校との連携に加え，子ども発達センター等の関係機関との連携を推進することができまし

た。 

（◆児童・生徒の貧困への対応）スクールソーシャルワーカーによる支援や「ここあ」との連携により，情報交換や

中学校卒業生へ「ここあ」を周知することができました。 
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０５－５ 魅力ある学校づくりの推進 

（◆地域人材等を活用した教育の充実）市内小学校２校，中学校３校において学校支援地域本部を新たに設置しまし

た。学校支援地域本部推進委員会やコーディネーター連絡会を開催し，学校間の情報共有を図ることができました。 

（◆特色ある教育活動の推進）市内小・中学校全校に特色ある学校づくり推進交付金を交付し，各校がそれぞれ特色

ある教育活動の充実に努めました。（小学校：環境美化活動，体力向上活動，表彰活動，食育の推進，日本の伝統・

文化の体験活動，リソースルームの推進，学芸会の実施 中学校：重点部活動の活動推進（消耗品購入），教室環境

の整備，地域の清掃ボランティア活動，環境美化活動） 

（◆教職員の指導力・人権意識の向上）指導室事業における学校訪問や，経験年数，教科別・課題別の研修及び，初

任者を対象にした教育経営研究室による巡回指導等において，アクティブ・ラーニング型の研修を実施し，学校が育

成したい資質・能力を明確にした上での「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図ることができま

した。また，生活指導主任会における研修及び体罰防止研修等により，人権尊重を前提とした生活指導や児童・生徒

の多様性に係る適切な理解を図ることができました。また，人権教育推進委員会において，「学校におけるいじめ問

題」を主眼とし，各学校の取組に係る協議を行うとともに，指導資料としてまとめて共有することができました。 

（◆学校における働き方改革の推進）教員一人一人の心身の健康保持の実現と，誇りとやりがいを持って職務に従事

できる環境を整備することにより，学校教育の質の維持向上を図ることを目的とし，週当たりの在校時間が６０時間

を超える教員をゼロにすることを目標とした「調布市立学校における働き方改革プラン」を策定しました。 

０５－６ 安全・安心な学校づくりの推進 

（♦安全教育の推進）児童生徒に対する命の授業を中心とした調布市防災教育の日では，目標値３万人を約千人上回

りました。7 年目を数え，継続的事業として保護者や近隣住民に認知されています。避難所設営訓練等を通じて地区

協議会などコミュニティー活性化の一助となり，警察・消防等との連携強化にもつながりました。 

（◆食物アレルギー対策の推進）食物アレルギー対応マニュアルを改訂し対応の改善を図るとともに，学校給食専門

嘱託員（管理栄養士）の継続配置，給食を安全に調理・提供できる環境の整備，セカンドオピニオンとしての医師会

指定医療機関の受診勧奨等の学校現場での対応の充実，教職員の研修・訓練に関する資料の作成・配布等により，緊

急時の対応や事故防止の体制強化に努めました。 

（◆通学路の安全確保の推進）学校・調布警察署・道路管理者とともに通学路の改善が必要な箇所を合同点検し，可

能な限り安全対策を実施しました。さらに通学路を撮影する防犯カメラの増設（４０台）や通学路マップの作成，配

布などの安全対策のほか，大阪北部地震による事故を踏まえ，市内全通学路のブロック塀の安全点検を行い，学校で

の安全指導や建築指導課への情報提供を行いました。 

０５－７ 学校施設整備の推進 

（◆計画的な施設整備）児童生徒数増加に伴う整備として，神代中学校で増築校舎が完成したほか，第二小学校・若

葉小学校で普通教室を整備しました。また，今後の学校施設整備の基本的考えや取組の方向性を示した学校施設整備

方針を平成３１年３月に策定しました。 

（◆計画的な維持保全）老朽化対応として，飛田給小学校ほか１校で防水改修，滝坂小学校ほか５校で校舎外壁改修，

神代中学校で受変電設備改修を実施したほか，体育館やプールの改修についても実施しました。また，若葉小学校で

給食室改修に合わせて，新たに食物アレルギー対応調理室を設置しました。 

（◆学習環境の整備）柏野小学校で校庭の芝生化工事を実施したほか，小学校６校・中学校４校で特別教室への空調

整備を実施しました。 
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○食に関する指導の全体計
画・年間指導計画作成，
計画に基づく指導の実施
（小・中学校全28校）
○給食指導用資料の購入・活
用（小・中学校全28校）
○食育推進事業の実施（食育
講演会１回，親子料理教室４
日間）
○学校給食への地場・姉妹都
市農産物の活用（小・中学校
全28校）

○食に関する指導の全体計
画・年間指導計画作成，
計画に基づく指導の実施
（小・中学校全28校）
○給食指導用資料の購入・活
用（小・中学校全28校）
○食育推進事業の実施（食育
講演会１回，親子料理教室４
日間）
○学校給食への地場・姉妹都
市農産物の活用（小・中学校
全28校）

事　業　費 　　　（千円） 741 188 134

所管部署 教育部・学務課・保健給食係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○食に関する指導の全体計
画，年間指導計画作成

○食育推進事業の実施

○学校給食への地場農産物の
活用

○食事環境の充実に向けた検
討・実施

○食に関する指導の全体計
画，年間指導計画作成，
計画に基づく指導の実施
（小・中学校全28校）
○給食指導用資料の購入・活
用
○食育推進事業の実施（食育
講演会１回，親子料理教室４
日間）
○学校給食への地場農産物の
活用（小・中学校全28校）

計画コード 25 重点Ｐ － －

事務事業 学校における食育の推進

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○算数を基本とした少人数
指導講師の配置（小学校全
20校）を実施

○理科支援員の配置（小学
校全20校）を継続して実施

○算数を基本とした少人数
指導講師の配置（小学校全
20校）

○理科支援員の配置（小学
校全20校）

○検証結果を踏まえた少人
数指導講師の配置

○算数を基本とした少人数
指導講師の配置（小学校全
20校）

○理科支援員の配置（小学
校全20校）

○検証結果を踏まえた少人
数指導講師の配置

○算数を基本とした少人数
指導講師の配置（小学校全
20校）

○理科支援員の配置（小学
校全20校）

○検証結果を踏まえた少人
数指導講師の配置

事　業　費 　　　（千円） 50,752 50,688 48,765

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

事務事業 少人数学習指導の推進

所管部署 教育部・指導室・指導係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 24 重点Ｐ － －

○スクールカウンセラーを
市立小・中学校全28校に配
置

○スクールカウンセラーの
配置
・小学校35日×20校
・中学校35日×8校

○スクールソーシャルワー
カーの配置
（月16日×3人）

○スクールカウンセラーの
配置
・小学校35日×20校
・中学校35日×8校

○スクールソーシャルワー
カーの配置
（月16日×3人）

○スクールカウンセラーの
配置
・小学校35日×20校
・中学校35日×8校

○スクールソーシャルワー
カーの配置
（月16日×3人）

事　業　費 　　　（千円） 25,339 25,804 24,765

事務事業 学校における「学び」に困難を抱える子どもたちへの支援

所管部署 教育部・指導室・指導係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 23 重点Ｐ － －

（施策０５　学校教育の充実）

基本計画事業取組実績
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強いまち

事務事業 命の教育活動の推進

○命の授業の実施
○地域を対象に含めた講座
の開催
○児童・生徒に対する普通
救命講習の実施
○教員に対する上級救命講
習の実施
○応急手当普及員の配置
○いのちと心の教育月間の
取組実施

○命の授業の実施
○地域を対象に含めた講座
の開催
○児童・生徒に対する普通
救命講習の実施
○教員に対する上級救命講
習の実施
○応急手当普及員の配置
○いのちと心の教育月間の
取組実施

事　業　費 　　　（千円） 4,215 4,170 3,679

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○学校支援地域本部の設置
数増

○学校支援地域本部体制の
充実

○学校支援地域本部の設置
（新規１校，計９校）

○学校支援地域本部の設置
（新規５校，計１６校）

○学校支援地域本部の設置
（新規５校，計１６校）

事　業　費 　　　（千円） 7,200 37,645 29,194

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

所管部署 教育部・指導室・指導係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○命の授業の実施
○地域を対象に含めた講座
の開催
○児童・生徒に対する普通
救命講習の実施
○教員に対する上級救命講
習の実施
○応急手当普及員の配置
○いのちと心の教育月間の
取組実施

○命の授業の実施
○地域を対象に含めた講座
の開催
○児童・生徒に対する普通
救命講習の実施
○教員に対する上級救命講
習の実施
○応急手当普及員の配置
○いのちと心の教育月間の
取組実施

計画コード 28 重点Ｐ ①

事務事業 地域人材を活用した教育活動推進

所管部署 教育部・指導室・指導係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 27 重点Ｐ － －

○スクールサポーターの配
置（小・中学校全28校）継
続
○派遣型スクールサポー
ターの配置
（小・中学校全28校）
○専門家チームによる巡回
相談の実施
○個々の状況に応じた教育
的支援の充実

○スクールサポーターの配
置（小・中学校全28校，派
遣型）

○専門家チームによる巡回
相談，検査・訓練等の実施
○副籍交流の実施（小・中
学校全28校実施）
○インクルーシブ教育シス
テムの推進
○ICT機器の活用・推進
○特別支援教室の活用

○スクールサポーターの配
置（小・中学校全28校，派
遣型）

○専門家チームによる巡回
相談，検査・訓練等の実施
○副籍交流の実施（小・中
学校全28校実施）
○インクルーシブ教育シス
テムの推進
○ICT機器の活用・推進
○特別支援教室の活用

○スクールサポーターの配
置（小・中学校全28校，派
遣型）

○専門家チームによる巡回
相談，検査・訓練等の実施
○副籍交流の実施（小・中
学校全28校実施）
○インクルーシブ教育シス
テムの推進
○ICT機器の活用・推進
○特別支援教室の活用

事　業　費 　　　（千円） 45,533 53,571 40,906

事務事業 特別支援教育の推進

所管部署 教育部・指導室 指導係，教育相談所

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 26 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

（施策０５　学校教育の充実）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

①児童生徒数増加に伴う小・中
学校施設の整備

②小中学校施設の維持保全
③非構造部材等の耐震対策
④特別支援教室の整備
⑤学習環境の改善

⑥避難所としての防災機能向上
⑦小中学校施設の修繕
⑧構造体の耐久性調査

①旧体育館解体工事（五中）

②設計４件,工事２３件
③工事９件

⑤芝生設計１校,工事１校
　空調設備整備工事３件
　洋便器化工事２件
⑥設計１件,工事２件
⑦随時

①普通教室改修工事（若葉
小），校舎増築工事（神代
中），旧体育体育館解体工事
（五中）

②設計１件，工事４件
③設計４件，工事８件

⑤芝生設計１校，工事１校
　特別教室空調工事１０件

⑥工事３件
⑦随時
⑧学校施設整備方針策定
⑨外構撤去・新設工事設計２件

①普通教室改修工事（若葉小，
二小），校舎増築工事（神代
中），旧体育館解体工事（五
中），テニスコート整備工事
（五中）
②設計１件，工事４件
③設計４件，工事８件

⑤芝生設計１校，工事１校
　特別教室空調工事１０件

⑥工事３件
⑦随時修繕の実施
⑧学校施設整備方針策定

⑩ブロック塀の撤去・改修

事　業　費 　　　（千円） 2,369,824 2,316,790 2,507,771

事務事業 小・中学校施設の整備

所管部署 教育部・教育総務課・施設管理係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 29 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

（施策０５　学校教育の充実）

基本計画事業取組実績
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

06 青少年の健全育成  

主管課名 子ども生活部 児童青少年課 
主管課長名 鈴木 克昌 電話番号 042-481-7749 

関係課名 
（組織順） 

スポーツ振興課，教育総務課，指導室，社会教育課，教育相談所，公民館 

 

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 

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 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 リーダー養成講習会の参

加者数【☆】 
393 人 

369 人 

（762 人） 

360 人 

（1,122 人）

361 人 

（1,483 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【☆，◎】 
3 万 1,021 人 2 万 7,940 人 2 万 6,371 人 2 万 4,693 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 6,944 人 

延べ 4,000 人

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 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」や地域情報アプリ 
「１８２ｃｈ」での掲載等，積極的な広報活動に努めましたが，平成３０年度のリーダー養成講習会の参
加者数は３６1 人でした。 

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３０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，２万４，６９３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３０年度の施設利用者数は，前年度から２，１８７人増の延べ６，９４４人（相談事
業４，０４８人，学習支援事業２，３９４人，居場所事業５０２人）となりました。 

 

《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 児童館における子どもの

自主企画事業の件数 

子どもたちの主体性を育むため，各児童館における子どもの

自主企画事業を促進することを目標とした。（児童青少年課

資料） 

41 件 

（平成 29 年度） 

60 件 

（令和 4 年度）

２ 「ここあ」の相談事業にお

ける他機関との連携件数 

困難を抱える子ども・若者に対するきめ細かな支援を一層進

めるため，「ここあ」と関係機関等との連携を推進すること

を目標とした。（児童青少年課資料） 

延べ 383 件 

（平成 29 年度） 

延べ 800 件 

（令和 4 年度）

 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０６－１ 青少年の健全育成 
青少年問題協議会においては，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ったほか，２年ごと

に作成している健全育成方針を策定しました。青少年補導連絡会においては，青少年の SNS の利用実態に関する研
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月に有害環境調査を
実施するため，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１３２店舗の販売店等を訪問
し協力を求めるなど，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，２０校区のうち１２地区の健全育成推進地区委員会とボランティアグループが運営し，
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」や地域情報アプリ「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（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３０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。 

また，子ども達に自由で夢のある意見発表の機会を提供するとともに，活動を通して，まちづくりへの参加意識を
高めることを目的に，「調布っ子“夢”発表会」を実施しました。平成３０年度は，「わたしたちが考える未来の調布」
をテーマに，市内在学の小学校５年生１４人（７校から２人ずつ）が，未来の調布について自由で夢のある意見発表
を行いました。 

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認知度の向上に努めましたが，平成 
２７年度をピークに，利用者数は減少しています。試験前の時期の利用者が年々減ってきていることから，利用者の
占有感を高めるため，学習スペースの机に個別の目隠し（つい立て）を設置しました。イベントの実施に当たっては，
引き続き，企画段階から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。 

青少年の居場所については，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，毎
週水曜日に実施し，東部地域における中高生の居場所確保に努めました。青少年交流館も，青少年が交流する居場所
として，共有スペースやパソコンコーナーを無料で開放し，専門嘱託員を配置して，利用する青少年のサポートを行
ったほか，様々なイベントを開催しました。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３０
年度の登録児童数は，６，７４７人で，全在籍児童数１万８１２人に対する登録率は６２．４％でした。また，利用
延べ人数は１５万６，２９４人，１施設当たりの１日平均利用人数は，２７．３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，地域における遊びや生活の援助と子育ての支援を行いながら，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する場や，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，全館合同行事を実施しました。また，情報誌「ザ・じどうかん」や市
のＨＰを通して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，東京２０２０大会の機運醸成を図るた
め，継続的にタグラグビーを各児童館で普及させるほか，運動遊びプログラムＪＵＭＰ－ＪＡＭの実施，留学生との
交流を通じて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。 

０６－２ 困難を抱える子ども・若者の支援 
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，様々

な課題や悩みを抱える子ども・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。特に，相談事業にお
いては，平成３０年度から教育機関のスクールソーシャルワーカーを相談アドバイザーとして配置し，相談体制の強
化を行い，新規相談の件数は前年度と比べて増加しました。新規相談のうち，一番多かった内容は，「ここあ」での学
習支援利用方法で，次は，居場所利用や不登校，子どもの生活面，進路を含めた学習面についてでした。 

また，平成２９年度に学習支援利用を終え，高校に進学した子どもの不登校や高校中退を防止するため，進学状況
等について把握を行い，フォローが必要と思われる世帯には，その後も積極的に連絡を行いました。学習支援では，
児童扶養手当や就学援助等を受給している世帯の中学生を対象に，原則マンツーマン体制で学習支援コーディネータ
ー及び学生ボランティアによる進学に向けた学習サポート，学習習慣獲得のための支援を行いました。 

居場所事業は，登録者の大半が高校年代以上のなか，利用者のニーズに合わせて，学校のレポート課題や進学に向
けての学習サポート，生活支援等を行いました。 

平成２９年度に設置した「子ども・若者支援地域ネットワーク」においては，会議を３回開催し，情報共有，連絡
を図るとともに，先進市への視察を行いました。合わせて，ネットワーク主催のシンポジウム及び合同相談会を開催
し，８５人の参加がありました。シンポジウムでは，教育・自立支援・子育てと異なる分野の専門家に登壇いただき，
それぞれの見解やアプローチ方法についての話を伺うことで，困難を抱える子ども・若者の保護者はもとより，支援
者にとっても日々の関わり方について，とても参考になる内容となりました。その他，民間団体の居場所を提供する
事業への補助を継続しました。「子ども・若者支援地域ネットワーク」の構成機関である「ちょうふ若者サポートステ
ーション」では，パソコン講習や就職セミナーを実施し，働くことに悩みを抱える１５歳から３９歳まで若者の就労
や自立に向けた支援を展開しました。平成３０年度は来所者数１，７１４人（前年度比１２３人増），うち７３人が就
職などの進路決定につながりました。 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○青少年ステーション
（ＣＡＰＳ）は，中・高校
生世代に，自主的な活動を
行う場を提供することによ
る，居場所の確保を図ると
ともに，青少年の健全育成
に資する事業を展開

○利用者ニーズを踏まえた
特色ある事業の実施

○中・高校世代の居場所の
確保

○適切な施設の管理

○運営委員会の設置の検討

○利用者ニーズを踏まえた
特色ある事業の実施

○中・高校世代の居場所の
確保

○東部地域（つつじヶ丘児
童館ホール）における中・
高校生世代の居場所事業の
実施

○適切な施設の管理

○運営委員会の設置の検討

○利用者ニーズを踏まえた
特色ある事業の実施

○中・高校世代の居場所の
確保

○東部地域（つつじヶ丘児
童館ホール）における中・
高校生世代の居場所事業の
実施

○適切な施設の管理

○運営委員会の設置の検討

事　業　費 　　　（千円） 87,029 87,794 86,926

事務事業 青少年ステーション（CAPS）における中・高校生世代の健全育成

所管部署 子ども生活部・児童青少年課・子ども若者支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 32 重点Ｐ － －

○子ども・若者総合相談窓
口の運営

○居場所を提供する事業へ
の補助

○子ども・若者支援地域
ネットワークの運営

○事業の検証を踏まえた取
組

○資格取得支援補助金の創
設

○子ども・若者総合相談窓
口の運営

○居場所を提供する事業へ
の補助

○子ども・若者支援地域
ネットワークの運営

○事業の検証を踏まえた取
組

○資格取得支援補助金の創
設の検討

事　業　費 　　　（千円） 10,727 21,258 17,729

所管部署 子ども生活部・児童青少年課・子ども若者支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○概ね１５歳以上の不登
校，無業，ひきこもり等の
子ども・若者に対する相談
及び自立支援の実施

○子ども・若者総合相談窓
口の運営

○事業の検証を踏まえた取
組

計画コード 31 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 子ども・若者総合相談事業

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策０６　青少年の健全育成）

基本計画事業取組実績

○JSL（ジュニアサブリー
ダー）講習会実施地区の支
援

○JL（ジュニアリーダー）
講習会の実施

○SL（シニアリーダー）講
習会の実施

○レク（レクリエーショ
ン）講習会の実施

○JSL講習会実施地区の継続
実施

○JL講習会の実施

○SL講習会の実施

○レク講習会の実施

○JSL講習会実施地区の継続
実施

○JL講習会の実施

○SL講習会の実施

○レク講習会の実施

○JSL講習会実施地区の継続
実施（12地区）

○JL講習会の実施（13回）

○SL講習会の実施（13回）

○レク講習会の実施（6回）

事　業　費 　　　（千円） 3,583 3,448 3,284

事務事業 リーダー養成講習会の実施

所管部署 教育部・社会教育課・社会教育係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 30 重点Ｐ － －
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

07 共に支え合う地域福祉の推進  

主管課名 福祉健康部 福祉総務課 
主管課長名 松島 修 電話番号 042-481-7104 

関係課名 
（組織順） 

文化生涯学習課，協働推進課，生活福祉課，高齢福祉担当，介護保険担当，障害福祉課，健康推進課，

建築指導課 
 

目 

的 

対 象 市民，地域活動団体，福祉サービス事業者，福祉団体 

意 図 地域で役割分担して暮らしを支え合うことができる 

◇施策の方向 

だれもが住み慣れた場所でいきいきとした生活をおくることができるよう，地域でともに認め合い，助け合い，支え
合うまちづくりを推進し，住民主体の地域福祉の充実を図ります。 

 

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 地域福祉コーディネーターの

活動件数【☆】 
1 万 1,845 件 1 万 2,071 件 1 万 958 件 １万 6,415 件 

6,800 件 
（平成 28 年度）

２ ボランティア登録団体数【☆】 121 団体 — 132 団体 131 団体 
155 団体 

（平成 30 年度）

３ 福祉人材育成事業の利用者数

【◎】 
延べ 881 人 延べ 523 人 延べ 705 人 延べ 708 人 

延べ 600 人

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 地域福祉コーディネーターの活動件数【☆】 

平成３０年度は，地域福祉コーディネーターを２人増配置し，６人体制で地域福祉活動を展開しました。

また，制度の狭間の問題や複合化・複雑化する福祉課題を抱える個人・世帯に対する個別支援を的確に行

っていくため，新たに専門相談支援機関をコーディネートする役割を担う「相談支援包括化推進員」を兼

務し，多分野にわたる関係機関の連携支援を行いました。 

２ ボランティア登録団体数【☆】 

 市民活動支援センターの登録している団体のうち，「保健・医療・福祉」分野の団体をボランティア登録

団体としています。 

市民活動支援センターやボランティアコーナーでは，既存の団体への支援を行うとともに，ボランティ

ア活動や団体登録手続等に関する窓口相談やインターネットを通じた普及啓発など，新規登録団体の確保

に向けて取り組んでいます。一方で，会員の高齢化に伴う団体の活動停止や廃止などの課題があります。

３ 福祉人材育成事業の利用者数【◎】 

 平成３０年度は，資格研修１２８人，就職説明会１２２人，専門研修１７４人，講演会１９０人，事業

所職員連絡会９４人の参加がありました。その他，今後増えていくと予想される医療的ケアが必要な方へ

対応するため，新たに介護職を対象とした医療的ケア研修を実施しました。 
 
《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 地域福祉コーディネータ

ーの活動件数 

共に支え合う地域福祉を一層推進するため，地域福祉コーディ

ネーターの増員による活動件数の増加を見込んだ目標値とし

た。（福祉総務課資料） 

1 万 958 件 

（平成 29 年度） 

2 万件 

（令和 4 年度）

２ ひだまりサロン登録団体

数 

既存のひだまりサロンの運営団体等に対する支援の継続に加

え，毎年度 7 団体程度増加させていくことを目標とした。 

（福祉総務課資料） 

107 団体 

（平成 29 年度） 

140 団体 

（令和 4 年度）
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（施策 07 共に支え合う地域福祉の推進） 

 

◆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】 

０７－１ 地域におけるトータルケアの推進 

◆支援につなぐ体制の構築とコーディネート機能の強化 

平成３０年度は，地域福祉計画，高齢者総合計画及び障害者総合計画のいわゆる福祉３計画に基づき，

その初年度として，３計画の共通事項である将来像，基本理念，福祉圏域を踏まえ，福祉施策を展開し，

市民福祉の向上を図りました。 

 地域福祉コーディネーター事業については，地域福祉コーディネーターを２人増配置し，６人体制で事

業展開を図りました。具体的な取組としては，地域の福祉課題に対する個別の相談支援や，自治会，地区

協議会及び地域包括支援センターなどの地域における団体とのネットワークづくりを行ったほか，ひだま

りサロン（住民主体の交流活動の場）や地域活動等の立ち上げ支援，生活困窮への取組や子どもの居場所

づくりなど，地域において，幅広い活動の支援を行いました。 

◆相談・支援機関のネットワークの構築 

 近年，複合的な生活課題を抱える世帯に適切に対応していくため，高齢，障害，健康，児童，教育など

各分野の庁内所管部署，社会福祉協議会や保健所等の関係機関で構成される「相談支援包括化推進会議」

を１０月に設置し，各相談支援機関の業務内容の理解や具体的な連携方法等について検討を進めていま

す。 

また，複雑化・多様化する地域課題に対応するため，地域福祉コーディネーターを中心としたトータル

ケアの充実に向けて，地域における支え合いの仕組みづくりや地区協議会等の地域組織との連携のもとネ

ットワークづくりを進めています。 

見守りネットワークの啓発活動に引き続き取り組み，支援の必要な高齢者の早期発見につなげるなど，

地域で安心して暮らせる仕組みの充実を図りました。 

０７－２ 住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり 

◆地域課題の解決力の強化 

地域福祉計画の重点施策の一つに「住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり」を新

たに加え，地域のつながりの希薄化が進む中，地域福祉コーディネーターや地域支え合い推進員，市民活

動支援センターやボランティアコーナーが連携・情報共有を図りながら，地域における支え合いの体制づ

くりやボランティア活動の活性化支援を行いました。 

平成２７年度に開設した福祉人材育成センターを拠点とする研修，就労支援，普及啓発等の総合的な事

業展開を支援し，専門性を備えた福祉人材の確保及び地域の福祉人材の育成を図りました。 

また，民生児童委員協議会，保護司会，更生保護女性会，赤十字奉仕団，遺族厚生会等の福祉関連団体

の事務局として，それぞれの団体運営を側面から支援し，活動の活性化を図りました。 

◆住民主体の交流活動の場の拡充 

社会福祉協議会と連携を図りながら，地域の支え合いにより，だれもが住み慣れた地域で生活をおくる

ことができるよう，市民の主体的な仲間づくり活動や活動団体の交流機会の充実，ネットワークの形成を

支援する事業展開を行いました。特に，住民が主体的に運営している「ひだまりサロン」については，新

たに３箇所のサロンが設置されて１０７箇所となり，全体で約８００人の方がスタッフとして参画するな

ど，地域での支え合いの仕組みづくりが進展しています。 

 「近隣関係の希薄化」や「高齢者や子どもの孤立化」等の地域課題が顕在化されつつある中で，地域福

祉コーディネーターや民生委員等の福祉関係者の支援の下，地区協議会等の地域組織がイベントや各種事

業を実施するなど，高齢者や子どもの居場所づくりを創出し，地域コミュニティの醸成を図りました。 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○福祉人材の育成
・市民育成講座
・専門性向上研修
・地域福祉の普及啓発
・福祉業務のネットワーク
構築
・医療的ケア対応研修

○福祉人材の育成
・市民育成講座
・専門性向上研修
・地域福祉の普及啓発
・福祉業務のネットワーク
構築
・医療的ケア対応研修

事　業　費 　　　（千円） 15,000 19,834 18,721

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○ホームヘルパー養成研修
(介護職員初任者研修，重度
訪問介護従事者養成研修，
行動援護従事者養成研
修），知的障害者移動支援
従事者養成研修，ホームヘ
ルパーフォローアップ研
修・市民向け普及啓発事
業，福祉ボランティア養成
講座等，支援者向け講座・
講演会等

○福祉人材の育成
・市民育成講座
・専門性向上研修
・地域福祉の普及啓発
・福祉業務のネットワーク
構築

計画コード 34 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 福祉人材育成拠点の整備

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策０７　共に支え合う地域福祉の推進）

基本計画事業取組実績

○地域福祉コーディネー
ター事業の推進

○調布市地域福祉計画に基
づいた市内全域での設置

○地域福祉コーディネー
ターの運営（４箇所）

○トータルケアに向けた仕
組みづくり

○地域福祉コーディネー
ター（相談支援包括化推進
員を兼務）の運営（６箇
所）

○調布におけるトータルケ
アシステムの推進（地域共
生社会の実現に向けた包括
的な支援体制の構築）

○地域福祉コーディネー
ター（相談支援包括化推進
員を兼務）の運営（６箇
所）

○調布におけるトータルケ
アシステムの推進（地域共
生社会の実現に向けた包括
的な支援体制の構築）

事　業　費 　　　（千円） 26,811 47,460 45,430

事務事業 地域福祉コーディネーター事業の推進

所管部署 福祉健康部・福祉総務課・地域福祉係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 33 重点Ｐ － －
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

08 高齢者福祉の充実  

主管課名 福祉健康部 高齢者支援室 
主管課長名 松井 佳孝 電話番号 042-481-7125 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，スポーツ振興課，福祉総務課，介護保険担当，障害福祉課，健康推進課，保険年金課，

住宅課，公民館 
 

目 

的 

対 象 おおむね６５歳以上の市民 

意 図 住み慣れた地域で安心して生きがいを持ち，健康的に暮らし続けることができる 

◇施策の方向 

高齢者になって年齢を重ねても，住み慣れた地域で安心して生きがいを持って元気にいきいきと暮らせる仕組みづく
りや，ひとり暮らしでも，また介護や医療が必要でも，安心して住み続けることができる地域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 地域包括支援センターを知って

いる高齢者の割合【☆，◎】 
52.1% 50.0％ 57.5％ 56.3％ 60.0％ 

２ 健康ではりのある生活のため，

趣味活動や地域活動に参加してい

る高齢者の割合【☆，◎】 
41.8% 41.7％ 40.9％ 45.2％ 50.0％ 

３ 地域密着型サービス事業所数

（地域密着型通所介護を除く）

【☆，◎】 

18 箇所 18 箇所 19 箇所 19 箇所 
21 箇所 

（平成 29 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 地域包括支援センターを知っている高齢者の割合【☆，◎】 
 平成３０年度は，高齢者支援室の配布物，路線バスの放送，見守りネットワークのマスコットキャラク
ターによるＰＲ等の広報に努めましたが，「調布市民意識調査」で地域包括支援センターを知っていると回
答した６５歳以上の市民が昨年度より１.２ポイント減少しました。高齢者の総合相談窓口である地域包括
支援センターの認知度の向上は，高齢者施策全体に影響を与えるため，引き続き広報に努めます。 

２ 健康ではりのある生活のため，趣味活動や地域活動に参加している高齢者の割合【☆，◎】 
 平成３０年度は，健康づくり事業，一般介護予防事業を実施しました。また，生活支援体制整備事業に
おいて，住民主導型の健康体操である「簡単１０の筋力トレーニング」に取り組む団体を増やすための働
きかけを行いました。目標値である５０パーセントは下回りましたが，平成２９年度と比較すると， 
４.３ポイント増加しました。引き続き，より多くの市民が趣味活動や地域活動，健康づくりに取り組んで
いただけるよう，事業内容や情報発信の方法を工夫します。 

３ 地域密着型サービス事業所数【☆，◎】 

 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）の整備に向け，

事業者への周知・公募を行いました。平成３０年度に整備を予定していた小規模多機能型居宅介護につい

ては，応募事業者がなかったため，引き続き整備に向け公募等を行います。認知症対応型共同生活介護（認

知症高齢者グループホーム）については，事業所選定を行い令和元年度の開設を予定しています。 

 

《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 地域包括支援センターを

知っている高齢者の割合 

地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの

機能の充実を図り，高齢者（65 歳以上）の 6 割以上が知っ

ていることを目標とした。（調布市民意識調査） 

56.3% 

（平成 30 年度） 

65.0% 

（令和 4 年度）

２ 介護予防に取り組む団体

数 

介護予防に向けた取組の推進により，毎年度 10 団体程度増

加させることを目標とした。 

（東京都「介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）

の実施状況に関する調査」） 

187 団体 

（平成 30 年度） 

230 団体 

（令和 4 年度）

３ 地域密着型サービス事業

所数（地域密着型通所介護を

除く） 

第７期高齢者総合計画（平成 30（2018）年度～令和 2

（2020）年度）に基づき，地域密着型サービス事業所を 3

箇所設置することを目標とした。（高齢者支援室資料） 
※令和 3（2021）年度以降は，第8 期高齢者総合計画（令和 3（2021）

年度～令和 5（2023）年度）に基づき，決定する。 

19 箇所 

（平成 3０年度） 

22 箇所 

（令和 2 年度）
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（施策 08 高齢者福祉の充実） 

 

◆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】 

０８－１ 地域包括ケアのネットワークの構築 

地域包括ケアネットワークの構築に向け，「地域包括支援センターの機能強化」，「医療と介護の連携強

化」，「認知症高齢者等への支援の充実」，「在宅生活を支えるサービスの充実」，「ケアラー（介護者）への

支援」に取り組むこととしており，平成３０年度は，「地域包括支援センターの機能強化」として，関係

団体ネットワーク会議，見守りサポーター（みまもりさん）養成講座を実施し，見守り体制の強化に努め

たほか，地域ケア会議を定期的に開催し，地域包括支援センターを中心としたネットワークの充実を図り

ました。また，地域包括支援センターの担当区域を福祉圏域に変更するための検討を行いました。 

「医療と介護の連携強化」については，「ちょうふ在宅医療相談室」において，在宅医療・介護に関わ

る相談を受け付けるとともに，医師，歯科医師，薬剤師，介護支援事業所，地域包括支援センター等で構

成する「ちょうふ在宅療養推進会議」を開催し，医療や福祉の資源把握や情報共有に努めたほか，新たに

「調布市摂食嚥下ガイドブック」を作成・発行し，昨年度発行した「ちょうふ在宅医療ガイドブック」と

合わせて配布することで，在宅医療に関する相談窓口や医療機関の総合的な周知が可能になりました。 
「認知症高齢者等への支援の充実」については，平成３０年４月から認知症初期集中支援チームを設置

し，認知症に対する早期発見・早期対応を行ったほか，「認知症連携会議」において，市の認知症施策に
関する検討を行いました。また，認知症サポーター養成講座，フォローアップ研修を実施し，認知症に対
する知識と理解の普及啓発に努めたほか，養成講座受講修了者が認知症の方の支援につながるよう，相談
窓口やボランティアについてまとめた「認知症サポーターの活躍の場リスト」を更新し，配布しました。

「在宅生活を支えるサービス」としては，配食サービス，緊急通報システム，人感センサー安否通報シ

ステム等の市独自の事業を実施し，高齢者が安心して生活できるサービスの提供に努めました。 

「ケアラー（介護者）への支援」としては，市の委託事業である在宅サービスセンターにおいて，認知

症の行動・心理症状を緩和するためのＢＰＳＤケアプログラムの導入に向け，都が開催する研修会や説明

会に職員が参加しました。 

０８－２ 生活支援の展開と介護予防の取組 

生活支援の展開と介護予防の取組としては，「社会参加と生きがいづくり」，「健康づくり・介護予防の

取組」，「支え合いの地域づくりの推進」に取り組むこととしています。 

平成３０年度は，「社会参加と生きがいづくり」として，生活支援体制整備事業において，元気な高齢

者が地域の支え手として主体的に活動できるよう，活動場所や集いの場の確保に努めました。また，公益

社団法人調布市シルバー人材センターに対して補助金を交付し，高齢者の就業機会の拡大を図る取組など

の運営を支援することで，高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進しました。 

「健康づくり・介護予防の取組」では，「単位老人クラブ」３５団体に対して補助を行い，補助金事務

の説明会や個別相談を実施するとともに，市老人クラブ連合会の育成を図りました。公民館では，高齢者

の社会参加を促すため，高齢期の生活に役立つ健康・福祉・生きがいなどの高齢者教育事業を実施しまし

た。また，高齢者学級の実施を通して高齢者の自主的な共同学習を援助しました。スポーツ振興課では，

市民を対象として実施している「リフレッシュ体操スクール」全８４コースのうち５１コースについては，

特に高齢者の参加が多く，腰痛予防体操や筋力トレーニングなどを取り入れて実施しました。 

 健康づくり事業では，飲食店など既存の社会資源を活用し，柔ちゃん体操教室，ティーポットサロン，

健康ウォーキング教室，いきいき麻雀，いきいき将棋同好会などの事業運営団体に補助を行いました。ま

た，介護予防事業では，介護予防普及啓発教室や介護予防講演会，ＦＣ東京との連携により高齢者体操教

室を実施しました。 

「支え合いの地域づくりの推進」では，生活支援体制整備事業を中心に取り組み，市内全域を活動範囲

とする地域支え合い推進員を市が担い，市民に身近な活動範囲で高齢者の生活支援サービスの体制整備を

推進することを目的とした地域支え合い推進員を調布市社会福祉協議会に２名配置し，地域資源の把握と

支え合いの地域づくりを進めました。 

０８－３ 介護保険事業の円滑な運営 

介護保険事業の円滑な運営に向けて「介護サービスの質の向上」，第７期高齢者総合計画に位置付けた

「地域密着型サービス等の整備」に取り組むこととしています。 

平成３０年度は，「地域密着型サービス等の整備」に向け，公募を実施し，認知症対応型共同生活介護

（認知症高齢者グループホーム）の事業所選定を行いました。「介護サービスの質の向上」については，

平成３０年度から居宅介護支援事業の指定・監督権限が市区町村に移譲されたことから介護支援専門員の

質の向上に向け，スーパービジョンについての研修会を実施するなど，支援体制を拡充しました。 

 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○一般介護予防事業の実施

○介護予防・日常生活支援
総合事業の実施

○生活支援体制整備事業の
実施

○法改正への対応

○一般介護予防事業の実施

○介護予防・日常生活支援
総合事業の実施

○生活支援体制整備事業の
実施

○法改正への対応

事　業　費 　　　（千円） 785,785 587,349 570,144

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・計画係・在宅サービス係・支援センター係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○要支援・要介護状態を未
然に防ぎ，高齢者の生活の
質を向上

○一般介護予防事業の開始

○介護予防・日常生活支援
総合事業の実施

計画コード 37 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 介護予防・日常生活支援総合事業の展開

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策０８　高齢者福祉の充実）

基本計画事業取組実績

○１０箇所の全ての地域包
括支援センターに担当者を
配置し地域包括支援セン
ター事業としてＰＲと通報
への対応を実施
○協定団体，協力団体を拡
大し，更に連携を強化
○平成２４年度中に１箇所
地域包括支援センターを増
設することにより，合計
１０箇所の地域包括支援セ
ンターで事業を運営

○高齢者支援室及び地域包
括支援センター１０箇所で
見守りネットワークを実施
・システム改修（法改正）

○見守りネットワークの拡
充の検討

○高齢者支援室及び地域包
括支援センター１０箇所で
見守りネットワークを実施
・システム改修（介護保険
法改正）

○見守りネットワークの拡
充の検討

○高齢者支援室及び地域包
括支援センター１０箇所で
見守りネットワークを実施
・システム改修（介護保険
法改正）

○見守りネットワークの拡
充の検討

事　業　費 　　　（千円） 49,757 48,751 42,810

事務事業 見守りネットワークの推進

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・支援センター係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 36 重点Ｐ － －

○地域包括支援センターの
運営

○介護保険法の見直しに合
わせた適正な設置・運営

○地域包括支援センターの
運営

○医療と介護の連携及び認
知症地域支援推進事業の実
施

○地域包括支援センターの
拡充の検討

○地域包括支援センターの
運営

○医療と介護の連携及び認
知症地域支援推進事業の実
施

○地域包括支援センターの
拡充の検討

○地域包括支援センターの
運営

○医療と介護の連携及び認
知症地域支援推進事業の実
施

○地域包括支援センターの
再編に向けた検討

事　業　費 　　　（千円） 316,598 323,417 284,421

事務事業 地域包括支援センターの充実

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・支援センター係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 35 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○特別養護老人ホーム整備
の補助（債務負担解消）

○特別養護老人ホーム建設
費補助（６箇所）

○特別養護老人ホーム建設
費補助（６箇所）

○特別養護老人ホーム建設
費補助（６箇所）

事　業　費 　　　（千円） 75,288 62,788 62,788

事務事業 特別養護老人ホーム等の整備

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・計画係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 39 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

○市内におけるサービス需
要と供給（事業所の数，種
類等）のバランスを考慮
し，整備を推進

（第７期介護保険事業計画
等に基づき調整）

○高齢者の社会参加・健康
づくりの場の事業者決定

○地域密着型サービスの開
設（１箇所）

○高齢者の社会参加・健康
づくりの場の確保（ＰＰＰ
事業の推進）

○認知症高齢者グループ
ホームの整備運営事業者選
定
○小規模多機能型居宅介護
整備運営事業者の整備運営
事業者公募（応募事業者
無）

○高齢者の社会参加・健康
づくりの場の確保に向けた
施設機能の検討（ＰＰＰ事
業の推進）

事　業　費 　　　（千円） 0 5,589 0

事務事業 地域密着型サービスの整備

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室介護保険担当・介護給付係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 38 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

（施策０８　高齢者福祉の充実）

基本計画事業取組実績
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令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

09 障害者福祉の充実  

主管課名 福祉健康部 障害福祉課 

主管課長名 石川 士朗 主管課長名 042-481-7088 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，スポーツ振興課，子ども政策課，保育課，子ども家庭課，児童青少年課，福祉総務課，

高齢福祉担当，子ども発達センター，健康推進課，住宅課，指導室，社会教育課，教育相談所 
 

目 

的 

対 象 障害のある市民とその家族 

意 図 安心して暮らし，社会に参加することができる 

◇施策の方向 

障害者に，一人一人のニーズに応じた支援，どのライフステージにも対応した切れ目のない支援を行い，共に暮らす
地域社会の実現を目指す中で，その人らしい自立した生活の充実を図ります。 

 

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 障害者相談支援事業，こころの健

康支援センターの相談利用者数

【☆】 

1,515 人 1,646 人 1,715 人 1,752 人 1,500 人 

２ 障害者就労支援センターの支援

を受けている一般就労者数【☆，◎】 
158 人 192 人 217 人 280 人 210 人 

３ 調布市の障害者福祉施策の充実

度（上段から身体・知的・精神）【☆】 

  － 

  － 

  － 

51.8％ 

59.3％ 

60.4％ 

  － 

  － 

  － 

  － 

  － 

  － 

65.0％ 

65.0％ 

65.0％ 

４ 「調布市に住み続けたい」と答え

た障害者の割合（上段から身体・知

的・精神）【☆】 

  － 

  － 

  － 

94.5％ 

92.1％ 

89.9％ 

  － 

  － 

  － 

  － 

  － 

  － 

95.0％ 

95.0％ 

95.0％ 
 

◆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 障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数【☆】 
市内委託事業所が実施している障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数ともに

増加し，目標値を達成しています。引き続き相談支援の充実を図っていきます。 

２ 障害者就労支援センターの支援を受けている一般就労者数【☆，◎】 
 平成２９年度に目標値は達成しましたが，平成３０年４月から障害者雇用率が引き上げられたこともあ
り，一般就労者数は大幅に増加しました。今後も，障害者雇用に対するニーズは高くなると予想されます。
就労支援だけでなく就労後の定着支援を行い，長く就労できるよう取り組みます。 

３ 調布市の障害者福祉施策の充実度【☆】 

成果指標は３年ごとに実施する「調布市民福祉ニーズ調査」（次回調査は令和元年度）によるため，平成
３０年度の数値は把握しておりませんが，平成２８年度の調査では目標値を下回る結果となっているため，
目標達成に向けた施策の充実に努めます。 

４ 「調布市に住み続けたい」と答えた障害者の割合【☆】 
上記３と同様の理由により，平成３０年度の数値は把握していませんが，平成２８年度の調査では目標

値を下回る結果となっているため，目標達成に向けた施策の充実に努めます。 
 

《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 障害者相談支援事業，こころの

健康支援センターの相談利用者数 

相談窓口の周知や相談体制の充実などにより相談利用

者数を増加させ，ライフステージや個別の状況に応じ

た支援の充実を図ることを目標とした。 

（障害福祉課資料） 

1,886 人 

（平成 29 年度） 

2,400 人 

（令和 4 年度）

２ 障害者が住みやすい地域だと感

じている割合 

福祉サービスの充実，障害理解の推進など，ハード・

ソフト両面からの取組により，障害者自身にとって住

みやすい地域だと感じている割合を増加させることを

目標とした。（調布市民福祉ニーズ調査（3 年毎）） 

83.8% 

（平成 30 年度） 

85.0% 

（令和 4 年度）

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（施策 09 障害者福祉の充実） 

 

◆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】 

０９-１ 障害者と家族の地域生活支援の充実 

市内３箇所の障害者相談支援事業所やこころの健康支援センターの相談窓口を継続して実施するとと

もに，障害福祉課が基幹相談支援センターとして総合的・専門的な指導や助言をすることで相談体制の強

化を図りました。また，障害者地域自立支援協議会の専門部会である「サービスのあり方検討会」を開催

し，市内の相談支援事業所と情報や課題を共有するなど連携を図り，相談支援体制の強化を図りました。

障害者虐待防止センター事業では，市内事業所に虐待防止のための研修を促すとともに，虐待通報に対

応しました。また，障害児の虐待に関しては，子ども家庭支援センターすこやかにある児童虐待防止セン

ターと連携し対応を図りました。 

障害福祉サービスについては，利用者への周知等を適正に行い，多様化する障害者のニーズに応じるた

め，計画的なサービス等利用計画の作成ときめ細かな支給決定を行いました。 

障害者地域自立支援協議会では，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として，

更なる障害理解の促進を図るため，車いすバスケットの選手を講師として招き，体験会と講演会を実施し

ました。また，医療的ケアワーキングでは，平成３０年度から開始した医療的ケア児・者のための支援体

制整備事業に対し内容の検証をするとともに，不足する点などの意見をまとめました。 

０９-２ 生涯にわたる支援と住み続けられる地域づくり 

「ちょうふだぞう」とこころの健康支援センター就労支援室「ライズ」の2箇所の就労支援センターで

は，障害者雇用率の引き上げの影響もあり，相談者，就労者等の利用が大幅に増加しており，就労準備支

援のみならず職場に定着できるよう支援を実施しました。 

「作業所等経営ネットワーク支援事業」では，福祉作業所等連絡会が発行する情報誌「わくわーく」で

商品や事業所を紹介し，利用者の勤労意欲・工賃水準の向上につなげました。また，障害者優先調達推進

法に基づき，障害者就労施設等からの物品等調達方針を作成し，庁内にとどまらず関係団体等も含めて協

力を求め，就労施設や提供可能な物品等を周知することで販売機会の拡充を図りました。 

子ども発達センターでは，子どもの発達に心配のある保護者からの相談に応じるとともに，児童福祉法

に基づく障害児相談支援事業では，計画の作成やモニタリングを実施し，関係機関との連携を図りながら

総合的な相談支援に努めました。 

障害者の余暇活動支援としては，「ほりでーぷらん」の実施回数を増やしたほか，ＦＣ東京と協働し「障

害児・者フットサル事業」を新たに開始しました。また，特別支援学級に在籍する知的障害のある児童・

生徒対象の「遊ing」と中学校特別支援学級の卒業生のうち知的障害のある方を対象とした「杉の木青年

教室」，特別支援学校在籍者・卒業生の体験活動事業「のびのびサークル」では，毎月様々な活動を行い，

社会体験の機会を提供しました。 

障害児・者の日中活動の支援としては，精神障害者通所施設１箇所と障害児通所施設１箇所の開設費等

の補助を行いました。その他開設を希望する事業者に対する支援を行い，知的障害者通所施設２箇所，障

害児通所施設１箇所が開所しました。 

地域移行が推進される中，地域生活の基盤となる住まいの場の確保を図るため，グループホーム２箇所

の開設費補助を行いました。また，消防法改正を受け，グループホームにおける消防設備の設置等への補

助をするとともに，安全・安心な施設運営を推進するため，カメラ付インターフォンなど防犯設備に対す

る補助を実施し，防災及び防犯対策の整備を促進しました。 

 

 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○障害者の就労支援の充実
・障害者雇用を考える企業
の開拓
・障害者・企業の担当者と
連携し，職場定着支援を充
実
・障害者の自立と社会参加
の機会を増やす支援の実施

○就労支援の実施

○支援体制の拡充

○就労支援の実施 ○就労支援の実施
・就労支援と生活支援の一
体的な提供
・職場定着支援の実施
・企業向けセミナーの実施

事　業　費 　　　（千円） 64,032 61,175 59,207

事務事業 障害者の就労支援

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 42 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

○概ね１８歳以上の発達障
害者の相談窓口を設置
○専門デイ事業，就労準備
支援の再編
○地域の発達障害者支援
ネットワークを構築し，
サービス事業者への支援
○発達障害に関する市民の
理解を深めるための普及啓
発事業
○ひきこもりの市民及びそ
の家族への支援

○発達障害者支援事業の実
施

○発達障害者支援事業の実
施

○発達障害者支援事業の実
施
・発達障害者の相談支援
・専門デイ事業の実施
・就労準備支援の実施
・講演会等普及啓発の実施

○調布地域精神保健福祉
ネットワーク連絡会を活用
した発達障害者支援ネット
ワークの構築

事　業　費 　　　（千円） 13,000 25,214 24,098

事務事業 発達障害者支援体制整備推進事業

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 41 重点Ｐ － －

○緊急サポート事業の実施

○安心ネットワーク事業の
実施

○ヘルプカードの普及啓発

○緊急サポート事業の実施

○安心ネットワーク事業の
実施

○ヘルプカードの普及啓発

事　業　費 　　　（千円） 15,517 9,430 8,912

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○障害のある市民が地域で
安心して生活するためのサ
ポート事業
○訪問相談支援事業の対象
者拡大
○実施事業の市民への周知

○緊急サポート事業の実施

○安心ネットワーク事業の
実施

○ヘルプカードの普及啓発

計画コード 40 重点Ｐ － －

事務事業 障害者を地域で支える体制づくり

（施策０９　障害者福祉の充実）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○障害者の地域で自立した
生活を支援するため，グ
ループホーム整備・開設支
援・運営支援を実施

○重度身体障害者グループ
ホームの設置検討

○民間グループホームの開
設支援（１箇所）

○新規入居支援

○運営支援

○重度重複障害者グループ
ホームの運営支援（２箇
所）

○民間グループホームの開
設支援（１箇所）

○新規入居支援

○運営支援

○重度重複障害者グループ
ホームの運営支援（２箇
所）

○民間グループホームの開
設支援（２箇所）

○新規入居支援

○運営支援

○重度重複障害者グループ
ホームの運営支援（２箇
所）

事　業　費 　　　（千円） 245,080 208,228 211,972

事務事業 障害者グループホームの整備

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 44 重点Ｐ － －

○運営支援（１２箇所） ○運営支援（１３箇所）

○開設支援（１箇所）

事　業　費 　　　（千円） 24,163 24,482 25,067

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○運営支援（家賃）の助成

○放課後等デイサービス事
業所の設置

○運営支援（１１箇所）

計画コード 43 重点Ｐ － －

事務事業 放課後等デイサービスの充実

（施策０９　障害者福祉の充実）

基本計画事業取組実績

59



令和元年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

10 セーフティネットによる生活支援  

主管課名 福祉健康部 生活福祉課 

主管課長名 宇津木 ゆみ子 電話番号 042-481-7092 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，福祉総務課，高齢福祉担当，障害福祉課，健康推進課，ごみ対策課 

 

目 

的 

対 象 生活困窮者，生活保護受給者 

意 図 自立して生活をおくることができる，健康で文化的な生活をおくることができる 

◇施策の方向 

生活保護に至る前の生活困窮者の早期把握に努め，個々の状態に応じた適切な支援を行うとともに，生活保護制度の
適正な運用により健康で文化的な最低限度の生活を保障し，自立に向けて継続的な支援を実施していきます。 

 

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 就労（増収）により自立した世帯

の割合【☆】 
7.0% ２.９％ ４.9％ ５.０％ 

5.0％程度 

（毎年度）
 

◆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 就労（増収）により自立した世帯の割合【☆】 

 生活保護廃止世帯のうち就労（増収）により自立した世帯が占める割合は，平成２９年度と比較して 

０．１ポイント増加しました。平成３０年度は，本指標の分母である「生活保護廃止世帯数」分子である

「就労により自立した世帯数」ともに増加したことから，平成２９年度を上回る結果となり，目標値を達

成しています。 

 
 

《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 就労支援対象者のうち，就

労・増収した者の割合 

地域や関係機関と連携を図りながらきめ細かな支援を行

い，就労支援対象者の 9 割を就労・増収につなげていく

ことを目標とした。 

（生活困窮者自立支援制度に関する支援状況調査） 

87.0％ 

（平成 29 年度） 

90.0% 

（令和 4 年度） 

２ 就労支援事業等の参加者の

うち，就労・増収した者の割合 

ケースワーカー・専門支援員が関係機関と連携を図りな

がらきめ細かな支援を行い，就労支援事業等の参加者の

半数を就労・増収につなげていくことを目標とした。 

（生活福祉課資料） 

46.1% 

（平成 29 年度） 

50.0% 

（令和 4 年度） 

 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  
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（施策 10 セーフティネットによる生活支援） 

 

◆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】 

１０－１ 生活困窮者の自立支援 

 平成２７年 4 月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき開設した，ワンストップ型相談窓口「調

布ライフサポート」（社会福祉協議会へ委託）では，生活困窮者の生活に関する包括的な相談を受け，生

活上の課題整理を行ったうえで，その人に最適な支援プランの作成や他制度，他支援の情報提供，相談へ

の同行支援等を行いました。 

 就労支援が必要な方にはハローワークや民間職業紹介事業者と連携を図りながら，カウンセリングや職

業紹介など就労に向けた支援を行い，生活困窮者の自立の促進を図りました。 

 離職により経済的に困窮し，家賃の支払いが困難な方に「住居確保給付金」制度の活用ができるよう審

査等の手続き支援を行い，住居確保給付金を支給したことにより，生活困窮者の自立の促進を図りました。

 平成２７年度に開始した，調布市子ども・若者総合支援事業「ここあ」において，生活困窮者世帯や生

活保護世帯の中学生を対象に，学習支援コーディネーターと学生ボランティアによる進学に向けた学習サ

ポートや学習習慣取得のための支援を行い，進学や学習意欲等の向上に繋げました。また，子ども生活部

と連携を図りながら運営を行い，貧困の連鎖の防止に取り組みました。 

 

 

１０－２ 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援 

 平成３０年度末の調布市における被保護世帯及び人員は，２，５４４世帯（前年比３５世帯増）， 

３，０７２人（３人の増）でした。また，生活福祉相談については，延べ１，２９７件で，前年度比１３

件増加しました。 

 こうした中，平成３０年度も，国が掲げる「漏給防止」，「濫給防止」，「自立支援」の３点を柱に適正な

保護の実施に努めました。 

 「漏給防止」の取組として，生活保護の相談の際には，相談者に対して，生活保護制度等についての十

分な説明を行い，申請の意思表示をされた方には，速やかに申請書を交付するとともに申請手続きについ

ての助言を行いました。また，必要な方が生活保護に繋がるよう，地域の方々からの情報提供等に対して

は，迅速に現場確認に努めました。 

 「濫給防止」の取組として，被保護世帯の生活状況等を把握し，自立助長に向けた適切な指導援助を行

うため，査察指導員が各ケースワーカーに年間訪問計画の策定と活発な訪問活動の実施を働きかけるとと

もに，その進行管理に努めました。就労支援では，就労支援員が，庁内ハローワークや民間職業紹介事業

者の就職サポート事業を活用し，被保護世帯の経済的な自立の促進を図りました。身体的な事情等から金

銭管理が困難で，かつ，親族等が代理で行うことができない被保護者に対しては，金銭管理の支援を行い，

日常生活の自立の促進を図りました。また，次世代育成支援として生活保護世帯の小・中学生，高校生を

対象に，学力の向上と進学を目的として通塾代等の助成や，大学等受験費用の助成を行いました。 

 また，必要な被保護者に対し，就労や地域生活支援を目的として，スーツ代やアパートの鍵交換費用等

を助成する自立促進事業を展開しました。 

 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○自立支援専門員の配置
○健康管理支援員による健
康管理支援
○金銭管理支援プログラム
による支援
○次世代育成支援プログラ
ムによる支援
○支援プログラムに基づく
支援

○就労による自立の促進
○就労サポート事業による
支援

○自立促進事業

○自立支援専門員の配置
○健康管理支援員による健
康管理支援
○金銭管理支援プログラム
による支援
○次世代育成支援プログラ
ムによる支援
○支援プログラムに基づく
支援

○就労による自立の促進
○就労サポート事業による
支援

○自立促進事業

事　業　費 　　　（千円） 52,051 71,642 62,358

所管部署 福祉健康部・生活福祉課・生活福祉係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○自立支援専門員の配置

○支援プログラムの策定・
支援

○就労による自立の促進

○自立促進事業

○自立支援専門員の配置

○金銭管理支援プログラム
による支援
○次世代育成支援プログラ
ムによる支援
○支援プログラムに基づく
支援

○就労による自立の促進
○就職サポート事業による
支援

○自立促進事業

計画コード 46 重点Ｐ － －

事務事業 自立支援事業の充実

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策１０　セーフティネットによる生活支援）

基本計画事業取組実績

○生活困窮者自立支援事業
の実施

○生活困窮者自立支援事業
の実施
・自立相談支援機関の運営
・住居確保給付金の支給
・家計相談支援事業の実施
・就労準備支援事業の実施
・子どもの学習支援事業の
実施

○検証を踏まえた事業の実
施

○生活困窮者自立支援事業
の実施
・自立相談支援機関の運営
・住居確保給付金の支給
・子どもの学習支援事業の
実施

○事業の検証
・現在未実施の法定任意事
業の実施について検討・調
整

○生活困窮者自立支援事業
の実施
・自立相談支援機関の運営
・住居確保給付金の支給
・子どもの学習支援事業の
実施

○事業の検証
・現在未実施の法定任意事
業の実施について検討・調
整

事　業　費 　　　（千円） 33,546 34,295 30,167

事務事業 生活困窮者自立支援事業

所管部署 福祉健康部・生活福祉課・生活福祉係

活
動
内
容

計画目標
平成３０年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 45 重点Ｐ － －
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