
調布っ子すこやかプラン記載事業実績一覧 資料１０－２

No 施策の展開・事業内容 平成３０年度の実績 担当課

1

妊娠届出時の相談の充実（妊婦に対する栄養指導，体調管理，禁煙支援等） 妊娠から出産，子育て期に渡る母子の健康管理のため，妊娠届出をした方に母子健
康手帳を交付し，妊婦健康診査受診票やガイドブックなどをセットした「母と子の保健
バッグ」を配布。健康推進課で交付する際には，相談内容に応じて看護職が保健指
導や健康相談も実施しています。
【実績】妊娠届出数１，９７６件（うち健康推進課１，４１３件，子ども家庭支援センター
すこやか２６９件,その他２９４件）
平成28年9月から「ゆりかご調布」事業を開始し，健康推進課と子ども家庭支援セン
ターすこやかで，専門職による面接を行っています。出産・育児に関する不安の軽減
や継続的な支援に努めています。より多くの方が面接を受けられるように，月2回休日
のゆりかご面接も実施しています。

健康推進課

2

特定妊婦の把握と支援 妊娠届出時や医療機関からの情報等で，妊娠期から継続的な支援が必要な妊婦が
把握された場合，保健師等が関係機関と連携を取りながら，妊婦及びその家庭の支
援を行っています。
（平成28年度から「ゆりかご調布」事業からの情報も加わりました。） 健康推進課

3

妊婦健康診査の公費負担による，妊娠期の健康管理の充実 健康診査により，妊婦の健康管理及び保健指導を行い，さらに乳児の死亡率の低下
や流早死産を防止しています。特にＢ型肝炎の検査により母子感染を起こすおそれ
のある妊婦の発見をしています。
【実績】１，９１６人 健康推進課

4

こんにちは赤ちゃん訪問事業の継続 助産師・保健師・看護師等がお子さんが生まれた全ての家庭を対象に家庭訪問をし
ています。健康状態の確認や育児についての助言，子育てに関する情報提供等を
行っています。
【実績】１，８７４人

健康推進課

5

乳幼児健診による子どもの発育・発達状況の把握や疾病の早期発見と早期治療 3～4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診は，保健センターで実施し，発育，発
達状況を確認し，疾病や異常の早期発見をしています。保護者の子育てに関する不
安についての相談ができます。1歳6か月児と3歳児健診では歯科健診も同日に実施
しています。また，希望者には当日受けられる心理相談を紹介しています。
6～7か月児健診，9～10か月児健診は，医療機関で実施します。
【実績】3～4か月児健診　１，９７４人，6～7か月児健診　１，９８０人
9～10か月児健診　１，９８０人，
1歳6か月児健診　　２，０８３人（歯科健診　２，０８３人）
3歳児健診　　２，００６人（歯科健診　２，００５人）

健康推進課

<第５章　【調布市子ども・子育て支援事業計画（P.４１～）】>
母と子どもの健康支援（母子保健計画）
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6

健診未受診者の把握 3～4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診の未受診者に対して，子どもの発育・
発達，家庭状況の把握のために，家庭訪問や電話連絡等をして，把握に努めていま
す。状況により，関係機関と連携を取りながら支援にあたっています。 健康推進課

7

子どもや家庭の状況に応じた健康相談，訪問指導の実施 【子どもの相談室】
子どものしつけや，言葉の発達，運動機能について心配がある場合，専門職による個
別相談を行っています。子どもと保護者の状況によってグループも紹介しています。
【実績】
＜個別相談＞
こころの相談　２２２人（延べ　２８０人）
ことばの相談　１８１人（延べ　２３０人）
うんどうの相談　２９人（延べ　３１人）
＜グループワーク＞
どんぐりグループ　　　４０組（延べ　３３８人）
くるみグループ　　　　３９組（延べ　３３２人）
親子で遊ぼうセミナー　７４組（延べ　１５９人）

【アレルギー相談】
アレルギー疾患についての正しい知識の普及し，食事や生活相談にあたる職員や関
係者の相談に応じています。また，アレルギー疾患について相談がある市民に対して
個別相談，講演会を実施し，不安の解消に努めています。
【実績】
医師相談　延べ３２人（１２回），
専門相談員相談　延べ２１３人（面接・電話・メール）
スキンケア教室　　２００組（延べ４００人）
講演会参加者数　８０人（１０月１３日実施）

健康推進課

8

母親学級・育児教室の充実 【もうすぐママパパ教室】
妊婦に対して母親同士の仲間づくりの手助けや妊娠中の不安の解消を図り，その夫
（パートナー）に対しても出産，育児に協力して取り組める動機づけになるよう実施し
ています。平日３回，土曜日１回の４回コースと土曜日のみ１回コースがあります。
【実績】
４回コース　実施　　３６回（延べ参加者　５２２人）
１回コース　実施　　２４回（延べ参加者　１，０１５人）

【育児教室】
保護者が乳幼児期の様々な成長過程の課題を理解し，育て方の工夫や子育ての楽
しみを見いだせるよう，乳児の発育や子育てに関する考え方，知識を伝えています。
【実績】
こあらクラス　　　　 ３４２組（１２回）
らいおんクラス　　     ２３４組（１２回）
地域健康教育（児童館で実施）　　２９８組（延べ６０４ 人)

健康推進課

9

定期予防接種の実施 伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため，予防接種法に基づく定
期予防接種を個別接種にて実施しています。
【実績】<Ａ類疾病>　　13種類　延べ　50,177件 健康推進課
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No 施策の展開・事業内容 平成３０年度の実績 担当課

1

児童虐待防止センター 子ども自身や保護者，地域の方からの情報提供を受け付ける窓口です。児童虐待の
問題について，臨床心理士・精神保健福祉士を含めた専門スタッフが電話・来所等で
の相談を受け，他の専門機関との迅速かつ的確な連携を図り，支援します。
【実績】虐待防止ホットラインで受けた件数71件，虐待相談件数25,885件

すこやか

2

調布市要保護児童対策地域協議会 児童虐待防止に向け，関係者が一同に会し情報交換を行うとともに，個々の事例に
ついて援助方針を検討し合う会を開催しています。また，要保護児童対策を推進する
ための啓発活動を行っています。
【実績】代表者会議2回，実務者会議 3回，ケース会議 224回

子ども政策課

3

ママのほんわかタイム（グループワーク） 保護者同士が育児の大変さを共有し合うことで，育児負担感が軽減できるグループ
ワークです。虐待を未然に防ぐことを目的にしています。
（1歳未満の乳幼児を持つ親を対象）
【実績】１２回　延べ　１４３人 健康推進課

4

メッセージ（乳児健診時グループワーク）活動 ママのほんわかタイムのプレ体験ができるグループです。
赤ちゃん体操や今後の育児について意見交換もしています。
（乳幼児健診来所者を対象）
【実績】３６回　延べ　７９６人

健康推進課

5

親子のメンタルケア（たんぽぽグループ）相談 保護者同士が育児の大変さを共有し合うことで，育児負担感が軽減できるグループ
ワークです。虐待を未然に防ぐことを目的にしています。
（育児困難感を抱える親を対象）
【実績】２４回　延べ　１４３人

健康推進課

6

母子・女性緊急一時保護 緊急に保護を要する母子または女性に対し，必要な保護と相談・援助等を行い，自立
への手段を講ずるまでの応急的な支援を行います。
【実績】2件　延べ　7日 子ども家庭課

<第６章　【調布市子ども・子育て支援事業計画（P.４３～）】>
特別な配慮が必要な子どもへの支援
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7

女性の生きかた相談 DV等女性が抱えるさまざまな悩みについて，相談者自身が問題解決の糸口を見出
せるよう，面接及び電話による相談を受け付けています。必要な情報を提供する等，
関係機関と連携を図りながら支援します。
【実績】相談件数363件　暴力に関する相談延べ件数161件 男女共同参画推進課

8

人権について考える講演会・講座 11月25日「女性に対する暴力撤廃日」（国連），11月12日～25日「女性に対する暴力を
なくす運動」実施（内閣府男女共同参画推進本部）に合わせて，人権について考える
きっかけとなるよう講演会・講座を開催します。
【実績】
　「女性に対する暴力をなくす運動」期間の取組として，配偶者暴力根絶の願いを込
めて作った花のオブジェ等を展示する「みんなで笑顔の花を咲かせようプロジェクト」
展を実施しました。ペーパーフラワー作りのワークショップを開催し，制作されたペー
パーフラワーはその場で展示に加えました。参加者には啓発グッズや男女共同参画
推進センター通信を配布しました。
ワークショップ参加人数　423人
　その他，3月には市内市立中学校3年生を対象にデートＤＶ出前講座を実施し，デー
トＤＶ防止を啓発しました。
講座参加人数　236人

男女共同参画推進課

9

母子家庭等自立支援教育訓練給付金 就業を目的として，教育訓練講座を受講し，修了した方に給付金を支給します。※必
ず事前に就労支援専門員への相談が必要です。
【実績】支給　3件

子ども家庭課

10

母子家庭等高等職業訓練促進給付金 就業を目的として，国家資格習得を目指している方に給付金等を支給します。※必ず
事前に就労支援専門員への相談が必要です。
【実績】支給　13件 子ども家庭課

11

児童扶養手当 母子・父子家庭等の状態にあって，18歳に達した年度の3月末日まで（中程度以上の
障害がある場合は20歳未満まで）の児童を養育している方に手当を支給します。所得
制限があります。
【実績】10,120円～42,910円　1,036人（全部停止を除く）

子ども家庭課

4
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12

児童育成手当（育成手当） 母子・父子家庭等の状態にあって，18歳に達した年度の3月末日までの児童を養育し
ている方に手当を支給します。所得制限があります。
【実績】13,500円/月　対象児童数　2,029人

子ども家庭課

13

母子・父子自立支援員の配置（相談） 母子・父子家庭の皆さんが抱えている生活上の問題等の相談に，専門の相談員が対
応します。
【実績】6人

子ども家庭課

14

母子就労支援専門員の配置（相談） 母子・父子家庭の自立促進のため，相談を行い，就業に向けてきめ細かく支援しま
す。
【実績】2人 子ども家庭課

15

ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等の要件に該当する母，父または養育者及び18歳に達する日以降最初
の3月31日まで（中程度以上の障害がある場合は，20歳未満まで）の児童に，医療費
の自己負担分（課税世帯は，自己負担分の一部）を助成します。（生活保護受給者，
健康保険未加入者は，対象外）所得制限があります。
【実績】1,154世帯　2,007人

子ども家庭課

16

JR通勤定期乗車券の割引 児童扶養手当受給世帯の方に「JR定期乗車券購入証明書」を交付します。この証明
書をJRの窓口に持参すると，通勤定期券を3割引で購入できます。
【実績】対象者：児童扶養手当受給世帯

子ども家庭課

17

都営交通機関の無料パスの交付 児童扶養手当受給世帯の方お一人に，都営交通の無料乗車券を交付します。
【実績】対象者：児童扶養手当受給世帯

子ども家庭課

18

上・下水道料金及び家庭ごみ・粗大ごみ処理手数料の減免 児童扶養手当受給世帯を対象に，上・下水道料金の基本料金等及び家庭ごみ・粗大
ごみ処理手数料（家電リサイクル法の適用となる粗大ごみは除く）を減免します
【実績】対象者：児童扶養手当受給世帯　特別児童扶養手当受給世帯 子ども家庭課

19

ひとり親家庭ホームヘルプサービス 中学生以下の児童がいる母子・父子家庭等で，日常生活に著しく支障がある場合に，
一定の期間ホームヘルパーを派遣します。
【実績】2世帯54回 子ども家庭課

20

単親家庭居室資金貸付 単親家庭の居宅を確保するため，賃借または建築に必要な資金の貸付を行います。
【実績】0件

子ども家庭課

5
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21

母子・父子福祉資金貸付 母子・父子家庭の生活設計の一助として，その経済的自立を助成し，併せてお子さん
の福祉を増進するため，各種資金の貸付けを行います。
【実績】母子福祉資金39件　父子福祉資金1件 子ども家庭課

22

ひとり親世帯の子どもの学習支援事業 児童扶養手当受給者世帯等の中学生等に，学習支援を提供します。学習支援ボラン
ティアにより学びをサポートすることで，対象者の学力向上を図り，進学・就職すること
を支援し，将来の貧困の連鎖を断ち切ります。
生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む）の中学生を対象とした学習支援事業と一
体的に実施しています。
【実績】延べ1,601人

子ども家庭課

23

ひとり親世帯の相談支援事業 ひとり親家庭の親・子ども・関係者を対象に，相談支援を実施します。生活支援や必
要に応じて臨床心理士によるサポート，学校，民生委員・児童委員，福祉・保健機関，
医療機関と連携を図り，地域全体で支えます。
調布市子ども・若者総合相談事業と一体的に実施しています。
【実績】延べ2,217回

子ども家庭課

24

発達支援事業 発達に遅れやかたよりのある子どもとその家族に対して，年齢や一人ひとりの発達に
応じた専門的なグループ指導や個別指導を行うことにより，子どもの健やかな成長と
その子育て家庭を支援します。グループ指導・個別指導のほか，保護者に対して，講
習会，面談等を実施するとともに，子どもの通う幼稚園・保育園に対し，相談・助言を
行い，連携を図ります。
【実績】延べ6,033件

子ども発達センター

25

緊急一時養護事業 発達に遅れやかたよりのある子ども，障害のある子どもを対象として，緊急一時養護
事業（日中預かり）を実施しています。
【実績】延べ127人

子ども発達センター

26

在宅障害者（児）委託型緊急一時保護事業 障害者（児）の家族の方が病気や所用で一時的に介護が困難になった場合に，障害
者（児）本人をお預かりします。
1　宿泊保護　　4箇所（重症心身障害者，身体障害者，障害児）
2　日帰り保護　1箇所
【実績】利用日数　1084日

障害福祉課

27

障害児通園事業
（児童発達支援事業）

専門的支援を必要とする障害のある3～5歳児を対象に，児童発達支援事業を実施
し，子どもの特性に応じた個別的療育プログラムを提供し，社会的能力，認知能力，
運動・活動能力等の育ちを支援します。
・定員：40人
・実施時間：午前9時30分から午後2時30分まで
・日数：週5日（月～金曜日）
【実績】延べ7,348人

子ども発達センター

28

交流保育 通園事業利用児童が，居住区の保育園で過ごし，地域の園児とふれあう事業を実施
しています。
【実績】21人 78回

子ども発達センター
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29

利用者送迎事業 調布市子ども発達センターを利用する子どもや保護者の方々の送迎を行います。
【実績】延べ7,785人

子ども発達センター

30

子ども施設支援事業 配慮を必要とする子どもの成長・発達を支援するため，子ども施設等に専門職員が訪
問し，職員に関わり方や環境整備等の助言を行います。その他，子ども施設の職員
向けの講習会等を開催します。
【実績】研修会　13回　参加175人，子ども施設訪問事業　16箇所　22人 子ども発達センター

31

巡回相談 学童クラブで，配慮を必要とする子どもの成長・発達を支援するため，専門職員が訪
問し，職員に関わり方や環境整備等の助言を行います。
【実績】
障害児等の育成において，学童クラブでの様子を観察し，育成方法についての指導・
アドバイスを受けた。
観察17回　指導17回

児童青少年課

32

障害児保育 集団保育が可能な障害児を保育園でお預かりします。（園ごとに受入児童数が異なり
ます）
【実績】４１園８３人

保育課

33

学童クラブ障害児等送迎事業 障害児等の通学する小学校等と当該学童クラブとの間の送迎を行います。
【実績】
利用者24人，延べ2,557回

児童青少年課

34

総合福祉センター放課後等デイサービス事業 障害のある児童に日中活動の場所を提供し，音楽療法を中心に専門的な療育を行い
ます。
【実績】利用者数　54人，延べ利用日数　2,378日 障害福祉課

35

在宅障害者ショートステイ事業 中学生以上の知的障害児の保護者が病気や所用，その他休養が必要となった場合
等，一時的に介護が困難になった場合に，障害児本人をお預かりします。
【実績】述べ利用人数　2,037人 障害福祉課

36

障害福祉サービス費の支給 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス（居宅介護，同行援護，行動援護，短
期入所）及び計画相談支援の利用に係る費用を支給します。
【実績】支給決定者数2715人（内児童数不明）（居宅介護327人，同行援護72人，行動
援護77　人，短期入所422人，計画相談支援1817人）

障害福祉課
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37

障害児通所支援費の支給 児童福祉法に基づく障害児通所支援（児童発達支援，医療型児童発達支援，放課後
等デイサービス，保育所等訪問支援，居宅訪問型児童発達支援）及び障害児相談支
援の利用に係る費用を支給します。
【実績】支給決定者数1115人(児発170人，医療型児発11人，放デイ384人，保育所等
訪問支援5人，居宅訪問型児発1人，障害児相談支援544人）

障害福祉課

38

心身障害児教育事業費補助金 障害児の就園及び障害児教育の充実を図るため，障害のある児童が通園している幼
稚園に対し助成します。
【実績】29人 保育課

39

児童育成手当
（障害手当）

身体障害者手帳1級・2級程度，愛の手帳1～3度程度，脳性麻痺または進行性筋萎
縮症の障害を持つ20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。所得制限
があります。
【実績】15,500円/月　対象児童数　128人

子ども家庭課

40

特別児童扶養手当 身体障害者手帳１～3級程度，愛の手帳1～3度程度若しくは同程度の疾病，身体ま
たは精神に障害のある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します。所得
制限があります。
【実績】重度障害児51,700円/月 中度障害児34,430円/月
対象児童数　226人

子ども家庭課

41

障害児福祉手当 身体障害者手帳1～2級程度の方，愛の手帳1～2度程度の方，または上記と同等の
疾病・障害のある方で，一定の要件を満たす方に手当を支給します。
【実績】14,580円/月（平成30年2月～平成30年3月），14,650円/月（平成30年4月～平
成31年1月）　78人

障害福祉課

42

重度心身障害者手当 重度の知的障害と著しい精神障害を有する方，重度の知的障害と重度の身体障害を
有する方，重度の肢体不自由で四肢機能障害を有し，一定の要件を満たす方に手当
を支給します。
【実績】60,000円/月　144人（内児童数不明）

障害福祉課

43

心身障害者福祉手当 身体障害者手帳１～4級，愛の手帳1～4度，脳性麻痺，進行性筋萎縮症の方で，一
定の要件を満たす方に手当を支給します。
【実績】7,200円/月（199人），6,000円/月（199人） 障害福祉課

44

心身障害者扶養共済制度 障害者を扶養する保護者が一定の掛金を納付することにより，その保護者に万一の
ことがあった場合，障害者に終身一定額の年金を支給します。
【実績】加入者数13人 障害福祉課

45

身体障害者手帳
愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳

身体障害，知的障害，精神障害のある方に障害者手帳を交付します。身分証明にな
るとともに，各種福祉サービスを受ける際に必要です。
【実績】身体障害者手帳　130人，愛の手帳　335人，精神障害者保健福祉手帳　59人 障害福祉課

46

身体障害者手帳・診断書作成料の助成 身体障害者手帳の交付（再交付）申請時に必要な診断書料金を助成します。（上限
5,000円）
【実績】472件 障害福祉課
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47

子ども発達センター運営会議 有識者・ＮＰＯ法人調布心身障害児・者親の会・子ども発達センター通園事業父母会・
子ども発達センター利用者友の会・関係課等で構成する「子ども発達センター運営会
議」において，発達に遅れやかたよりのある児童または保護者等のニーズに応じるこ
とができるよう，保護者や関係機関等の意見を事業に反映させるとともに，必要な協
力体制等を検討していきます。
【実績】委員12人（7月，2月開催）

子ども発達センター

48

障害児等福祉教育連携会議 個別記録票「ｉ－ファイル」の書式の見直しや，発達に遅れやかたよりのある子どもた
ちへの一貫した支援について，関係機関での情報交換と共通認識・必要な協力体制
の構築等を図るため，連携会議を開催していきます。
【実績】】委員14人（1月開催） 子ども発達センター

49

地域福祉計画の策定 地域福祉を総合的に推進するため，地域福祉推進会議等を通じて検討・協議を行
い，計画を策定します。
【実績】5回開催　委員数22人
平成３０年度を初年度とする計画の進行管理 福祉総務課

50

障害者総合計画の策定 障害者福祉を総合的に推進するため，計画策定委員会等を通じて検討・協議を行
い，障害者計画（障害者基本法）及び障害福祉計画（障害者総合支援法）を策定しま
す。
【実績】昨年度，障害者計画（障害者基本法）及び障害福祉計画（障害者総合支援
法）を策定したため，平成30年度は策定なし

障害福祉課

51

小島町歯科診療所 障害のある方で地域開業医では困難な歯科治療を行っています。
【実績】受診　700人　108日/年

健康推進課

52

ヘルプカードの配付 障害のある方が普段から身につけておくことで，緊急時や災害時，日常の困ったとき
に，周囲の配慮や手助けを受けやすくするためのヘルプカードを配布します。
【実績】368人

障害福祉課

53

ｉ－ファイルの活用促進 「ｉ－ファイル」とは，医療機関，保育園，幼稚園，学校等で，児童が一貫した継続的な
支援が受けられるように，今まで受けてきた支援内容をまとめて保管できる個別記録
票のことで，「ｉ－ファイル」を保護者に配布するほか，関係機関への周知をしていま
す。
【実績】配付総数1,392部

子ども発達センター

54

日常生活用具・設備改善費の給付 在宅の障害者に対して日常生活用具の購入，住宅設備の改善及び屋内移動の設備
に要する費用の全部または一部を支給することによりその経済的負担を軽減します。
【実績】4,538件

障害福祉課
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55

補装具費の支給 補装具の購入や修理に要する費用の一部を支給します。
【実績】457件

障害福祉課

56

中等度難聴児補聴器購入費助成金 中等度難聴児に対し，対象補聴器の購入費用を一部助成します。
【実績】6件（12台）

障害福祉課

57

訪問入浴サービス 家庭において入浴することが困難な身体障害者の自宅へ訪問入浴車を派遣し，室内
で入浴のサービスを行います。
【実績】792件（内児童数不明）

障害福祉課

58

スクールサポーターの配置 通常の学級で特別な支援を要する児童・生徒への対応として，小・中学校全校にス
クールサポーターを１人配置し対応しています。また，支援の必要な児童・生徒が増
加しているため，派遣型スクールサポーターを5人配置しています。
【実績】通常の学級で特別な支援を要する児童・生徒への対応として，小・中学校全校
にスクールサポーターを1人配置し対応した。また，必要に応じて派遣型のスクールサ
ポーターを2人配置した。

指導室
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No 施策の展開・事業内容 平成３０年度の実績 担当課

1

【妊娠・出産期からの安定的な支援】
・特に，妊娠や出産に伴う不安を軽減し，正しい知識をもって安心して出産・子育てに
つながるように，保健師や助産師による「訪問・健康教育・相談・啓発」を行います。

＜ゆりかご調布事業＞
平成28年9月から「ゆりかご調布」事業を実施し，妊娠中に専門職が面接をすること
で，妊娠期から子育て期にわたって，切れ目ない支援を行います。母子保健や子育て
支援に関する情報提供や相談を受けています。面接後も継続的に支援が必要な場合
には，保健師が個別に相談を受けています。
【面接数】2,007件（うち健康推進課　1,739件，子ども家庭支援センターすこやか　268
件）

＜もうすぐママパパ教室＞
妊婦に対して母親同士の仲間づくりの手助けや妊娠中の不安の解消を図り，その夫
（パートナー）に対しても出産，育児に協力して取り組める動機づけになるよう実施し
ています。平日3回，土曜日1回の4回コースと土曜日のみ1回コースがあります。
【実績】
4回コース　実施　36回（延べ参加者　　522人）
1回コース　実施　24回（延べ参加者　1,015人）

健康推進課

2

【妊娠・出産期からの安定的な支援】
・生後４か月目までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）は訪問率100％を目指
します。

生後4ヶ月までのお子さんを対象に訪問を行っています。里帰りが長い場合や入院中
などで訪問が難しい場合は，電話連絡や訪問等で状況の把握に努めています。
【訪問率】　96.3％ 健康推進課

3

【妊娠・出産期からの安定的な支援】
・子育て家庭の健康増進のため，妊産婦及び乳幼児の健康診査事業を実施します。

健康診査により，妊婦の健康管理及び保健指導を行います。また乳幼児期の健診を
行い，お子さんやその家族の健康増進に努めています。
＜妊婦健診＞
健康診査により，妊婦の健康管理及び保健指導を行い，さらに乳児の死亡率の低下
や流早死産を防止しています。特にＢ型肝炎の検査により母子感染を起こすおそれ
のある妊婦の発見をしています。
【実績】1,982人

＜乳幼児健診＞
3～4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診は，保健センターで実施し，発育，発
達状況を確認し，疾病や異常の早期発見をしています。保護者の子育てに関する不
安についての相談ができます。1歳6か月児と3歳児健診では歯科健診も同日に実施
しています。また，希望者には当日受けられる心理相談を紹介しています。
6～7か月児健診，9～10か月児健診は，医療機関で実施します。
【実績】
3～4か月児健診　　　2,066人，6～7か月児健診　1,990人
9～10か月児健診　　　1,952人，
1歳6か月児健診　　　　2,044人（歯科健診　2,043人）
3歳児健診　　　　　2,021人（歯科健診　2,018人）

健康推進課

<第７章　【調布市子ども・子育て支援事業計画（P.５３～）】>
子ども・子育て支援の新たな課題と調布市の方向性
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4

【妊娠・出産期からの安定的な支援】
・健康推進課（調布市文化会館たづくり西館保健センター）では引き続き，専門医・専
門相談員による健康診査と個別相談を行います。

＜子どもの相談室＞
子どものしつけや，言葉の発達，運動機能について心配がある場合，専門職による個
別相談を行っています。子どもと保護者の状況によってグループも紹介しています。
【実績】
＜個別相談＞
こころの相談　　　　222人（延べ280人）
ことばの相談　　　　181人（延べ230人）
うんどうの相談　　　　29人（延べ31人）
＜グループワーク＞
どんぐりグループ　　　40組（延べ　338人）
くるみグループ　　　   39組（延べ　 332人）
親子で遊ぼうセミナー　74組（延べ　159人）
＜アレルギー相談＞
アレルギー疾患についての正しい知識の普及し，食事や生活相談にあたる職員や関
係者の相談に応じています。また，アレルギー疾患について相談がある市民に対して
個別相談，講演会を実施し，不安の解消に努めています。
【実績】
医師相談　延べ32人（12回），
専門相談員相談　延べ　213人（面接・電話・メール）
スキンケア教室　　200組（延べ400人）
講演会参加者数　　  80人（10月13日実施）

健康推進課

5

【妊娠・出産期からの安定的な支援】
・調布市では，産前産後期の支援として，「各種健診」，「こんにちは赤ちゃん訪問」や
「ベイビーすこやか（産前・産後支援ヘルパー事業）」等の事業を実施しています。子
ども・子育て新制度では，地域子ども・子育て支援事業のひとつとして，利用者支援
（母子保健型）が創設され，妊産婦等に対し，きめ細かい支援を実施することが求め
られています。調布市においても，既存事業を引き続き実施するとともに，民間事業
者と協力しながら，退院直後の母子が宿泊・日帰り等で利用できる施設の誘致を検討
します。

平成28年9月から利用者支援事業（母子保健型）を開始しました。「ゆりかご調布」事
業を実施し，安心して出産を迎えられるよう専門職による面接相談を行っています。
継続的な支援が必要な場合には，子ども家庭支援センターすこやか等の関係機関と
連携し，支援を行っています。また，こんにちは赤ちゃん訪問や各種健診では，専門
職が様々な育児の相談を受けています。
平成29年11月から，母親の休息や育児不安の軽減を目的に，「産後ケア事業」を実
施しました。生後４か月以内の子どもとその母親で，家族から支援が受けられない方
を対象に，市内の施設でデイケアを実施しています。
【実績】　申請件数　　202件
　　　　　  利用件数　 278件

健康推進課

6

【子どもの貧困対策の推進】
・様々な要因から「学び」に困難を抱える児童・生徒に対して，社会福祉に関する専門
的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーにより個々に応じた支援を行い
ます。

教育支援コーディネーター室に教育及び社会福祉に関する専門的知識を有する教育
支援コーディネーター，スクールソーシャルワーカーを３名ずつ配置し支援した。
【実績】
教育支援コーディネーター室活動件数2,243件

指導室

7

【子どもの貧困対策の推進】
・特定教育・保育の利用者負担額については，世帯の所得を勘案して設定することと
しており，特に低所得世帯の負担軽減を図ります。また，幼稚園に通園する子どもの
保護者を対象に，私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金や就園奨励費補
助金による負担軽減を，引き続き実施します。

特定教育・保育の利用者負担額については，世帯の所得を勘案して設定することとし
ており，特に低所得世帯の負担軽減を図りました。また，幼稚園に通園する子どもの
保護者を対象に，私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金や就園奨励費補
助金による負担軽減を，実施しました。平成２８年度より低所得の多子世帯等に対し
て保護者負担軽減の充実を図りました。

保育課

12
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【子どもの貧困対策の推進】
・全ての生徒が安心して教育を受けられるよう，高等学校等就学支援金制度や，生活
保護世帯や非課税世帯に対して，授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給
付金制度を引き続き実施します。

国と東京都の制度です。調布市ではホームページで掲載しています。

東京都

9

【子どもの貧困対策の推進】
・生活困窮世帯の高校や大学への進学を希望する中・高校生に対して，受験に向け
た教育支援として，学習塾等の受講費用や受験料の貸し付けを行う受験生チャレン
ジ支援貸付事業を実施します。

○貸付実績（226件）

１　学習塾等受講料（入学試験に備えるために必要となる学習塾等の受講費用の貸
付け）
　(１)中学3年生とそれに準じる人 　　　66件 　　200,000円（貸付限度額）
　(２)高校3年生とそれに準じる人　　　 38件　　 200,000円（貸付限度額）
２　受験料貸付金 （高等学校，大学等を受験するために必要となる受験料の貸付け）
　(１)中学3年生とそれに準じる人 　　　69件　　 27,400円（1校当たり23,000円限度4校
まで）
  (２)高校3年生とそれに準じる人　　　 53件     80,000円 (1校当たりの上限・回数制限
なし

福祉総務課
（社会福祉協議会委託）

10

【子どもの貧困対策の推進】
・対象者である児童扶養手当受給者世帯等の子どもに，学習支援と居場所の提供を
します。学習支援ボランティアにより学びをサポートすることで，対象者の学力向上を
図り，進学・就職することを支援し，将来の貧困の連鎖を断ち切ります。さらに，生活
支援や必要に応じて臨床心理士によるサポート，学校，民生委員・児童委員，福祉・
保健機関，医療機関と連携を図り，地域全体で支えます。

11

【子どもの貧困対策の推進】
・複合的な課題を抱える生活困窮者に対し，生活困窮者自立支援法に基づく自立相
談支援事業において包括的な支援を行うとともに，必要に応じ適切な関係機関につな
ぎます。

12

【子どもの貧困対策の推進】
・児童扶養手当を受給しているひとり親世帯に対して，調布市では母子就労支援員が
就労相談等を通して，生活の安定を図るための支援を行っています。さらに，平成２６
年８月にハローワーク府中と共同で調布市役所内に開設した「ちょうふ就職サポート」
等と連携を図りながら支援を強化していきます。

「ちょうふ就職サポート」では，生活保護を受けている方，児童扶養手当を受給されて
いる方，調布ライフサポートにより就労支援を行っている方を対象に就労支援を行い
ます。
●生活保護受給者の利用実績　106人
●生活困窮者（調布ライフサポート利用者）の利用実績　27人
●ひとり親家庭等の支援については各事業実績のとおり

生活福祉課
子ども家庭課

13

【子どもの貧困対策の推進】
・子育てと就業の両立等，ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応し，生活支援や就
業支援を行います（ひとり親家庭等の支援については４６～４７ページ参照）。

各事業実績のとおり

子ども家庭課

「調布ライフサポート」は，複合的な課題を抱える生活困窮者に対して包括的な相談
窓口となっています。相談内容により適切な機関に繋ぐ役割を果たし，就労活動の支
援が必要な方については，ライフサポート内で継続して支援を行っています。
●調布ライフサポートの相談実績
　・新規相談受付件数　348件
　・支援プラン作成件数　58件
　・就労支援対象者数　 57件
  ・就職者数　　　　　　　 50件
 ※就労支援対象者数は，支援プラン作成件数の内数。
 ※就職者数は，前年度から継続支援している対象者も含まれる。

生活福祉課
（調布ライフサポート）

13
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【子どもの貧困対策の推進】
・生活困窮世帯に対して，保育園や学童クラブ等の利用者負担の減免や減額を行い
ます。

【保育園】
１． 生活保護世帯及び非課税世帯
上記世帯の保育料は無償とします。
２．多子軽減制度
(１) 兄姉が認可保育園等に在園している場合，第２子を半額，第３子以降を無償とし
ます。
(２) 市民税所得割合算額が一定以下の世帯については，児童の年齢上限を撤廃し，
第１子の保育料を半額，第２子以降の保育料を無償とします。
３．ひとり親世帯や障害者手帳交付世帯等の負担軽減制度
市民税所得割合算額が一定以下の世帯について，児童の年齢制限を撤廃し，第１子
の保育料を半額，第２子以降の保育料を無償とします。

【学童クラブ】
<免除>
生活保護を受けているとき
就学援助を受けているとき
特別支援学校において就学奨励費を支弁区分１でうけているとき
世帯全員の市民税は非課税のとき
被災など著しく生活が困難な状態にあるとき
<減額>
同一世帯で２人以上の児童が入会しているとき（２人目以降）
調布市ひとり親家庭等医療費助成をうけているとき
夏休み・学童クラブ事業利用のうち７月分育成料について

保育課
児童青少年課

15

【子どもの貧困対策の推進】
・乳幼児期は，子どもの健やかな発育・発達及び健康の維持・増進の基盤となる時期
であると同時に，望ましい食習慣や生活習慣の形成に極めて大きな役割を果たす時
期です。食育推進基本計画の内容を踏まえつつ，乳幼児健診等における栄養指導の
機会等を活用し，食育の推進を図ります。

乳幼児健診やわくわく育児教室，こども歯科相談室，栄養相談，電話・来所による個
別相談を実施し，お子さんが健やかに成長できるよう集団教育及び個別の栄養相談
を行っています。
【実績】
＜集団教育＞
３～４か月健診　　　1,974人
わくわく育児教室　こあらクラス　　　342組
わくわく育児教室　らいおんクラス　233組
こども歯科相談室２歳児　　　605人
こども歯科相談室５歳児　　　166人
＜個別相談＞
１歳６か月健診　　174人
３歳児健診　　　　 48人
こども歯科相談室２歳児　　34人
栄養相談　　　56人
電話相談　　　57人
来所相談　　　27人
訪問相談　　　 0人

健康推進課

14
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【子どもの貧困対策の推進】
・ネグレクト等の虐待の背景には複合的な要因が絡んでいる場合が多く，課題のある
子どもへの対策を主眼に，調布市要保護児童対策地域協議会の運営等を通じて，密
に関係機関と連携し，個々のケースに応じたきめ細かい支援を行っていきます。

専門相談員が虐待に関する相談・通報などに対応し，内容に応じて各関係機関と連
携調整することで，保護を要する児童等の適切な支援を行いました。
【実績（再掲）】代表者会議　2回，実務者会議　3回，ケース会議　224回

子ども政策課

17

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・近年，子ども・若者が様々な社会活動を経験することが少なくなっており，他者との
関係を築くことができない，規範意識や目的意識が低い子どもや若者がみられます。
そこで，幅広い体験を通し，自ら考え，自ら行動する力を身につけ，夢や目標を実現
することができる自立した子ども・若者の育成を図るため，成長段階に応じたスポー
ツ，ボランティア体験や道徳教育，自然・文化・歴史に触れる体験等，様々な体験や
学習機会の提供を図ります。

調布市健全育成推進地区委員会が実施する活動への参加人数は20地区合計で
61,823人。

児童青少年課

18

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・子ども・若者が生涯にわたり健康で充実した生活を送る能力を身に付けるため，学
校等における健康教育を推進します。

調布市青少年健全育成地区親善ソフトボール大会の実施。
【実績】
19地区合計で407人

市立小・中学校において，食や栄養に関する取組を実施。
【実績】小学校　6校　中学校　3校

オリンピアン・パラリンピアン・アスリートによる講演会やスポーツ教室の実施。
【実績】パラサイクリング石井雅史氏や車イスバスケットボール三宅克己氏などのオリ
ンピック選手による講話や体験活動を通し，障害者理解の大切さについて学んだり，
パラスポーツへの興味が高まった。
オリンピック選手の佐藤麻衣子氏を招き，体育の学習にも活かせる技術や夢に向
かって努力することの大切さを学んだ。
ＦＣ東京の選手と交流することによって，スポーツへの興味関心が高まった。

児童青少年課
指導室

19

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・勤労観や職業観を養うための第一歩として中学生を対象に職場体験活動を実施し
ます。

市立中学校の2年生が，地域の事業所等で5日間程職場体験を実施。
【実績】
・対象生徒　1,284人
・受け入れ事業所数
　第１期-　160事業所　第２期- 141事業所　第３期-　143事業所　　計 444事業所

指導室

20

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・高校生や大学生等の主体的な職業選択や高い職業意識の育成を目的として，市役
所におけるインターンシップの受入を実施します。

児童館（１１館）及び全館事業であるウルトラキャンプにおいて大学からのインターン
シップを受け入れているほか，保育実習や高校生のボランティア体験，中学生の職場
体験の受入れを行った。
【実績】
インターンシップ　6大学（30人）
保育実習　2大学（2人）

また，男女共同参画推進課では，6人の大学生を受け入れ，男女共同参画推進に関
するプレゼンテーション等を行ったほか，中学生の職場体験の受け入れも行ってい
る。

児童青少年課
男女共同参画推進課

15
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・生活困窮家庭等を中心に，一人ひとりの課題に応じた相談を実施します。

各事業実績のとおり
子ども家庭課

22

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・様々な悩みを抱える若者が就労に向かえるよう，パソコン講習や面接対策等の多様
な支援サービスでサポートを行う「ちょうふ若者サポートステーション」と連携を図りま
す。また，働くことに不安を抱える子どもを持つ保護者への相談支援を行っていきま
す。

調布市子ども・若者総合支援事業にて，必要に応じてちょうふ若者サポートステーショ
ンへ対象者の紹介を行った。
また，子ども若者地域ネットワーク会議において，ちょうふ若者サポートステーションの
活動紹介を行った。
ちょうふ若者サポートステーションH30実績
相談件数：1,734件
進路決定者数：73名

児童青少年課
産業振興課 (産業労働
支援センター)

23

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・不登校，障害，若年無業者等，虐待を始めとする犯罪被害，定住外国人の言語の壁
等，社会生活を円滑に営む上での困難な要因が多岐にわたっていることから，それぞ
れの状況に応じた支援が必要です。非行や犯罪に陥った子ども・若者については，そ
の抱える困難に配慮し，社会の一員として立ち直ることができるよう支援します。子ど
も・若者本人だけでなく，家族に対する支援も行います。

調布市子ども・若者総合支援事業（ここあ）にて，困難を抱える若者への相談等の支
援を行った。
相談事業
(1)　対象　　概ね中学生から３９歳までの 子ども・若者，及びその家族
(2)　実施日　平 日 １０：００～２０：００ ※木曜のみ１０：００～１７：００
(3)　内容
　　　電話・訪問等での相談に応じ，必要な支援機関への紹介等も含め，課題解決に
向けた支援を行う。
【実績】延べ4,048人

児童青少年課

24

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・医療，保健，福祉，教育関係機関等の連携が重要であることから，「子ども発達セン
ター」を核とした地域支援体制の強化を推進します。健康診査等を通じた早期発見に
努めるほか，発達が気になる段階からの支援や就学にむけての相談を行います。

発達に心配がある場合，発達健診での医師相談や理学療法士の指導，またはこども
相談室での専門職の相談を紹介している。療育が必要な場合には，「子ども発達セン
ター」を紹介している。また，就学前には教育相談所に紹介をしている。保健師が訪
問・面接・電話等で随時相談に応じている。
＜発達健診＞　受診者数　112人(延べ）
＜こども相談室＞　発達センターを紹介　106人

健康推進課

25

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・非行の防止や犯罪，薬物乱用から子ども・若者を守るため，学校等における薬物乱
用防止教室等の子ども・若者に対する啓発とともに，非行防止街頭パトロール等の地
域が一体となった活動を推進します。

７月から８月に調布市健全育成推進各地区委員会にて有害環境調査に伴うパトロー
ルを実施した。
また，調布市青少年補導連絡会にて，７月に調布駅周辺，１２月に仙川駅及びつつじ
ケ丘駅周辺の非行防止街頭パトロールを行った。

児童青少年課

26

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・障害がある特別支援学校等の児童生徒に対し，放課後の活動を支援する居場所と
して，児童デイサービスを実施します。

既存の学童クラブでは受入れが困難な重度の障害児が利用できる学童クラブの整備
を進めている。関係団体との協議内容を踏まえ設計業務を完了し，建物整備工事に
着手した。

児童青少年課
障害福祉課

16
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・１５歳以上の不登校，フリーター，若年無業者等の子ども・若者を対象に自立を目指
すことを目的として相談体制を確立するとともに，子ども・若者の居場所を確保しつ
つ，個々の状況に応じた生活支援を行います。

子ども若者総合支援事業（ここあ）
居場所事業
(1)　対象　  不登校の中学生や，高校中退・ひきこもり等の状態にある，概ね１５歳以
上の子ども・若者
(2)　実施日　月・火・水・金 １０：００～１８：００
(3)　内容
　　他者との交流，調理実習などの活動を通して，社会経験や生活技術を得られる機
会をつくるとともに，復学や高校中退予防のための学習サポートも行う。
【実績】 延べ502人

相談事業
(1)　対象　　概ね中学生以上の子ども・若者，及びその家族
(2)　実施日　平 日 １０：００～２０：００ ※木曜のみ１０：００～１７：００
(3)　内容
　　困難を抱える子ども・若者を中心に，一人ひとりの課題に応じた相談を実施する。
電話・訪問等での相談に応じ，必要な支援機関への紹介等も含め，課題解決に向け
た支援を行う。
【実績】利用人数：254人　利用回数：4,048回

児童青少年課

28

【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・定住外国人の子どもに対して，公立学校における日本語指導教室を実施します。

日本語の会話・理解が困難な海外からの帰国及び外国籍児童・生徒が，学校に早く
適応できるよう，基本的な日本語指導等を行いました。
【実績】在籍人数 68名，実施回数　77回 児童青少年課

指導室
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・十代で親になる若者に対し，妊娠・出産に伴う健康管理や子育ての知識や経験の不
足に対する個別相談や支援を実施します。

健康推進課で支援を実施しています。
【実績】妊娠や出産，子育てに関して不安を抱えることが多いため，保健師等専門職
が子育ての不安等に対して，相談できる体制を整えています。妊婦の保護者からの
相談に，関係機関と連携して対応しています。

健康推進課
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・児童虐待防止センターを調布市子ども家庭支援センターすこやか内に置き，児童虐
待に関する相談を専用電話窓口（虐待防止ホットライン），来所及び訪問で受け付け
ています。「調布市要保護児童対策地域協議会」では，関係機関がケースごとにきめ
細かい対応を行えるよう，関係機関の連携を強化します。（要保護児童に関する支援
については，４３～４５ページ参照）

専門相談員が虐待に関する相談・通報などに対応し，内容に応じて各関係機関と連
携調整することで，保護を要する児童等の適切な支援を行いました。母子保健部門
（健康推進課）と定期的な連絡会により，若年での妊娠や，家族・親族の支援を得にく
い，被虐待歴があるなどのリスクが見られ，出産前からの支援が特に必要と思われる
特定妊婦に関して，数的把握と情報共有を行いました。
【実績】訪問面接9,486件，所内面接8,499件，（以下再掲）虐待防止ホットラインで受け
た件数71件，虐待相談件数459件，要保護児童等730ケース

子ども政策課
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・いじめ等被害を防止するため，学校において，未然防止，早期発見・早期対応につ
ながる効果的な取り組みを関係機関等と連携して促進するとともに，いじめ等に関す
る相談体制の充実を図ります。

調布市教育委員会いじめ問題対策協議会を実施し，関係機関等の情報共有を行い，
連携を深めた。また，学校にいじめ相談窓口を設置し，保護者に周知した。
スクールカウンセラーを全校に配置し，小学校５年生及び中学校１年生の児童・生徒
に対して全員面接を行った。
６月・１１月・２月　ふれあい月間，いじめアンケート調査
１２月　いのちと心の教育月間

児童青少年課
指導室
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・子ども・若者支援に関する課題を共有し，庁内連携を図るため，これまで庁内関係
各課による連絡会を開催していますが，これに加え，平成２６年度には青少年ステー
ション（ＣＡＰＳ）やこころの健康支援センター等，市の関係施設による連絡会を開催を
しました。今後とも，これらの会議等を通じて，各部門との情報共有と地域資源のネッ
トワーク化をより一層図っていきます。

困難を有する若者への支援を行っている機関の円滑な連携を図ることを目的に平成
２９年１１月に「調布市子ども・若者支援地域ネットワーク」が発足した。
平成３０年度は，調布市子ども・若者支援地域ネットワーク会議を３回実施し，各機関
からの活動報告等，情報共有を図るとともに，ネットワーク主催のシンポジウム・合同
相談会を開催した。

児童青少年課
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【困難を有する若者への支援（調布市子ども・若者計画）】
・子ども・若者の居場所の機能強化を図るため，生活困窮者自立支援法等に基づく学
習支援の拠点と一体的な運用も課題です。その点を踏まえ，拠点整備も視野に入れ
た検討を進めていきます。さらに，子ども・若者施策を推進するため，子ども・若者支
援地域協議会の設置について検討していきます。

【子ども・若者支援地域協議会の設置】
【実績】
名称：調布市子ども・若者支援地域ネットワーク
発足日：平成２９年１１月１日
参加機関数：２０団体

学習支援事業
(1)　対象　　児童扶養手当や就学援助等を受給している家庭の中学生等
(2)　実施日　月・水・金　１８：００～２０：００
(3)　内容
　学習支援ボランティアにより学びをサポートすることで，対象者の学力向上を図り，
進学・就職することを支援し，将来の貧困の連鎖を断ち切ります。さらに，生活支援や
必要に応じて臨床心理士によるサポート，学校，民生委員・児童委員，福祉・保健機
関，医療機関と連携を図り，地域全体で支えます。学習コーディネーターと学生ボラン
ティアによるマンツーマンの指導により， 高校進学に向けた学習，及び学習習慣獲得
のための支援を行います。少し年上の学生ボランティアと気軽に話もできる場です。
【実績】
利用人数：　106人　利用回数：　2,394回

うち生活困窮世帯（生活保護受給世帯含む）の実績
　利用人数　　　　　20人
　延べ利用回数　　562回

子ども家庭課
生活福祉課
児童青少年課
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