
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもは，個性が認められ，自分らしく生きる権利をはじめ，個人の尊厳を持ったかけがえのない

存在である。 

子どもは，調布の「宝」，「未来への希望」であり，喜びや悲しみを共有する家族，友人及び地域

の深い愛情に包まれて，社会の一員として大人と共に今を生き，次代を担っている。 

私たちの願いは，子どもが，家庭や地域のぬくもりと恵まれた自然の中で，安全かつ快適にのびの

びと遊び，学び，夢と希望を持ちながらいきいきと育つことができるまちをつくることである。 

そのために，私たちは，日本国憲法をはじめとして，世界人権宣言，児童の権利に関する条約等が

定める人が生まれながらにして持っている基本的人権の保障の精神と理念を尊重する。そのうえで，

未来の調布をつくり，平和への願いと国際社会の発展の一翼を担う子どもの健やかな成長を図るため，

家庭，学校等，地域，事業主及び市は，協働して子どもへの支援に取り組んでいかなければならない。  

私たちは，子どもが幸福に過ごすことで自立した大人に成長することができることを自覚し，子ど

もの育ちや子育てを楽しむことができ，子どもが幸福に暮らすことができるまちづくりを進めること

をここに決意する。 

緑と水に恵まれた自然や，家庭，学校等及び地域のつながりの中で，子どもが夢を持って健やかに

育ち，安心して子どもを産み，育てることができるまちを目指すことを宣言し，この条例を制定する。

 子どもは， 
個性が認められ，自分らしく

生きる権利と尊厳を持ったか

けがえのない存在です。 

 私たちの願いは， 
子どもが，家庭や地域のぬくも

りと恵まれた自然の中で，夢と

希望を持ちながらいきいきと

育つことです。 

 そのために， 
私たちは，人が生まれながら

にして持っている基本的人権

を尊重し，子どもの健やかな

成長のために，家庭，学校等，

地域，事業主及び市は，協働

して子どもの支援に取組み 

ます。 

 私たちは， 
子どもが幸福に暮らすこと

ができるまちづくりを進め

ることを決意し，安心して子

どもを産み，育てることがで

きるまちを目指すことを 

 宣言します。 



 

調布市子ども条例 本則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，子どもとその家庭への支援の基本理念並びに家庭，学校等，地域，事業主及び

市の役割を明らかにするとともに，施策の基本となる事項を定めることにより，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，子どもが健やかに育つこと

を目的とする。 

（子どもの定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは，18歳未満の市民をいう。 

（基本理念） 

第３条 子どもが健やかに育ち，安心して子どもを産み，育てることができるまちの実現に向け，家

庭，学校等，地域，事業主及び市は，協働して取り組むものとする。 

 

第２章 人権の尊重 

（人権の尊重） 

第４条 大人及び子どもは，日本国憲法が保障する基本的人権を尊重し，命をいつくしむとともに，

人を思いやる心を持つことに努めなければならない。 

 

第３章 子どもとその家庭への支援 

（子どもの健康の保持増進） 

第５条 市は，子どもの心身の健康の保持増進を図るため，健康診断及び健康教育の充実を図るもの

とする。 

２ 市は，母子保健に関する総合的な施策を推進するものとする。 

３ 市は，前２項に規定する施策の実施に当たっては，関係機関との連携を図り，協力体制を構築す

るものとする。 

（保護を要する子ども等への支援） 

第６条 市は，子どもに対する虐待の予防及び早期発見並びに虐待を受けている子どもの援助その他

の支援のための体制を整備するものとする。 

２ 市は，すべての人が，虐待を受けていると思われる子どもを発見したときに，通告をしやすい環

境を整備するものとする。 

３ 市は，ひとり親家庭等の支援について，総合的な施策を推進するものとする。 

４ 市は，障害児の支援について，総合的な施策を推進するものとする。 

５ 市は，前各項に規定する施策の実施に当たっては，関係機関との連携を図り，協力体制を構築す

るものとする。 

（子どもの生活の安全確保） 

第７条 市は，子どもが犯罪の被害に遭うことを防止するための対策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は，飲酒，喫煙，薬物乱用等の危険性を子どもに啓発し，その飲用又は使用を防止するための

対策を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市は，子どもの交通事故を防止するための対策を講ずるよう努めるものとする。 

４ 市は，子どもがいじめに遭うことを防止するとともに，いじめをしないことの教育について，総

合的な施策を推進するものとする。 

５ 市は，犯罪又は災害の被害に遭った子どもとその家庭の救済について，総合的な施策を推進する

ものとする。 

６ 市は，子どもが犯罪の加害者になることを防止するとともに，加害者となってしまった子どもと

その家庭の支援について，総合的な施策を推進するものとする。 



 

７ 市は，前各項に規定する施策の実施に当たっては，関係機関との連携を図り，協力体制を構築す

るものとする。 

（子どもにやさしいまちづくりの推進） 

第８条 市は，子どもが緑あふれる恵まれた自然に囲まれ，安全に安心して過ごすことができ，子ど

もとその家庭が孤立することのない環境の整備に努め，ぬくもりのあるまちづくりを推進するもの

とする。 

２ 市は，子どもとその家庭の住環境の整備，子どもが安全に安心して通行することができる道路の

整備，施設のバリアフリー化等の子どもとその家庭にやさしいまちづくりを推進するものとする。  

（子育て家庭への支援） 

第９条 市は，保護者の多様な就労形態に対応するとともに，積極的な社会参加を支援するため，仕

事と子育ての両立を図るための総合的な施策を推進するものとする。 

２ 市は，在宅で子育てをしている家庭に対する支援の充実を図るものとする。 

３ 市は，保育所，学童クラブ等の子どもの施設への入所等を待機する子どもが生ずることのないよ

う，積極的にその対策を講ずるものとする。 

４ 市は，保育の需要を的確に把握し，多様な保育サービスの提供を推進するものとする。 

（子どもの相談体制の充実） 

第10条 市は，子どもに関する相談を行う機関及び市民団体等と密接な連携を図り，子どもの健やか

な成長及び子育てに関する総合的な相談の体制を構築することにより，子どもとその家庭の救済及

び回復並びに特別な教育的配慮を必要とする子どもの支援の充実を図るものとする。 

（地域の資源の活用） 

第11条 市及び大人は，地域が子どもの育ち及び人とのふれあいの場であり，人間関係を豊かにする

場であることに配慮し，子どもが安心して遊び，活動することができる環境づくりに努めるものと

する。 

２ 市は，地域の社会資源を十分かつ効果的に活用することができるよう整備することにより，地域

における子どもとその家庭への支援の充実を図るものとする。 

（子どもの社会参加の促進） 

第12条 市は，子どもが，社会の一員であることを自覚することができるよう社会参加をする機会を

拡充し，子どもの意見がまちづくりに反映されるよう努めるものとする。 

２ 市及び大人は，個性を伸ばし，人間性を豊かにする文化的・社会的活動に対し，積極的な支援を

行うとともに，子どもがその活動に参加し，体験することができる場を確保するよう努めるものと

する。 

 

第４章 協働の取組 

（家庭の役割） 

第13条 家庭は，子どもが育ち，人格を形成するうえで最も大きな役割を担っていることを自覚し，

子どもとのふれあいを大切にするよう努めなければならない。 

２ 家庭は，子どもが，基本的な生活習慣，社会の規範を守る意識及び善悪の判断を身に付けること

ができるよう自らが範を示すとともに，豊かな人間性をはぐくむことができるよう努めなければな

らない。 

（学校等の役割） 

第14条 学校等は，集団生活をとおして，社会性，基礎学力，考える力，創造力等を子どもの心身の

発達に応じて身に付けることができるようにするとともに，子どもが自ら学び，遊び，夢を持って

将来への可能性を開いていくために，家庭，地域及び市と協働して教育を推進するものとする。 

２ 学校等は，積極的に教育活動等の内容を公表し，地域に開かれた体制及び子どもが相談しやすい

環境を整えるとともに，人権教育及びいじめの防止に関する教育を推進するものとする。 

 



 

３ 学校等は，子どもに対し，家庭を築くこと，子どもを育てること等に関する教育，啓発，情報提

供等の取組を推進するものとする。 

（地域の役割） 

第15条 大人は，子育てを地域全体で取り組まなければならない課題ととらえ，子どもの支援に積極

的にかかわり，地域の中で子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければならない。 

２ 大人は，その言動が子どもに大きな影響を与えることを認識し，子どもから信頼されるよう自ら

を省み，子どもの模範となるよう努めなければならない。 

３ 大人及び子どもは，体罰を加え，又は暴力を振るってはならない。 

４ 大人は，虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは，児童虐待の防止等に関する法律

（平成12年法律第82号）の定めるところにより，速やかに通告しなければならない。 

（事業主の役割） 

第16条 事業主は，子どもが健やかに育つ環境づくりにおいて大切な役割を担っていることを認識し，

その雇用する労働者が子どもとのかかわりを深めることができるよう配慮するとともに，学校等又

は地域が行う職場体験活動その他の子どもの育成に関する活動に協力するよう努めなければならな

い。 

２ 子どもを雇用している事業主は，その健康の保持及び成長等に十分に配慮しなければならない。  

（市の役割） 

第17条 市は，常に子どもの最善の利益に配慮し，一人一人の子どもの人権及び個性を尊重するとと

もに，差別，暴力その他の人権侵害から守られるよう，子どもとその家庭への支援に関する施策を

推進するものとする。 

２ 市は，家庭，学校等，地域及び事業主における子どもとその家庭への支援について，相互の連携

を図り，総合的な調整を行うことにより，協力体制を構築するものとする。 

３ 市は，前項の規定による調整に当たっては必要に応じて国及び東京都に協力を求めるものとする。 
 

第５章 計画の推進 

（行動計画の策定等） 

第18条 市は，子どもとその家庭への支援を推進するため，その施策に関する計画（以下「行動計画」

という。）を策定し，これを実施するものとする。 

２ 市は，行動計画の策定に当たっては，市民の意見を十分に反映するよう努めるとともに，その実

施に当たっては，市民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。 

３ 市は，行動計画を効果的に推進するため，その評価を行い，必要に応じて改定を行うものとする。 

（ネットワークの構築） 

第19条 市は，行動計画を総合的に推進するため，関係機関との連絡調整を図り，子どもとその家庭

への支援のためのネットワークを構築するものとする。 
 

第６章 雑則 

（広報） 

第20条 市は，この条例の定める理念及び内容について，市民の理解を深めるよう，広報活動により

広く周知を図るものとする。 

（意見の反映） 

第21条 市は，子どもとその家庭への支援のあり方について広く意見を聴取し，市民の意見を施策に

反映するよう努めるものとする。 

（委任） 

第22条 この条例の施行について必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 

この条例は，平成17年４月１日から施行する。 



 

 

「調布市子ども条例」の理念に基づき 

平成１９年５月５日に東京都内自治体ではじめてとなる宣言をしました！ 
 

 

 

 

子どもは，調布の「宝」，「未来への希望」であり，子どもが夢と希望

を持って健やかに育つことは市民共通の願いです。 

 

しかし近年，全国的にみて子どもに関わるいじめや虐待が大きな社会

問題となっています。とくに，子どもの尊い命が失われる痛ましい事件

は，極めて深刻な憂慮すべき問題です。こうしたことは，いつでも，ど

こでも起こりうることを自覚すると同時に，これを未然に防ぐため，す

べての大人が子どもたちを見守っていかなければなりません。 

 

大人も子どもも一緒になって，いじめや虐待は絶対にいけない，絶対

に許さないという強い心を持ち，家庭や学校等，地域で子どもを見守る

ことが大事です。そして，大人は，その言動が子どもに大きな影響を与

えることを認識し，子どもから信頼されるよう自らを省み，子どもの模

範となるよう努めることが大切です。 

 

調布市は，家庭，学校等，地域，事業主と協働し，関係機関とも力を

合わせ，いじめや虐待をなくし，子どもたちがあたたかい人間関係を育

み，夢を持って健やかに育つことができるまちづくりをより一層進めて

いくことを宣言します。 

 

平成１９年５月５日 

調  布  市 
 

「子ども  夢  すこやか  まちづくり」 

～ い じ め や 虐 待 の な い ま ち 宣 言 ～ 



 

☆ 調布市子ども条例  ☆ いじめや虐待のないまち宣言  

☆ 調布市子育て支援サービス一覧  ☆ 親子ふれあいマップ in調布①･②･③   

☆ 小児科のある病院・医院マップ・一覧  ☆ 子ども食堂等マップ in調布一覧    

☆ Web版赤ちゃんおでかけ安心まっぷ  

 

 

 

§ 妊娠・出産された方に                  P１～１３ 

☆出産を迎える方に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１～2 
◇母子健康手帳・妊婦健康診査 ◇ゆりかご調布 ◇妊婦訪問指導 ◇産後ケア事業 ◇入院助産制度 

◇もうすぐママ・パパ教室 ◇出産育児一時金 ◇産前産後期間の国民年金保険料免除制度 

☆お子さんが生まれたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２～５ 
◇出生届  ◇出生通知票「わが家の赤ちゃんお知らせはがき」  

◇母子栄養食品の支給 ◇新生児聴覚検査 ◇おむつ用ごみ袋の配付（詳しくは P28～29） 

◇乳幼児医療費の助成 ◇義務教育就学児医療費の助成 ◇児童手当 ◇医療費助成  

◇調布 FM「働くママと子育てを応援するラジオ」（詳しくは P68） 

◇ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成事業 

◇ベイビーすこやか（産前・産後支援ヘルパー事業）（詳しくは P56） ◇東京都出産応援事業 

☆お子さんに障害がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６～９ 
◇身体障害者手帳  ◇愛の手帳 ◇精神障害者保健福祉手帳 ◇手当と助成 

◇身体障害児の自立支援医療（育成医療）◇緊急一時保護事業 ◇在宅障害者ショートステイ なごみ 

◇特別児童扶養手当 ◇児童育成手当 ◇子ども発達センター（詳しくは P44） 

◇各種手数料等の減免制度（詳しくは P11） ◇障害児保育（詳しくは P71） 

☆ひとり親家庭の場合（助成・手当）・・・・・・・・・・・・・・ P１０～１１  
◇ひとり親家庭等医療費助成 ◇児童育成手当 ◇児童扶養手当 ◇JR通勤定期乗車券の割引 

◇都営交通無料乗車券 ◇家庭ごみ・粗大ごみ手数料の減免 ◇上・下水道料金の減免  

◇母子福祉資金・父子福祉資金貸付 

 
☆ひとり親家庭の場合（くらし・住まい）・・・・・・・・・・・・ P１２～１３ 
◇母子家庭等自立支援教育訓練給付金 ◇母子家庭等高等職業訓練促進給付金 

◇ひとり親家庭ホームヘルプサービス ◇ポイント方式による都営住宅（空家）入居者の登録 

◇住まいぬくもり相談室 ◇民間賃貸住宅仲介支援事業・民間賃貸住宅家賃等債務保証支援事業 

 

§ 相談窓口について                    P１４～２１ 

☆調布市子育て世代包括支援センター ☆子ども・家庭総合相談  ☆福祉に関する相談 

☆子育て相談 ☆家庭相談 ☆子ども・若者の相談 ☆ひとり親家庭相談  

☆女性のための相談 ☆障害・医療的ケアのあるお子さんの相談 ☆健康に関する相談  

☆民生委員・児童委員による相談 

§ 民生委員・児童委員 担当地区名簿             P２2～２７ 

§ おむつ袋の交付窓口                    P２８～２９ 
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☆お母さんの健康・検診について・・・・・・・・・・・・・・・・ P３4～３5 
◇あなたの骨の健康度チェック ◇乳がん検診 ◇子宮頸がん検診 

☆保健センターのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P３5 
◇あなたのまちの担当保健師・栄養士・歯科衛生士 

☆定期予防接種 （予防接種法に基づく予防接種）・・・・・・・・・ P３6 

☆年齢別お子さんの保健サービス・・・・・・・・・・・・・・・・ P３7  

§  医療に関すること                    P３8～４3 

☆休日や夜間に急病になったとき・・・・・・・・・・・・・・・・ P３8～40 
◇休日診療当番医 ◇狛江・調布小児初期救急平日準夜間診療 

◇休日夜間急患診療所 ◇東京都医療機関・薬局案内サービス（ひまわり） 

◇「子供の健康相談室」（小児救急相談） ◇調布市周辺の東京都指定二次救急医療機関（小児科）   

☆急病・不慮の事故が発生したら  ・・・・・・・・・・・・・・・・・P40～４1 

◇救急車の呼び方  ◇救急車を呼んだほうが良いか迷ったら 

◇中毒１１０番    ◇東京民間救急コールセンター 

☆病気や怪我に備えるために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４2 
◇かかりつけ医をもちましょう ◇東京都「こども医療ガイド」 

◇東京都「知って安心 暮らしの中の医療情報ナビ」 

☆特定不妊治療費助成金交付制度のご案内・・・・・・・・・・・・・ P４3 

◇東京都特定不妊治療費助成制度 ◇調布市特定不妊治療費助成制度  

§  発達に関すること（子ども発達センターなど）       Ｐ４4～４8                    

☆子ども発達センターとは？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４4 

☆相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P４5～４6 

◇子ども発達相談 ◇子ども施設支援 ◇普及啓発・保護者支援 

◇緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業 ◇障害児相談支援事業 

◇保育所等訪問支援事業 ◇居宅訪問型児童発達支援事業 

☆発達支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P４6～４7 

◇個別療育 ◇グループ療育  

 

☆通園事業（P４7） ☆ｉ－ファイル（P４7） ☆障害児 通所施設（Ｐ４8） 

健康・発達に関すること  

（保健センター・子ども発達センターなど） 
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§  多摩府中保健所の業務について              P４9 

 

 

 

§ 子ども家庭支援センター すこやか                     P51～５7   

☆親子で遊びたい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P51～５2 
◇開放広場 ◇パパひろば ◇コロコロパンダ（乳児交流事業）  

◇にこにこパンダ（幼児交流事業）  ◇すくすくパンダ（幼児交流事業） 

◇サンデーコロパン（乳児交流事業） 

☆すこやかでの相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５3 
◇すこやか相談コーナー ◇小児科のお医者さんによる健康相談 

◇ひろばのお医者さん・歯医者さん・栄養士さん ◇すこやか虐待防止ホットライン 

☆子どもを預けたい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５4～５6 

◇子どもショートステイ ◇すこやか保育  

◇トワイライトステイ  ◇ファミリー・サポート・センター 

☆その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５6～５7 

◇ベイビーすこやか（産前・産後支援ヘルパー事業） ◇エンゼル大学（学習事業）  

◇情報交換しませんか？  

§  こどもとフラット（調布駅前の子育て支援施設）               Ｐ５8～５9        

☆プレイセンターちょうふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５8 

☆子育てカフェ「ａｏｎａ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５9 

§  児童館の子育てひろば                                  Ｐ60～６6 

☆子育てひろばとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ60～６6 
◇場所 ◇専門相談員による相談 ◇助産師による相談 ◇乳幼児対象の事業  

◇施設開放など（子育てひろば） 

§ 子育て支援情報                      Ｐ６7 

☆調布子育て応援サイト コサイト・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ６7 

§ 調布 FM「働くママと子育てを応援するラジオ」       Ｐ６8 

 

 

 

§  保育園情報                                              P６9～８5 

☆認可保育園とは？  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P６9～７3 

◇認可保育園はいくつあるの？  ◇利用できるのはどんな人？   

◇申し込みはいつ・どこへするの？ ◇保育料・給食費（副食費）はどれくらいかかるの？  

   子育てサービスに関すること  

     （子ども家庭支援センターすこやか・こどもとフラットなど） 

） 

保育園・幼稚園 第 4章
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◇保育時間は何時間？ ◇認可と認可外，公立と私立はどうちがうの？  

◇保育内容は？  ◇保育園の１日（一例）   ◇年間行事予定（一例）  

☆給付認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P７3 

☆その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７4～７8 

◇定期利用保育事業 ◇一時預かり ◇病児・病後児保育事業 ◇地域交流事業  

◇育児相談 

☆保育園一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７9～81 

☆幼児教育・保育の無償化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P８2 

☆その他の保育所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P８3～８4 

◇東京都認証保育所  ◇調布市家庭福祉員（保育ママ）  

◇グループ型保育施設（共同実施型家庭的保育施設） 

☆認証保育所等保育料助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P８5 

§  幼稚園情報                                            Ｐ８6～90 

☆幼稚園とは？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８6～８7 

◇幼稚園はいくつあるの？ ◇幼稚園のことを聞きたい   

◇４月入園児の募集はいつごろ？  

 ☆補助金はあるの？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ８7～８9 

◇補助金の手続は？ ◇私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金  

☆幼稚園一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ90 

 

 

 

 

§ 児童館・学童クラブ・ユーフォー                       P91～９4 

☆児童館はどんな所？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ91 
◇児童館事業 

☆学童クラブ（放課後児童健全育成事業）・・・・・・・・・・・・・Ｐ92  

☆児童館・学童クラブ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ93 

☆ユーフォー 放課後子供教室事業・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ94 
◇ユーフォーに登録したい ◇実施している場所 

§  その他                                               Ｐ９5～９9 

☆青少年ステーション（ＣＡＰＳ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ９5 
 ◇館内紹介 

☆調布市青少年交流館 （P９6） ☆調布市のリーダー養成（P９6） 

☆調布市子ども・若者総合支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ９7 

◇学習支援 ◇居場所 ◇相談 

児童館・学童クラブ・ユーフォーなど 第５章



☆就学援助・奨学資金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ９8～９9 
 

 

 

 

§  図書館情報                                           Ｐ101～１０5 
◇どんな本を読んであげたらいいの？ ◇本を借りるには？ 

◇ブックスタートとは？ ◇子どもの成長と読書について書かれた本・雑誌 

◇ブックリストのご紹介 ◇図書館一覧 ◇絵本との出会い（おはなし会） ◇図書館利用支援 

§  イベント・講座・講演会・スポーツ                     Ｐ１０6～１２3 

☆保育付き講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０6～１０7                

◇講座（子育てに関するもの） ◇講座（生活・趣味に関するもの） 

◇講座（学習に関するもの）  

 
☆調布市文化・コミュニティ振興財団の講座及び講演会・・・・・ Ｐ１０8 

☆お子さんが参加できるイベント・講座・講演会・・・・・・・・  Ｐ１０9～１20        

◇各種イベント・講座・講演会 ◇小地域交流事業 ◇調布サマーボランティア‘２２ 

◇やあやあドリームオールスターズ こどもあそび博覧会（共催事業） 

☆ 調布映画・映像関連事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   P121～１22 

◇「みる」母と子の映画寺子屋 上映会 ◇「つくる」子どもたちと映画寺子屋 ◇ちょうふ親子映画上映会  

◇調布ジュニア映画塾 ◇調布シネサロン『パディントン』 ◇映画のまち調布 シネマフェスティバル２０２３ 

☆ みんなでスポーツ inちょうふジュニアプログラム特集・・・・  Ｐ１２3 

§  みんなの子育て活動                                 Ｐ１２4～１３3 

☆子ども・若者基金活用事業   

◇助成を受けた方からのコメント  

☆孫育て１０か条 ☆学習グループサポート ☆子育て・子どもたちの交流サークル紹介  

☆子育てに関する講師（人材情報）紹介   

☆リサイクル情報 

◇フリーマーケット ◇親子で参加♪キッズフリマ   

§  養育家庭（里親）さんを募集しています         Ｐ１３4 

☆養育家庭（里親）とは ☆基本的な要件 ☆養育家庭（里親）さんの声 

§  公園・名所                                         Ｐ１３5～１３8                   

☆子どもが遊べる公園（P１３5～１３6）  ☆調布の名所案内（P１３7～１３8） 

§  各部署 ＴＥＬ・ＦＡＸ一覧              Ｐ１３9 

§  索 引                          Ｐ１40～１41 

付録 親子であそぼう！！公園まっぷ 

 調布をもっと楽しもう！！  

（図書館・イベント・講座・公園情報など） 
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～中学３年生

０ヶ月 ５７日 3ヶ月 ４ヶ月 5ヶ月 ６ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 1歳 1.6歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳 ～１５歳

 33ページ

・先天性代謝異常等検査 ・4歳児歯科教室

・母子手帳交付 ・乳児健康診査(3～4か月児) 　・5歳児歯科教室 　

・ゆりかご調布　・新生児聴覚検査

20ページ

　1ページ   ・3歳6か月児歯科教室

　　　　　　　　　    

 36ページ

  2ページ

20ページ

5ページ

　　5ページ

　　　56ページ

 56ページ

 55ページ

 54ページ

 55ページ

 74ページ

  　　     75～76ページ

 77ページ

             86～90ページ

 45ページ

             69～85ページ

 84ページ  92ページ

にこにこパンダ

51ページ 52ページ

94ページ

　 96ページ

95ページ

91ページ

　97ページ

  4ページ

  3～4ページ

  10ページ

  9～10ページ

 9～10ページ

  10ページ

 9ページ

１２歳

子どもの安全な
遊び場・居場所

交流事業

コロコロパンダ すくすくパンダ

52ページ

子育てひろば（児童館）　※各施設によって開放の日時が異なります。

子育て支援

及び

預かり事業

母子栄養食品の支給

・妊婦健康診査

幼稚園　★

ベビーシッター利用料助成事業

家事・育児支援サービス利用料助成事業

・3歳児健康診査
31～32ページ

・2歳児歯科教室

各種手当

              児童手当

乳幼児医療費助成制度 義務教育就学児医療費助成制度

児童扶養手当

児童育成手当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童育成手当(障害)

ひとり親家庭等医療費助成制度

                                                                                                  　　　　　　　　　　　 特別児童扶養手当

障害児福祉手当・心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当　　※お問い合わせは障害福祉課まで　042-481-7089　

調布市子ども・若者総合支援事業

ユーフォー　放課後 ～ 17:00（一部施設のみ，平日18：00まで）

調布市青少年交流館　10：00～21：00（年齢により利用時間が異なる）

ＣＡＰＳ　10:00～20:00

ファミリー・サポート・センター　（時間応相談）

児童館　9:00～17:30

 60ページ

保育園一時預かり　★

ベイビーすこやか　9:00～18:00

学童クラブ 放課後～18:00（時間延長あり） ★

子ども発達センター緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業  ★

すこやか保育　9:00～17:00

子どもショートステイ　8:30～22:00（宿泊応相談）

トワイライトステイ　17:00～22:00

病児・病後児保育事業　8:30～17:30

調布市家庭福祉員(保育ママ)・グループ型保育施設（共同実施型家庭的保育施設)　★

認可保育園・認証保育所　★

保育園定期利用　★

・1歳6ヶ月児健康診査

産後ケア事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多胎児家庭支援事業

医療・健康

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調布市子育て支援サービス一覧    　　※主要なサービスを抜粋して掲載しております。

妊　婦
未就学児 小学校就学児

～１８歳 ～２０歳

 　・2歳児6か月歯科教室 ・6歳児歯科教室

定期予防接種

ファースト
バースデー

サポート事業

アレルギー相談　★

対 象

事業内容

★：利用時間については

各ページを参照

・乳児健康診査(6～7か月児)
・乳児健康診査(9～10ヶ月児)・乳児健康診査(9～10か月児)

・3歳児健康診査

・1歳児歯科教室



 

 

 

 

 

 
 

児
童
館
（
子
育
て
ひ
ろ
ば
） 

➊  つつじケ丘 

➋  東  部 

➌  国  領 

➍  多摩川 

➎  深大寺  

➏  富士見  

➐  佐  須 

➑  西  部 

➒  緑ケ丘 

➓  調布ケ丘 

⓫  染  地 

 

図 

書 

館 

□Ａ  中  央 

□Ｂ  国領分館 

□Ｃ  調和分館 

□Ｄ  深大寺分館 

□Ｅ  神代分館  

□Ｆ  宮の下分館 

□Ｇ  緑ケ丘分館 

□Ｈ  富士見分館 

□Ｉ  若葉分館 

□Ｊ  染地分館 

□Ｋ  佐須分館 

 

公  民  館  

□ａ  東  部  

□ｂ  西  部  

□ｃ  北  部  

 

児童養護施設等  

□あ  子ども発達センター  

□い  二葉学園  

□う  調布学園  

 

その他  子育て支援施設ほか  

□ア  
子ども家庭支援センターすこやか  

ファミリー・サポート・センター  

□イ  こどもとフラット  

□ウ  青少年ステーションＣＡＰＳ  

□エ  子ども・若者総合支援事業ここあ  

 

至京王八王子  

□ア  

□イ  

○グリーンホール 

市役所 ○  

➎ Ⅾ  

➒ Ｇ  

➍ 

□あ  

□い  

い  

➑ 
□ｂ  □Ｆ  

□Ｊ  

⓫ 

➌ 

Ｂ  

子 ど も 家 庭 総 合 相 談  □ア  

子ども家庭支援センター「すこ

やか相談コーナー」では，子育て

に関するあらゆる相談を専門相談

員がお受けしています。  

お気軽に相談ください。  

相 談 専 用 電 話 0 4 2 - 4 8 1 - 7 7 3 1 

 □Ａ  

□う  

□ｃ  
□ａ  

□I  

➋ 
➊ 

➏ 

➐  

➓ 

□Ｈ  

□Ｅ  

□Ｃ  

□Ｋ

□B  

鶴
川
街
道 

品川通り  

甲州街道 

三
鷹
通
り 

親子ふれあいマップ in 調布① 

ウ  

エ  



 

 

 

親子ふれあいマップ in 調布②  

（認可保育園）  

 

 

ベ ネ ッ セ ひ ま わ り 保 育 園  

G a k k e n ほ い く え ん 国 領  



  

親子ふれあいマップ in 調布③ 
（認証保育所・幼稚園等） 

 

ＫＮベルーガ園 



いしいこども 

クリニック 

 

小児科のある病院  ・医院 

市民プール・ 

✚ 

✚ 

✚ ✚ 
小林内科 

川野医院 
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※受診する場合は必ず事前に医療機関にお問い合わせ下さい。 

医 療 機 関 住    所 電  話 

ささもとこどもクリニック 飛田給 1-41-5 TO ﾋﾞﾙ 2F 042-498-4153 

川野医院 上石原 2-27-9 042-485-5480 

小林内科 上石原 2-30-22 042-482-8623 

中村医院 上石原 2-44-15 042-482-2036 

にしぼりこどもクリニック 下石原 2-6-14 042-444-5560 

辻医院 下石原 3-60-4 042-482-2891 

麻生こどもクリニック 小島町 1-5-6 ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｴｽﾋﾞﾙ 3F 042-480-7810 

桐生クリニック 小島町 2-40-10 042-482-3069 

小田切医院 小島町 2-51-1 042-482-8161 

岡本内科クリニック 布田 1-35-3 ﾀﾞｲﾓﾝﾋﾞﾙ 2F 042-481-1167 

しおり小児科 布田 2-44-1  042-440-7213 

飯野病院 布田 4-3-2 042-483-8811 

ごとう・クリニック 布田 6-25-2 042-480-6750 

コクティやまうち内科・神経内科 国領町 2-5-15 ｺｸﾃｨｰ 2F 042-488-7651 

まりあクリニック 国領町 4-14-10 042-442-2188 

健幸クリニック調布国領  国領町 4-8-1 ﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟﾚｯﾄ 2階 042-440-0215 

佐野医院 国領町 7-66-29 042-482-4673 

予防接種のこども診療所 染地 2-43-76 042-455-1889 

そめちファミリークリニック 染地 2-8-3 042-442-3123 

安賀医院 佐須町 3-10-7 042-482-1256 

西田医院 柴崎 1-64-13 042-483-1350 

柴崎ファミリークリニック 菊野台 2-23-5 ｻﾆｰｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 3F 042-440-3545 

東京さつきホスピタル 東つつじヶ丘 2-27-1 03-3308-8281 

五島医院 西つつじケ丘 1-21-3 042-486-3535 

井上博文クリニック 西つつじケ丘 3-30-28 IB ﾊｳｽ 101 042-499-5155 

佐々木こどもクリニック 西つつじケ丘 3-37-2 横田ﾌｧｲﾌﾞ 107 042-487-2433 

石川こどもクリニック 西つつじケ丘 4-15-6 ﾋﾞﾗ･ｻﾙｰﾃ 105 042-440-7181 

プライムクリニック 入間町 2-28-36 050-1746-1165 

仙川駅前すずきクリニック 仙川町 1-18-2 3110ビル 3F 03-3309-1777 

愛和クリニック 仙川町 1-15-47 03-3307-5477 

仙川さとうクリニック 仙川町 2-18-15 ﾒｿﾞﾝ仙川 1F 03-5315-7373 

村上こどもクリニック 仙川町 3-7-15 03-3300-4633 

やまぐち小児科 仙川町 3-9-7 ｴﾃﾙﾉ上原ﾋﾞﾙ 103 03-5314-3800 

村木医院 若葉町 1-38-22 03-3307-8615 

いしいこどもクリニック 調布ヶ丘 3-19-12 042-483-0101 

工藤ハートフル･クリニック 深大寺北町 6-38-6 ﾌﾞﾙｰｼﾞｭ 1F 042-483-0125 

 参照 医師会ＨＰ（https://www.chofu-med.or.jp/）R4 年３月17 日現在 市内医療機関(小児科)案内 

 

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども食堂をつくりたい・開設に向けて開催場所，運営方法などを検討したい→調布市社会福祉協議会 地域支援担当（TEL042-481-7693） 

西調布駅 

⑫富士見あおぞら子ども食堂 

富士見町 2－13－5 

（コープ調布Ｂ棟集会室） 

 

⑪こども食堂かくしょうじ 

富士見町 1－35－5（覚證寺） 

 

⑥こくりょう子ども食堂わいわい 

国領町 3-8－23（第六中学校） 

 

⑨ハッピーこども食堂 

布田 5－32－3（布田南部自治会館） 

柴崎駅 

つつじヶ丘駅 

電気通信大学 

⑩電気通信大学こども食堂 

調布ヶ丘 1－5－1（電気通信大学） 

 

子ども食堂等マップ in 調布 
出典 ( school.mapexpert.net ) 

西部公民館 

飛田給駅 

国領駅 

サレジオ修道院 

布田駅 

①みんな食堂「仙川スープ」 

仙川町 1－19－10（POSTO） 

⑬特定非営利活動法人 

フードバンク調布 

富士見町 3－21－12 

（サレジオ修道院ユースセンター1 階） 

②つつじヶ丘こども食堂 

西つつじヶ丘 1－48－24 

（シェアアパートメント調布 

シェアハウス 1 階ガレージリビング） 

 

⑦みさとや子ども食堂 

布田 2－2－6（みさと屋 野菜食堂） 

⑭風のテーブル 

調布市上石原 1-36-7（こひつじ舎） 

③子ども食堂深大寺東町 

深大寺東町 6－26－15 

（あいケアデイサービス深大寺） 

 

⑤さくら子育てステーション 

八雲台 1－22－1 八雲台クリーンハイム 103 

（家庭的保育事業施設たんぽぽ） 

⑧ちょうふ子ども食堂 

布田 2－5－4（居酒屋はまどおり） 

 

④しばさき彩こども食堂 

柴崎 1－64－9（しばさき彩ステーション） 

 
若葉小学校 

第四中学校 

⑮子ども食堂かみいしわらたんぽぽ 

上石原 3－21－6（西部公民館） 

 



名称 開催場所 主催 代表者 開催頻度 ホームページ等 

①みんな食堂「仙川スープ」 POSTO 

（仙川町 1－19－10） 

みんな食堂「仙川スープ」 川崎 友子 月に 1 回開催 https://motion-gallery.net/projects/sengawasoup 

②つつじヶ丘こども食堂 シェアアパートメント調布 

シェアハウス１階ガレージリビング 

（西つつじヶ丘 1-48-24） 

サンクチュアリ株式会社 松岡 暢彦 月に 1 回開催 

毎月第二水曜日 

https://kodomoto154.wordpress.com 

③子ども食堂深大寺東町 あいケアデイサービス深大寺 

（深大寺東町 6-26-15） 

アクティスの会 小阪井 真樹子 1・3・5・7・9・11 月（奇数月）の

第 2日曜日 

現在なし 

④しばさき彩こども食堂 しばさき彩ステーション 

（柴崎 1－64－9） 

しばさき彩ステーション 大木 知恵子 月に 1 回開催 

毎月第二水曜日 

https://shibasaki-irodori-station.jimdofree.com 

⑤さくら子育てステーション 家庭的保育事業施設たんぽぽ 

（八雲台 1－22－1八雲台クリーンハ

イム 103） 

家庭的保育事業施設たんぽぽ 藤枝 眞美子 不定期 

※フードパントリーの開催 

http://tanpopo-hoiku.jp/ 

⑥こくりょう子ども食堂わいわい 第六中学校 

（国領町 3-8-23） 

こくりょう子ども食堂 

わいわいプロジェクト 

嶋田 浩一 月に 1 回開催 https://k-k-s-waiwai.jimdofree.com 

⑦みさとや子ども食堂 みさと屋 野菜食堂 

（布田 2－2－6） 

みさと屋 野菜食堂  店舗営業日 

日曜・祝日は休み 

http://www.jca.apc.org/~misatoya/index.html 

⑧ちょうふ子ども食堂 居酒屋はまどおり 

（布田 2-5-4） 

ちょうふ子ども食堂 田中 和人 Facebook のページからお問い合わせ

ください。 

https://www.facebook.com/chofukodomoshokudo 

⑨ハッピーこども食堂 布田南部自治会館 

（布田 5-32-3） 

ハッピー子ども食堂実行委員会 

（布田小地区ハッピータウン協議会） 

斉藤 厚子 年に 6 回開催 https://happy-usako.jp 

⑩電気通信大学こども食堂 電気通信大学 

（調布ヶ丘 1-5-1） 

電気通信大学 

こども食堂プロジェクト 

大河原 一憲 年に 1 回開催 https://uec.ac.jp/news/announcement/2019/pdf/20191023_

2150.pdf 

⑪こども食堂かくしょうじ 覚證寺 

（富士見町 1-35-5） 

こども食堂かくしょうじ運営委員会 小林 孝 

細川 真彦 

月に 2 回開催（年 24 回） 

第一・第三木曜日 

https://syokudou.kakushoji.or.jp 

⑫富士見あおぞら子ども食堂 コープ調布Ｂ棟集会室 

（富士見町 2－13－5） 

富士見あおぞら子どもプロジェクト 上田 早苗 月に 1 回開催 

毎月第三土曜日昼 

https://www.instagram.com/fujimiaozora 

⑬特定非営利活動法人フードバンク

調布 

サレジオ修道院ユースセンター1階 

（富士見町 3－21－12） 

特定非営利活動法人フードバンク調

布 

安保 久恵 年に 3 回開催程度 

※子ども元気プロジェクト（宅配・パ

ントリーによる食糧支援）の開催 

https://sites.google.com/foodbankchofu.org/202110/ホーム 

⑭風のテーブル こひつじ舎（昼食会）（上石原 1-36-7） 

出張所（弁当配布）（菊野台 1-20-1） 

社会福祉法人巣立ち会 那須 由香 昼食会：毎日 12：00～ 

（年末年始を除くこひつじ舎の営業日） 

弁当配達：火～金の昼食・夕食 

（年末年始を除く） 

https://sudachikai.eco.to/kohitsujiya/ 

⑮子ども食堂かみいしわらたんぽぽ 西部公民館 

（上石原 3－21－6） 

子ども食堂かみいしわらたんぽぽ 細貝 圭代 月に１回開催 

 

https://instagram.com/kamiisiwaratanpopo?igshid=YmMyM

TA2M2Y= 

開催日時や費用など詳しくは、各団体のホームページや連絡先へお問い合わせください。ホームページ等に URL には一部 Facebook や Instagram 等利用登録をしないと閲覧しにくいリンクがあります。 

(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、活動休止や配食、宅食などの方法により開催している場合もあります。 

最新の情報は調布市ホームページ（https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1627454754358/index.html）＞子育て・教育＞子ども・若者支援＞お知らせの「子どもの食の確保の支援」に掲載されています。 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内のおむつ交換・授乳可能な場所を Web 上に数多く掲載しています。また，市

内のどこにいても身近にある施設が地図上・施設名で分かるようになっております。 

下記 2 次元コードから読み取ることができますので是非ご活用ください。  

  

  

  

Web版赤ちゃんおでかけ安心まっぷ 

  Ｗｅｂ版赤ちゃん 

おでかけ安心まっぷ 
 


