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東村山市子ども・子育て支援事業計画 

平成２７年度～平成３１年度平成２７年度～平成３１年度平成２７年度～平成３１年度平成２７年度～平成３１年度    

－概－概－概－概    要要要要    版－版－版－版－    

計画策定の背景・趣旨 

■平成２7年４月から、新しい「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。この新制度では、①質の

高い幼児期の教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、③地域の子

ども・子育て支援の充実の３つの充実を目指しています。東村山市においても、これまで推進していた取

り組みを受け継ぎながら、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、地域子ども子育て支援の量

的拡充と質的改善を図ることを目的に「東村山市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

計画の位置づけと期間 

■この計画は、「東村山市次世代育成支援行動計画」の考え方を引き継ぎ、学識経験者や事業所代表者、

公募市民などの多様な参画による「東村山市子ども・子育て会議」で委員の意見を伺って策定してい

ます。また、「東村山市総合計画」を上位計画とし、「地域福祉計画」の理念を踏まえ関連計画との整

合性を図りながら策定しています。 

■この計画は、平成２７年度を初年度とし、平成３１年度までの５年間を計画期間とします。また、計

画の中間年（平成 29 年度）を目安として見直しを行います。 

目指すべき将来像 

 

 

地域の人たちが、子育て中の保護者の気持ちを受け止め、寄り添い、支えることを通じ、保護者が

子育てに不安や負担ではなく、喜びや生きがいを感じることができ、そして未来の社会を創り、担う

存在であるすべての子どもが大切にされ、健やかに成長できるような社会、すなわち、「子どもの最

善の利益」が実現される社会を目指します。 

計画の視点 

この計画は次の３つの視点を踏まえて施策の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

  

『地域と共に すべての子どもと大人がいっしょに育つまち』 

１１１１    子どもの健やかな子どもの健やかな子どもの健やかな子どもの健やかな    

成長の視点成長の視点成長の視点成長の視点    

３３３３    地域全体で子ど地域全体で子ど地域全体で子ど地域全体で子ど

も・子育てを支援すも・子育てを支援すも・子育てを支援すも・子育てを支援す

る視点る視点る視点る視点    

２２２２    親育ちへの支援親育ちへの支援親育ちへの支援親育ちへの支援

の視点の視点の視点の視点    
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基本目標 

目指すべき将来像の実現のために、計画の視点を踏まえて、次の３つの基本目標を掲げ、総合的な

施策の展開を図ります。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１    安心して子どもを生み育てられるまちにします安心して子どもを生み育てられるまちにします安心して子どもを生み育てられるまちにします安心して子どもを生み育てられるまちにします    

    

保護者が家庭で子どもの心を育てることができるような土台作りとして、不安感や負

担感を軽減するための相談や情報提供の機能強化、一時的に利用できる保育サービスな

ど子どもの成長段階に応じた支援を充実する必要があります。また、障害のある子など

特別なケアが必要な子どもに対する支援を充実し、すべての子どもの健やかな成長を支

える多様な支援やサポートを行います。 

 

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２    幼稚園・保育所・認定こども園などの質を高め、必要な人が幼稚園・保育所・認定こども園などの質を高め、必要な人が幼稚園・保育所・認定こども園などの質を高め、必要な人が幼稚園・保育所・認定こども園などの質を高め、必要な人が

利用できるようにします利用できるようにします利用できるようにします利用できるようにします    

    

幼児期は生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期であり、家庭、地

域社会、教育・保育施設での体験が子どもの情緒的・知的な発達や社会性を養います。

このため、質の高い幼児期の教育・保育を継続的に提供することが重要であり、教育・

保育環境の改善や教育・保育に携わる職員等の資質向上に努める必要があります。また、

家庭環境や保護者の就労状況などによる多様なニーズに対応し、子どもの特性に応じた

教育と保育の提供に向け、教育・保育施設の事業を充実し、必要な人が支援を受けられ

るように供給体制を整備します。 

基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    「地域まるごと子育て支援」をすすめます「地域まるごと子育て支援」をすすめます「地域まるごと子育て支援」をすすめます「地域まるごと子育て支援」をすすめます    

    

核家族化、隣近所のつきあいの希薄化など子どもが育つ環境が大きく変わり、親と

子が孤立することなく、大きな輪の中で人と人とのつながり合いを通じて子どもを育

てる環境が必要となっています。地域のコミュニティの中で、教育・保育施設や子育

て支援施設の職員や保健・医療関係者など各種機関の専門家の知識やサポートを活か

した支援を行うとともに、子育てしやすいまちづくりに向け、地域住民など多様な人

材が参加するネットワークで子育て家庭を見守り、支える地域密着の活動を通じて「地

域まるごと子育て支援」を進めて行きます。 
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教育・保育提供区域 

地理的条件や現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況を勘案し、

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の提供区域を１区域と設定します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教育・保育等施設の状況教育・保育等施設の状況教育・保育等施設の状況教育・保育等施設の状況    
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幼児期の学校教育･保育事業 

■新制度では、教育・保育を利用する子どもについて、以下の３つの認定区分が設けられ、この区

分に基づいて教育・保育給付が行われます。 

 

認定区分認定区分認定区分認定区分    

区 分 対 象 該当する施設 

１号認定 

（３～５歳・教育標準時間認定） 

お子さんが３～５歳で、保育の必要性はなく、教

育ニーズが高い場合 

認定こども園・幼稚園 

２号認定 

（３～５歳・保育認定） 

お子さんが３～５歳で保育の必要性がある場合 認定こども園・保育所 

３号認定 

（０～２歳・保育認定） 

お子さんが０～２歳で保育の必要性がある場合 

認定こども園・保育

所・地域型保育施設・ 

 

（１）（１）（１）（１）    １号認定【認定こども園・幼稚園】１号認定【認定こども園・幼稚園】１号認定【認定こども園・幼稚園】１号認定【認定こども園・幼稚園】 ※幼稚園(従来制度)の利用希望も含む 

認定区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①量の見込み 

(必要利用定員総数) 

2,471 人 2,383 人 2,321 人 2,252 人 2,263 人 

②確保方策 2,474 人 2,444 人 2,407 人 2,407 人 2,407 人 

＜現在＞幼稚園が９施設、認定こども園が２施設となっています。 

＜今後＞国や東京都の認定こども園に対する支援状況等を踏まえ、幼稚園の認定こども園化を推進し

ていきます。 

（２）（２）（２）（２）    ２２２２号認定号認定号認定号認定    【認定こども園・保育所【認定こども園・保育所【認定こども園・保育所【認定こども園・保育所】】】】 ※認可外保育施設の利用希望も含む 

認定区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

①量の見込み 

(必要利用定員総数) 

1,471 人 1,420 人 1,383 人 1,343 人 1,350 人 

②確保方策 1,457 人 1,505 人 1,531 人 1,531 人 1,531 人 

＜現在＞保育所が 18 施設、認定こども園が２施設となっています。 

＜今後＞幼稚園の認定こども園化の状況等を踏まえ、公立の認可保育所の定員等の見直しも検討して

いきます。 

 

（３）（３）（３）（３）    ３３３３号認定号認定号認定号認定    【【【【認定こども園・認定こども園・認定こども園・認定こども園・保育所・地域型保育保育所・地域型保育保育所・地域型保育保育所・地域型保育事業事業事業事業】】】】    

認定区分 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 

①量の見込み 

(必要利用定員総数) 

203人 973人 197人 973人 192人 965人 187人 980人 183人 1,006人 

②確保方策 228人 924人 228人 924人 228人 965人 228人 980人 228人 1,006人 

 ＜現在＞保育所が 20 施設（分園を含む）、認定こども園が１施設となっています。小規模保育施設を

３か所新設するとともに、保育所の増改築により、定員を拡大することを予定しています。 

＜今後＞認証保育所等の認可外保育施設から新制度の地域型保育事業等への移行や幼稚園の認定こど

も園化等を踏まえ、必要な対策を講じていきます。 
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地域子ども・子育て支援事業 

◆子ども・子育て家庭を対象とするさまざまな子育て支援の充実を図り、多様な保育ニーズに対応します。 

①①①①利用者支援事業利用者支援事業利用者支援事業利用者支援事業【【【【新規事業新規事業新規事業新規事業】】】】   基本目標１ 基本目標３ 

子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供

及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連携調整等を実施する事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み（窓口設置数） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

②確保方策（窓口設置数） 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

＜現在＞新規事業のため、現在、設置はありません。 

＜今後＞平成 27 年度に１か所設置します。 

②②②②時間外保育事業時間外保育事業時間外保育事業時間外保育事業   基本目標２ 

保育認定を受けた児童について、通常の利用時間以外の時間帯において、認定こども園、保育所

等において保育を実施する事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 1,302 人 1,272 人 1,247 人 1,230 人 1,240 人 

②確保方策 1,302 人 1,272 人 1,247 人 1,230 人 1,240 人 

＜現在＞認可保育所全施設（20 施設）（分園を含む）、認定こども園（1 施設）、認証保育所全施設（７

施設）で実施しています。午後 7 時までが 20 施設、午後８時までが８施設となっています。 

＜今後＞時間外保育事業の拡充等については、認可保育所等と慎重に整理・調整を図っていきます。 

 

③③③③実費徴収実費徴収実費徴収実費徴収にににに係係係係るるるる補足補足補足補足給付給付給付給付をををを行行行行うううう事業事業事業事業【【【【新規事業新規事業新規事業新規事業】】】】   基本目標１ 

世帯所得の状況等を勘案して、市が定める基準に該当する場合、特定教育・保育を受けた際に、

日用品、文房具その他の教育保育に必要な物品の購入費用や行事参加費用に対し、必要に応じて

助成を行います。 

 

④④④④多様多様多様多様なななな主体主体主体主体がががが本制度本制度本制度本制度にににに参入参入参入参入することをすることをすることをすることを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための事業事業事業事業【【【【新規事業新規事業新規事業新規事業】】】】   基本目標２ 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能

力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業を必要に応じて実施しま

す。 

 

⑤⑤⑤⑤放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業（（（（児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブ））））   基本目標１ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小

学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る

事業です。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 総数 1,992 人 2,019 人 2,009 人 2,021 人 1,976 人 

②確保方策 

定員 1,395 人 1,395 人 1,434 人 1,714 人 1,994 人 

施設数 25 か所 25 か所 25 か所 32 か所 39 か所 

＜現在＞児童クラブ（育成室を含む）は、市内 25 箇所において事業実施しています。 

＜今後＞高学年の動向を踏まえ、計画的に施設整備を行います。  
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⑥⑥⑥⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）   基本目標１ 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童につ

いて、児童養護施設等に入所させ、必要な養育を行う事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 30 泊 30 泊 30 泊 30 泊 30 泊 

②確保方策 

ショートステイ 30 泊 30 泊 30 泊 30 泊 30 泊 

実施箇所数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

＜現在＞東村山市・小平市・国分寺市の３市共同で１施設に事業委託し、親の疾病や出産による入院

など必要に応じて一時的に養育を行っています。 

＜今後＞ひとり親家庭の増加や、親の精神的、身体的な疾病の増加に備え、３市と調整を図ってまい

ります。 

 

⑦⑦⑦⑦乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業   基本目標１ 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の

把握を行う事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 1,166 人  1,133 人  1,105 人  1,074 人  1,050 人  

②確保方策 実施所管：子育て支援課 

＜現在＞助産師または、保健師が赤ちゃんのいる家庭を訪問し、母子の健康や赤ちゃんの発育・発達

についての相談に応じています。また、子育てに必要な情報を提供し、安心して子育てに臨

めるよう助言や指導を行っています。 

＜今後＞早期に子育てに関する相談先、あるいはサービスを紹介することで、育児に関する不安の解

消を目指します。 

 

⑧⑧⑧⑧養育養育養育養育支援支援支援支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童に対する訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童に対する訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童に対する訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童に対する

支援に資する事業支援に資する事業支援に資する事業支援に資する事業   基本目標１ 基本目標３ 

養育支援が特に必要と判断した家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を

行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

また、要保護児童等に対する支援のために、要保護児童対策地域協議会において関係機関と連携

を図っています。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 養育支援訪問 170 人 170 人 170 人 170 人 170 人 

②確保方策 実施機関：子ども家庭支援センター（子育て支援課） 

＜現在＞児童虐待の予防支援である育児家事支援、専門相談支援における訪問を実施しています。 

＜今後＞現在の支援事業を更に充実させ、養育に関する専門的な相談支援については、職員の研修参

加等により相談技術のスキルアップを図っていきます。 
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⑨⑨⑨⑨地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業   基本目標１ 基本目標３ 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て親子の交流の促進、子育てにつ

いての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 4,628回 4,628回 4,628回 4,628回 4,628回 

②確保方策 

子育てひろば 

4,462回 4,462回 4,462回 4,462回 4,462回 

5か所 5か所 5か所 5か所 5か所 

出張ひろば 

166回 166回 166回 166回 166回 

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

         ※１月あたりの延べ利用回数 

＜現在＞市内５カ所で子育てひろば事業と１か所で出張ひろばを開設しています。 

＜今後＞常設の子育てひろばのない地域に、公共施設等を活用した出張ひろばの実施を検討していき

ます。 

 

⑩⑩⑩⑩一時預かり事業一時預かり事業一時預かり事業一時預かり事業   基本目標１ 基本目標２ 

【幼稚園在園児対象】（預かり【幼稚園在園児対象】（預かり【幼稚園在園児対象】（預かり【幼稚園在園児対象】（預かり保育保育保育保育））））    

幼稚園の在園児を対象に、幼稚園における通常の教育時間外に幼稚園内で園児を保育する事業です。 

   平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 

１号認定 

（幼稚園の預かり保育） 

17,912 人 17,285 人 16,836 人 16,348 人 16,430 人 

２号認定 

（定期的な利用） 

41,796 人 40,333 人 39,284 人 38,145 人 38,336 人 

②確保方策 

認定こども園・幼稚園 59,708 人 57,618 人 56,120 人 54,493 人 54,766 人 

実施箇所数 11か所 11か所 11か所 11か所 11か所 

＜現在＞幼稚園及び認定こども園全施設（11 施設）で実施しています。 

＜今後＞夏休みなどの長期休暇中の預かり保育の拡充について幼稚園と協議していきます。 

 

【その他】（一時保育）【その他】（一時保育）【その他】（一時保育）【その他】（一時保育）    

○○○○一時保育一時保育一時保育一時保育    

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、保育園等で、

一時的に預かる事業です。 

○○○○ファミリー・サポート・センターによる一時預かりファミリー・サポート・センターによる一時預かりファミリー・サポート・センターによる一時預かりファミリー・サポート・センターによる一時預かり    

子育ての援助を受けたい市民（依頼会員）と子育ての援助を行いたい市民（提供会員）が

登録し、子育ての相互援助活動を行う事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 13,119 人 12,817 人 12,560 人 12,384 人 12,483 人 

②確保方策 総数 13,119 人 12,817 人 12,560 人 12,384 人 12,483 人 

＜現在＞認可保育所７施設、たんたんのおうち、ファミリー・サポート・センターで実施しています。 

＜今後＞利用者の利用目的が、「就労」から「私的利用」へ変化していることから、利用申込み方法等

について認可保育所等と協議していきます。 

ファミリー・サポート・センターの提供会員向け講習会を定期的に実施し、提供会員の確保

と援助のためのスキルの向上を図ります。   
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⑪⑪⑪⑪病児保育事業病児保育事業病児保育事業病児保育事業   基本目標３ 

児童が病中又は病気回復期にあって集団保育が困難な期間、病院や保育所等に付設された専用ス

ペース等において、看護師等が一時的に保育等する事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 543 人 530 人 519 人 512 人 516 人 

②確保方策 

総数 543 人 530 人 519 人 512 人 516 人 

実施箇所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

＜現在＞「森の病児保育室たまほく」（定員１日当たり４人）で平成 25 年 11 月から実施しています。

開所から５か月間の利用者数は 149 人、平均稼働率は 38.4％となっています。年間 900

人以上の受け入れが可能です。 

＜今後＞利用状況を踏まえ、必要に応じて定員の拡充を検討します。 

 

⑫⑫⑫⑫子育て援助活動支援事業子育て援助活動支援事業子育て援助活動支援事業子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（ファミリー・サポート・センター事業）（ファミリー・サポート・センター事業）（ファミリー・サポート・センター事業）＜就学児のみ＞＜就学児のみ＞＜就学児のみ＞＜就学児のみ＞ 基本目標３ 

子育ての援助を受けたい市民（依頼会員）と子育ての援助を行いたい市民（提供会員）が登録し、

子育ての相互援助活動を行う事業です。センターが連絡、調整を行う事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 

低学年（１～３年生） 1,052 回 1,064 回 1,049 回 1,034 回 944 回 

高学年（４～６年生） 451 回 459 回 464 回 483 回 486 回 

②確保方策 1,503 回 1,523 回 1,513 回 1,517 回 1,430 回 

※東村山市ファミリー・サポート・センター事業の対象は、概ね２カ月の乳児から小学６年生までです

が、計画では就学児のみを記載しています。 

＜現在＞過去４か年の平均活動件数は、年間 1,364 日となっています。 

＜今後＞ファミリー・サポート・センターの提供会員向け講習会を定期的に実施し、提供会員の確保

と援助のためのスキルの向上を図ります。 

 

⑬⑬⑬⑬妊婦に対して健康診査を実施する事業妊婦に対して健康診査を実施する事業妊婦に対して健康診査を実施する事業妊婦に対して健康診査を実施する事業   基本目標３ 

母子保健法第 13 条に基づき、妊婦及び胎児の健康の保持・増進、異常の早期発見を目的に健康

診査を実施する事業です。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 13,608 人 13,272 人 12,900 人 12,612 人 12,372 人 

②確保方策 実 施 場 所 ：医療機関他 

＜現在＞妊娠届を提出した方に、健康診査票を 14 回分交付し、健診に係る費用の補助を行っていま

す。都外の医療機関等で受診される方については、出産後に健康診査費用の助成を行ってい

ます。 

＜今後＞受診率の向上を図るとともに、安心して出産に臨めるよう健診結果を速やかに保健指導につ

なげていきます。 
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