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 「東村山市子ども・子育て支援事業計画」は、質の高い幼児期の学校教育・保育

の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることを目

的に、平成 27年度から令和元年度までを計画期間として策定したものです。 

 

 「東村山市子育てレインボープラン」で掲げてきた“子育てのまちづくり”とし

ての将来像「すべての子どもと大人が、いっしょに育つまち」の考え方を受け継ぎ

ながら、本計画では、目指すべき将来像『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』を掲げ、その実現に向けて、次の３つの基本目標を定め、この間、

総合的に施策の展開を図ってきました。 

 

 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 

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

きるようにします 

 基本目標３ 「地域まるごと子育て支援」をすすめます 

 

 この報告書は、本計画に基づき、令和元年度中に実施してきた各事業の１年間の

進捗状況及び総合的な評価をまとめたものです。 

 

 令和２年度以降は、新たに策定した『第２期東村山市子ども・子育て支援事業計

画』に基づいた施策の展開を行いながら、子育て支援のさらなる充実を図ってまい

ります。 

 

 

  

◇東村山市子ども・子育て支援事業計画 
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「子育てするなら東村山」を目指して、地域全体で子育てをしていく「地域まる

ごと子育て支援」を進め、エリア毎に地域で子育てに関する関係者で構成する円卓

会議の考え方のもとで「エリアネットワーク会議」を開催し、地域の実情などにつ

いて話し合い、子育てしやすいまちとしていくための取り組みを推進していきます。 

「エリアネットワーク会議」は、中部・東部・西部・南部・北部の 5つのエリア

に区分され、それぞれの地域の特色を活かし事業の展開を図っています。 

 

令和元年度の活動状況  

中部エリアネットワーク会議    本町・久米川町・恩多町 

 中部エリアは市の中心部に位置し、情報発信機能をもつ市役所とも密接な位置にあります。 

 令和元年度は防災をテーマにエリア会議で意見交換を行いました。 

中部エリアから始めた「ゆりかご・ひがしむらやま」との共同事業である「お祝いメッセージ

事業」※を引き続き実施しました。 

東部エリアネットワーク会議    秋津町・青葉町 

 毎年好評を得ている「秋津・青葉子育てまつり」は、子育てに追われて家にこもりがちな親

子が地域とふれ合うきっかけとして始まり、今回で 14回目を迎えました。今回は秋水園ふれあ

いセンターで実施し、防災をテーマに非常食の試食や救急救命講座、防災に関する紙芝居など

を通じて地域の子育て家庭と触れ合う機会となりました。前年度に引き続き、「お祝いメッセ

ージ事業」※を実施しました。 

西部エリアネットワーク会議    美住町・富士見町 

西部エリアの子育て情報紙「はじめの一歩」（年 3回発行）を活用し、広くエリアの子育て環

境について知ってもらうことができました。前年度に引き続き、「お祝いメッセージ事業」※を

実施しました。 

南部エリアネットワーク会議    萩山町・栄町 

 毎月第 2木曜日に開催している「萩山親子のひろばどんぐり」を通じて、地域の子育てに関

する相談や悩みごとを直接利用者から聞き、保育関係者でその相談に応えていくことで、切れ

目のない子育て支援へとつなげることができました。また、エリア会議の中で関係者に対して、

子ども家庭支援センターによる虐待防止に関する説明が行われ、児童虐待防止への理解が深め

られました。前年度に引き続き「お祝いメッセージ事業」※を実施しました。 

 

 

 

 

 

◇エリアネットワークを活用した子育て支援の推進 
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北部エリアネットワーク会議    廻田町・多摩湖町・諏訪町・野口町 

 青少年対策委員会第 4地区主催の「こどもまつり」に参加し、中学生ボランティアの協力を

得て、「まつり」に訪れた子ども達に工作や昔遊びの体験ができる遊びの場を提供し、併せて今

年度も保育所等の施設紹介のパネル展示を行うことにより、北部エリアにおける子育て支援事

業の周知を図りました。このほか、子育て情報紙「ランランスキップ」を 2回発行するととも

に、他エリアと同様に「お祝いメッセージ事業」※を実施しました。 

 

     中部エリア  本町・久米川町・恩多町 

     東部エリア  秋津町・青葉町 

     西部エリア  美住町・富士見町 

     南部エリア  萩山町・栄町 

     北部エリア  廻田町・多摩湖町・諏訪町・野口町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  お祝いメッセージ事業：エリア内の教育・保育施設の園児たちがお祝いメッセージを描いた白   

い封筒に、子育て情報紙を封入したものを、乳児を養育する家庭に訪問する際に届ける事業。

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）との共同事業。 
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１．報告書の見方 

計画上の実績 

◆「確保の方策」・・・ 利用意向調査を基に推計した量の見込み（どのくらいのニーズが

あるか）に対して、子ども・子育て支援事業が適切に提供される

よう、いつ、どのくらい供給するかを計画した数値です。 

◆「確保の実績」・・・ 各事業の計画に対して実際に供給した数値、すなわち確保できた

量を表したものです。 

計画上の達成状況 

 子ども・子育て支援事業計画で定めた「確保の方策」（計画上の必要量の見込み）に対し

て、どれだけ「確保の実績」（当該年度の供給量）があったかを算出した、計画上の数値目

標に対する達成状況を記しています。 

計画に数値目標がない事業については記載していません。 

令和元年度の成果 

当該年度の実績として、実際にどれだけの利用があったのか、どれだけニーズがあった

のか、実利用の数値や取り組んできた状況などを記しています。 

今後の取り組みの方向性 

当該年度の成果を受けて、計画と実績とのかい離の有無や状況、かい離がある場合には

その理由の分析や今後の対応策などを記しています。 

 

２．総合評価について 

 計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、計画・実行・評価・改善のＰＤＣＡ

サイクルを確立し、進捗管理を行います。総合評価は次年度への事業の改善・取り組みに

つなげるために実施するもので、まず「計画の達成状況」（計画上の成果）に着目し、それ

に「令和元年度の成果」（実際に達成された成果）を加えて総合的に判断しています。評価

に際しては、個別事業の実績及び進捗状況等、前年度との比較、創意工夫点、事業の継続

性などを基準としています。 

評 価 評 価 の 基 準 

Ａ  十分な取り組みと成果が認められる。 

Ｂ  概ね成果を認めることができる。 

Ｃ 
 取り組みが不十分で予定の成果に達しなかった。 

（未着手含む） 

◇評価について 
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 [幼児期の学校教育・保育にかかる量の見込み・確保の内容・実施時期など] 

（１）１号認定【３～５歳教育標準時間認定：認定こども園・幼稚園】 

担当所管：保育幼稚園課※ 

計画上の実績（令和元年 5月 1日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 2,474人 2,444人 2,407人 2,407人 2,407人 

確保の実績 3,030人 3,050人 3,059人 3,092人 2,977人 

過不足 556人 606人 652人 685人 570人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は確保の方策として定めた 2,407 人に対して 2,977 人の受け皿を

確保し、計画上の数値を達成しました。 

従来制度の幼稚園 1園が新制度の幼稚園に移行したことで、前年度の 3,092人

から 2,977人と 1号児総体としての受け皿は減少したものの、必要な方が利用で

きる体制は十分確保できました。 

【実績】実際の利用者数 1,760人 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

幼児教育・保育の無償化を開始したことによる需要の変化にも注視して、必要

な受入体制を確保していきます。併せて、幼児教育の質の一層の向上を図るため

に認定こども園、新制度及び従来制度の幼稚園と、これらの施設を利用する方に

対する必要な支援を行っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

122 
％ 

124 
％ 

127 
％ 

128 
％ 

123 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
Ａ   Ａ   Ａ   Ａ   Ａ  

◇計画の目標数値に対する各事業進捗状況報告及び評価 
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（２）２号認定【３～５歳保育認定：認定こども園・保育所】 

担当所管：保育幼稚園課※ 

計画上の実績（平成 31年 4月 1日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 1,457人 1,505人 1,531人 1,531人 1,531人 

確保の実績 1,452人 1,481人 1,521人 1,529人 1,542人 

過不足 △5人 △24人 △10人 △2人 9人 

 
 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は確保の方策で定めた 1,531 人に対して 1,542 人の受け皿を確保

し、計画上の数値は達成しましたが、2号児の申込児童数が前年比で 100人以上

増えたことから待機児童数は大幅に増加し、20人となりました。 

【実績】実際の利用者数 1,494人 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

99 
％ 

98 
％ 

99 
％ 

99 
％ 

100 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
B   B   A   A   A  

令和元年度は従来制度の幼稚園 1園の認定こども園への類型移行に伴って、新

たに２号児の定員を設けるなど受け皿の確保を進めました。 

引き続き、3号児の受け皿の拡充に伴う 3歳児以降の保育需要の高まりに対応

すべく、幼稚園の預かり機能の充実や既存施設の有効活用など受入体制を確保し

ていきます。 
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（３）３号認定【０～２歳保育認定：認定こども園･保育所･地域型保育施設】 

    担当所管：保育幼稚園課※ 

① ０歳児 
計画上の実績（平成 31年 4月 1日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 228人 228人 228人 228人 228人 

確保の実績 227人 228人 222人 237人 240人 

過不足 △1人 0人 △6人 9人 12人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は確保の方策で定めた 228人に対して 240人の受け皿を確保し、計

画上の数値は達成しましたが、3 号児（0 歳児）の申込児童数が大幅に増加した

ことから待機児童数は大幅に増加し、24人となりました。 

【実績】実際の利用者数 228人 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 
％ 

100 
％ 

97 
％ 

103 
％ 

105 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   B   Ａ   Ａ   A  

令和元年度は待機児童の状況を踏まえ、小規模保育施設 2施設を開設するなど

受け皿の確保を進めました。 

引き続き 1～2 歳児を含めた 3 号認定総体としての待機児童の解消に向けて、

育児休業制度の活用状況を始めとした働き方の変化等を注視しながら、小規模保

育施設等の適切な認可事務等を進め、受け皿の確保に取り組んでいきます。 
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②１～２歳児 

計画上の実績（平成 31年 4月 1日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 924人 924人 965人 980人 1,006人 

確保の実績 896人 934人 965人 1,026人 1,034人 

過不足 △28人 10人 0人 46人  28人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

令和元年度は待機児童の状況を踏まえ、小規模保育施設 2施設を開設するとと

もに、幼稚園の認定こども園への類型移行に伴って、新たに 2歳児の定員を設け

るなど受け皿の確保を進めました。 

待機児童の中心が 1～2 歳児であることに鑑み、引き続き小規模保育施設等の

適切な認可事務を進め、受け皿の確保に取り組んでいきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

97 
％ 

101 
％ 

100 
％ 

104 
％ 

102 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
B   B   B   A   A  

令和元年度は確保の方策で定めた 1,006 人に対して 1,034 人の受け皿を確保

し、計画上の数値は達成しましたが、3 号児（1～2 歳児）の申込児童数が大幅

に増加したことから待機児童数も大幅に増加し、47人となりました。 

【実績】実際の利用者数 1,014人 
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[地域子ども･子育て支援事業にかかる量の見込み･確保の内容･実施時期など] 

（１）利用者支援事業 担当所管：子ども保健・給付課※ 

 地域子育て課※ 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 

確保の実績 1ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 2ヶ所 

過不足 0ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 

 
 

計画の達成状況 

 

 
 

① 基本型 子育てパートナー「ころころたまご」 

令和元年度の成果  

幼児教育・保育の無償化の開始に伴って、「幼児教育・保育の無償化のご案内」

の冊子を活用し、利用者に制度の案内を行いました。 

また、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大が見られてからは感染防止に配

慮しながら、利用者の支援を行いました。 

【実績】開設日数 240日 相談組数 2,074組（延） 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

利用者支援事業の基本型として、求められている利用者への教育・保育施設の

制度や利用に関する案内等を充実させていくとともに、これまで取り組んできた

他機関との連携の強化を図っていきます。制度が複雑な幼児教育・保育の無償化

について分かりやすい情報提供を行うなどニーズに基づいた情報の提供、相談、

利用支援等を行うことにより、利用者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等を円滑に利用できるよう取り組んでいきます。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 
％ 

200 
％ 

200 
％ 

200 
％ 

200 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A   A  
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② 母子保健型「ゆりかご・ひがしむらやま」 

令和元年度の成果 

母子健康手帳交付時の妊婦面接は面接率※1 が 94.2％と前年度に引き続いて高

い水準を保ちながら事業を実施しました。 

また、平成 29年度から開始した「ゆりかご訪問」も定着し、妊娠・出産期に、

支援の必要な家庭へ助産師が訪問し、専門的・継続的なサポートを行いました。 

 

【実績】 母子健康手帳交付時の面接率 

 令和元年度 94.2％ 

 平成 30年度 94.8％ 

 平成 29年度 93.5％ 

※1 面接率＝ 母子健康手帳交付時に面接した件数（後日面接した件数を含む） 

  ／妊娠の届出をした件数 

 

 訪問型産前・産後サポート（ゆりかご訪問）事業実績 

 令和元年度 186件 

 平成 30年度 240件 

 平成 29年度 89件 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

子育て世代包括支援センターを中核として、さらに充実させた子育て応援ギフ

トを活用しながら全ての妊婦と面接することを目指すとともに、新たに開始され

た「すくすく訪問事業」等と連携し、妊娠期から出産、子育て期までの切れ目の

ない支援体制の一層の推進を図っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より子ども保健・給付課、地域子育て課の所管となりました。 

 

 

  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
－   A   A   A   A  
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（２）時間外保育事業 

  担当所管：保育幼稚園課※ 

 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 1,302人 1,272人 1,247人 1,230人 1,240人 

確保の実績 1,491人 1,341人 1,497人 1,540人 1,405人 

過不足 189人 69人 250人 310人 165人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は、利用希望のあった児童 1,405人が利用し、必要な方が利用でき

る体制は十分確保できました。 

※ 時間外保育事業の確保の方策で見込んだ量の見込みは 18 時以降の延長保育の利用に対する

量の見込みです。 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

保護者の就労環境の変化などに伴って多様化する保育需要に対応するため、各

施設の利用状況などを注視しながら、時間外保育の受入体制の確保を行っていき

ます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

 

  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

115 
％ 

105 
％ 

120 
％ 

125 
％ 

113 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A   A  
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（３）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

    担当所管：保育幼稚園課※ 

令和元年度の成果 

補足給付の対象として既存の生活保護世帯への実費徴収に加えて、令和元年 10

月より低所得世帯の副食費の実費徴収が拡充されたことで 516人（延）に支援を

行いました。 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

制度の周知を進めるとともに、引き続き実費徴収に関する補助を行うことで、

生計が困難な世帯への支援を行っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

（４）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

            担当所管：地域子育て課※ 
令和元年度の成果 

令和元年度は地域担当主査による小規模保育施設や認証保育所等に対する訪

問指導を定期的に行い、地域の保育の質の向上に資する活動に取り組みました。 

民間保育施設の整備、運営を希望する事業者に対して積極的な情報提供を行う

「民間保育施設整備等希望事業者登録制度」の令和元年度の新規登録事業者数は

8件でした。 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

今後も地域担当主査による小規模保育施設や認証保育所等に対する訪問

指導を定期的に行い、地域の保育の質の向上に資する活動に取り組みます。 

「民間保育施設整備等希望事業者登録制度」の運用を継続しながら、多様

な主体の参入促進に向け、適宜情報提供を行っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より地域子育て課の所管となりました。 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A   A  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   B   B   A   A  
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（５）放課後児童健全育成事業（児童クラブ） 

担当所管：児童課 

① 規模数 

計画上の実績（平成 31年 4月 1日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 1,395人 1,395人 1,434人 1,714人 1,994人 

確保の実績 1,417人 1,527人 1,563人 1,557人 1,538人 

過不足 22人 132人 129人 △157人 △456人 

 

 

計画の達成状況 
 

令和元年度の成果 

令和元年度の確保の方策 1,994 人には達していないものの、安全に配慮しなが
ら可能な限りの受入れを行い、入会審査基準等を満たした児童 1,538 人に対して
児童クラブでのサービスを提供しました。 
施設規模を超える受入れを行った施設は 10 施設あり、この 10 施設における児

童 1人当たりの平均面積は約 1.37㎡でした。 
なお、入会できなかった児童は 137人で、このうち 70人は 4～6年生でした。 

 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

令和元年度までは、条例に基づく児童一人当たりの面積要件等に関する経過措置

期間※であったことから、安全に配慮しつつ、可能な限りの受入れを実施してきま

したが、令和 2年度からは、経過措置期間の終了に伴い、『児童一人当たりおおむね

1.65㎡以上』の面積を確保した受入れを実施していくこととなります。 

 今後は、児童クラブにおけるサービスの質の維持・向上に努めていくとともに、

利用の動向などを注視しつつ、各学区域の状況を踏まえた受入れ対応を進めていき

ます。 

※ 放課後児童健全育成事業の基準を定めることを目的とした「放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準」（厚生労働省令第 63 号）が制定されたことを受け、東村山市でも

『東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例』を制定し、

面積要件等の基準を設定しました。基準を満たす受入れ体制の確保などに一定期間を必要と

することから、条例において施行の日から平成 32 年 3 月 31 日までを経過措置期間として設

け対応したものです。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

102 
％ 

109 
％ 

108 
％ 

90 
％ 

77 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
B   B   B   B   B  



- 15 - 

 

②施設数 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在）  

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 25ヶ所 25ヶ所 25ヶ所 32ヶ所 39ヶ所 

確保の実績 25ヶ所 25ヶ所 25ヶ所 25ヶ所 25ヶ所 

過不足 0ヶ所 0ヶ所 0ヶ所 △7ヶ所 △14ヶ所 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度の確保の方策 39ヶ所には達していないものの、既存の 25ヶ所の施
設において安全に配慮しながら可能な限り児童の受け入れを行いました。 
なお、面積要件等に関する経過措置期間が令和 2 年 3 月 31 日に終了すること

に伴い、これまで以上の受け皿を確保する必要があった 4つの学区域（回田小、
大岱小、秋津小、北山小）については、学校施設を活用し新たな児童クラブ 4ヶ
所の整備を進めました。 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

令和元年度における学校施設を活用した 4 つの児童クラブの整備や既存施設

の最大限の活用などの取り組みにより、児童クラブ総体としては、これまでの在

籍児童数を上回る児童の受入れが可能となりました。 

今後は利用を希望する児童数に着目した確保の方策を講じていくとともに、

『東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会』の意見を踏まえながら、運営の方

向性を決定し、より良い保育環境の整備を進めていきます。 

 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

78 
％ 

64 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   Ｂ   Ｂ  
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

担当所管：子ども家庭支援センター 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 30泊 30泊 30泊 30泊 30泊 

確保の実績 35泊 35泊 35泊 41泊 30泊 

過不足 5泊 5泊 5泊 11泊 0泊 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

保護者の疾病・出産・育児疲れ等の理由により家庭において一時的に養育がで

きない児童について、実施施設で最大 7日間、養育する体制を整えています。 

令和元年度も第 1 四半期から第 3 四半期までは例年と同等の利用状況でした

が、第 4四半期は利用がなく、総体としては前年度よりも利用日数が減となりま

した。 

【実績】宿泊利用人数 7人 宿泊利用日数 24日 対象：満 2歳以上 13歳未満 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

利用申請のあった児童がサービスを受けられていることから、今後もこの体制

を維持・継続しつつ、保護者が疾病や出産等により一時的に養育できない際や、

育児疲れ等による精神的・身体的負担の軽減が必要な際に利用できるよう取り組

んでいきます。 

 

  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

116 
％ 

116 
％ 

116 
％ 

136 
％ 

100 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A   A  
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（７）乳児家庭全戸訪問事業 

担当所管：子ども保健・給付課※ 

令和元年度の成果 

「ゆりかご・ひがしむらやま」事業の開始により、妊娠期からの支援を充実さ

せたことを受け、訪問率は増加傾向となり、令和元年度は 965戸に訪問できまし

た。 

助産師または保健師が、乳児のいる家庭を訪問し、母子の健康や乳児の発育・

発達についての相談に応じ、子育てに必要な情報の提供を行いました。 

連絡がつかずに直接訪問をして、面会できなかった家庭もその後の 3～4 か月

児健康診査の際には全員と会うことができ、さらに健診後や 5か月を過ぎてから

の訪問も実施しました。  

 

【実績】 

訪問家庭数 965戸 (里帰り等による東村山市滞在者も含めた訪問家庭数※１)  

対象家庭数 952戸 (3～4か月児健康診査対象家庭数) 

訪問率 101.4％ ※２ 

※1 里帰り等の場合、市外から里帰り等している方からの依頼があれば訪問を実施し、また

市外へ里帰り等している方には訪問先市町村に依頼して実施しています。 

※2  訪問率＝訪問家庭数／対象家庭数 

  訪問家庭数とは令和元年度中に訪問した家庭の数です。 

 対象家庭数とは 3～4 か月児（令和元年度の対象は平成 30 年 12 月 11 日～令和元年 12 月

10 日生まれの乳児）健康診査の対象家庭の数です。 

 （訪問家庭数には、平成 30 年度中に訪問した対象家庭数は含まれず、令和元年度中に訪

問した令和 2 年度の対象家庭数を含みます。） 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

妊娠期からの信頼関係の構築に努め、特に育児負担感が増す生後 1～2 か月内

の早期の訪問を推進していきます。 

また、令和元年度に開始した生後 6ヶ月から就学前までの児童がいる家庭を訪

問し、育児に関する助言や情報提供を行う「すくすく訪問事業」と連携すること

で切れ目のない子育て支援を行っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より子ども保健・給付課の所管となりました。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A   A  
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（８）養育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支援に資する事業 

 担当所管：子ども家庭支援センター 

① 養育支援訪問事業 

令和元年度の成果 

子育て世代包括支援センターなどの関係機関との連携等により把握した様々

な支援を必要とする家庭に対して行う訪問等が前年度と比べ大幅に増え 6,147

回(延べ)行い、養育に関する相談、指導及び助言などを行うとともに、特に家事

育児支援を必要とする家庭にヘルパー派遣を行いました。 

支援開始時期等の見極めの難しさや支援対象家庭の介入拒否などの課題があ

るなかで、利用者との関係づくりに努め、当該家庭に寄り添いながら適切な支援

につなげることで、子どもの健全な育成に資する適切な養育環境を整えることが

できました。 

【実績】 家事育児支援の実施家庭数 2家庭 派遣日数 86日 
 
 

総合評価 

 

 

※ 平成 27 年度及び平成 28 年度の総合評価は「①養育支援訪問事業」と「②要保護児童対策地域

協議会」の 2 つの事業を併せて評価していましたが、平成 29 年度以降は個別に評価していま

す。 

 

今後の取り組みの方向性 

適切な養育環境を確保に向けて、虐待の未然防止と早期対応のための支援に取

り組んでいきます。 

特に養育支援が必要と認めた家庭に対して養育支援訪問事業をより効果的に

活用できるよう、引き続き当該家庭との関係づくりや必要な支援を行っていきま

す。 

 

 

  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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② 要保護児童対策地域協議会 

  

令和元年度の成果 

継続的に支援が必要なケースについては、要保護児童対策地域協議会の個別ケ

ース検討会議を適宜開催することで関係機関と連携を取るなど、困難ケースの対

応に取り組みました。 

令和元年 10 月から新たに児童相談所からの逆送致が開始されたことから、こ

れに対応できる体制の整備に取り組み、各ケースに対応しました。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から活動に制限がかかる中におい

ても、一般的なケースについては電話や書面等での情報共有を基本としつつ、緊

急性の高いケースについては必要に応じて会議を開催するなど必要な支援を行

いました。 

【実績】代表者会議 1回  実務者会議 3回  個別ケース検討会議 99回 
 
 

総合評価 

 

 

※ 平成 27 年度及び平成 28 年度の総合評価は「①養育支援訪問事業」と「②要保護児童対策地域   

協議会」の 2 つの事業を併せて評価していましたが、平成 29 年度以降は個別に評価していま   

す。 

 

今後の取り組みの方向性 

年々虐待に関する相談対応件数が増加傾向にあり、内容も複雑化、深刻化して

いく中、新たに逆送致が開始されたことで、個別ケース検討会議の開催が増えて

いくことが想定されることから、これらに対応するための体制整備に取り組んで

いきます。 

 

 

 

  

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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（９）地域子育て支援拠点事業 
担当所管：地域子育て課※ 

① 子育てひろば（０～２歳） 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 4,462回 4,462回 4,462回 4,462回 4,462回 

確保の実績 4,462回 4,462回 4,462回 4,462回 4,462回 

過不足 0回 0回 0回 0回  0回 

1 月あたりの合計利用回数（延人数） 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

市内 5か所の子育てひろばにおいて、乳幼児親子が利用できる交流の場の提供

や親子同士が交流を深める取り組みを行いました。子育て総合支援センター「こ

ろころの森」では社会福祉協議会の協力のもと「鏡餅作り」など、親子が伝統文

化に触れる機会や親子同士が交流する場を提供する取り組みを進めました。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により 2～3 月の間、休館としたこと

から年間利用回数、実施回数ともに減となりましたが、ころころネット内に掲示

板を設置し、来館せずとも交流をする機会を設けるとともに、親子の疑問を共有

し、相談に応じていく取り組みを行いました。 

【実績】「子育てひろば」合計延利用回数 21,894回（1月あたり 1,824回） 
 
 

総合評価 

 

今後の取り組みの方向性 

子育てひろばは、地域における子育て支援機能としての役割が求められている

ことから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下にあっても感染症防止

対策に細心の注意を払いつつ、地域において乳幼児を持つ親が安心して子育てが

行えるよう親子の交流の場の提供や交流を深める取り組みの推進により、子育て

支援の充実に取り組んでいきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より地域子育て課の所管となりました。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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② 出張ひろば（０～２歳） 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 166回 166回 166回 166回 166回 

確保の実績 166回 166回 166回 166回 166回 

過不足 0回 0回 0回 0回 0回 

1 月あたりの合計利用回数（延） 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

介護老人保健施設の交流スペースを使い、週 2回出張ひろばを実施し、子育て

親子が気軽に集まることのできる場を提供することで、常設の子育てひろばから

遠い地域の親子同士の交流を深める取り組みを行いました。 

第 4 四半期は新型コロナウイルスの影響から 2～3 月の間、休館したことから

年間利用回数、実施回数ともに減少しました。 

【実績】「ころころおもちゃ箱あきつ」年間利用回数 1,857回 実施回数 83回 

（1月あたり 155回） 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、介護老人保健施設での実施が

難しい状況ですが、常設の子育てひろばから遠い地域の親子が安心して利用でき

る交流の場の提供に向けて、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じつ

つ、子育て支援機能の充実に取り組んでいきます。 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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（１０）一時預かり事業 

① 幼稚園在園児対象（預かり保育） 

担当所管：保育幼稚園課※ 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 59,708人 57,618人 56,120人 54,493人 54,766人 

確保の実績 59,708人 57,618人 56,120人 55,504人 62,040人 

過不足 0人 0人 0人 1,011人 7,264人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は確保の方策として定めた 54,766 人（延）に対して実際の利用児

童数は 62,040人（延）であり、計画上の数値を達成しました。 

令和元年度は前年度に比べ、預かり保育の利用者が大幅に増えましたが、必要

な方が利用できる体制は十分確保できました。 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

幼児教育・保育の無償化制度の開始に伴って、幼稚園の預かり保育に対する給

付制度が創設された影響もあり、令和元年度の利用者は大幅に増加しました。   

預かり保育の実施により幼稚園が保育の受け皿の選択肢の一つとして確実に

浸透してきていることから、今後も預かり機能の充実に向けた支援を行っていき

ます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

100 
％ 

100 
％ 

100 
％ 

101 
％ 

113 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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② その他（一時保育） 

担当所管： 保育幼稚園課※ 

 地域子育て課※ 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 13,119人 12,817人 12,560人 12,384人 12,483人 

確保の実績 16,940人 18,906人 19,915人 19,579人 19,402人 

過不足 3,821人 6,089人 7,355人 7,195人 6,919人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は確保の方策で定めた 12,483 人に対して 19,402 人の受け皿を確

保し、計画上の数値は達成しました。 

また、障害の有無にかかわらず児童一人ひとりの状況に応じた保育を提供でき

るよう環境を整え、障害児等の定期的な利用希望についても可能な限り対応しま

した。 

【実績】一時保育の利用児童数 11,205人（延） 

（内訳） 

保育所における利用児童数 9,363人（延） 

たんたんのおうちの利用児童数 1,224人（延） 

ファミリー・サポート・センターによる一時預かりの利用児童数 618人（延） 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、新しい生活様式の浸透によって

生じる保育ニーズを注視し、必要とされる一時保育について考えていく必要があ

ります。多様化する保育ニーズに応じて、必要な方が安心してサービスが利用で

きるよう取り組んでいきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課、地域子育て課の所管となりました。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

129 
％ 

147 
％ 

158 
％ 

158 
％ 

155 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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（１１）病児保育事業 

 担当所管：保育幼稚園課※ 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 543人 530人 519人 512人 516人 

確保の実績 968人 972人 976人 996人 976人 

過不足 425人 442人 457人 484人 454人 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は確保の方策で定めた 516人に対して 976人の受け皿を確保し、計

画上の数値は達成しました。 

また、令和元年度の新規登録者数は 210 人で令和 2 年 3 月 31 日現在での登録

者総数は 2,056人となりました。 

【実績】病児保育の利用児童数 357人 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下においても、事業を必要とする

方が安心して利用できるよう、最大限の注意を払いながら事業の継続に取り組ん

でいきます。 

受け皿については確保できているものの、繁閑の波の大きい事業体系ではあり

ますが、利用者が 357人と稼働率が決して高い水準ではないことから、利用しや

すい環境の整備に向け、予約方法の改善など、運用上の課題を整理し、利便性の

向上を図っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

178 
％ 

183 
％ 

188 
％ 

194 
％ 

189 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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（１２）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） 

担当所管：地域子育て課※ 

計画上の実績（令和 2年 3月 31日現在） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

確保の方策 1,503回 1,523回 1,513回 1,517回 1,430回 

確保の実績 2,081回 2,592回 2,219回 2,105回 2,278回 

過不足 578回 1,069回 706回 588回  848回 

 

 

計画の達成状況 

 

 

令和元年度の成果 

令和元年度は増加する依頼に対して、提供会員養成講座を 4回開催し、提供会

員の確保を図りました。 

また、子育て総合支援センター「ころころの森」で依頼会員向けの説明会を 2

回開催しました。子どもを遊ばせながら説明会を行うことで、参加しやすい環境

づくりに取り組んだ結果、説明会の参加者が増え、依頼会員の増につなげること

ができました。 

提供会員から子どもの発達に関する講習会の要望が多かったことから、教育部

の協力のもと講習会を実施し、提供会員の知識の向上に繋げました。 

【実績】年間活動回数 2,278回 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

利用者にサービスを有効活用してもらうための取組みを推進した結果、依頼会

員は増加しました。これに伴い、提供会員の一層の確保が求められることから、

提供会員の減少抑制、確保の対策を講じるとともに、提供会員養成講座を通じた

定着の仕組みづくりに取り組み、安定的な事業実施に努めていきます。 

併せて、提供会員への講習会等を行うことで、サービス水準の向上を図ってい

きます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より地域子育て課の所管となりました。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

138 
％ 

170 
％ 

146 
％ 

138 
％ 

159 
％ 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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（１３）妊婦に対して健康診査を実施する事業 

担当所管：子ども保健・給付課※ 

令和元年度の成果 

母子保健コーディネーター※1を中心に、適切な時期に妊婦健康診査の受診を勧

奨し、妊婦・胎児の健康の保持と異常の早期発見に取り組みました。 

平成 30年度から新たに受診票を使えるように進めてきた 3院については、337

回の利用があり、受診票の直接利用が可能な施設を増やすことで、妊婦健診に関

しての利便性及び受診率の向上が図られました。 

 

【実績】母子健康手帳交付者 940名を対象とした都内医療機関での受診率 

（助産院及び都外医療機関での妊婦健診は除く。） 

    健診 1回目 93.4％   （2回目以降 74.4%） 

超音波検査 82.5％ 

子宮頸がん検診 90.0％ 

※1 母子保健コーディネーター：主に妊娠から出産、産後の子育て期までの相談に対応する専

任の助産師・保健師のこと。 
 
 

総合評価 

 

 

今後の取り組みの方向性 

妊婦や家族が安心して出産を迎えることが出来るよう、引き続き、母子保健コ

ーディネーターを中心に、妊婦の個別支援プランの作成や妊婦健診の受診勧奨等

を行うことで、きめ細やかな支援を行っていきます。 

また、利用者の利便性を高め、受診率の向上を図る取り組みを進めます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より子ども保健・給付課の所管となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 
A   A   A   A  

 
A  
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［教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保］ 

（１）認定こども園の普及 

担当所管：保育幼稚園課※ 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

 平成 30 年度から従来制度の幼稚園 1 園を認定こども園に類型移行する対応を

進め、令和2年4月に 1 園が開設となりました。開設に当たっては新たに 2 歳児の

定員を設定するなど保育需要にも応えられるものとなっています。 

 今後も、新制度及び従来制度の幼稚園の申請に応じて、認定こども園への移行

に必要な支援を行っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

（２）質の高い教育・保育や子育て支援の推進 

担当所管：地域子育て課※ 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

 認可保育施設主催の保育士研修会において、認可外保育施設との合同実施を支

援し、認可の有無に関わらず保育士等に対しスキルアップを図ることで、保育の

質の確保に努めました。 

加えて、令和元年度は「地域の保育の質の向上」を目指し、各エリアごとに保

育に関する専門的な知見や実務経験を有する地域担当主査を新たに配置しまし

た。市内の小規模保育施設や認証保育所等に対する訪問指導を定期的に行うこと

で、地域の保育の質が総体的に向上するよう取り組みました。 

これを更に推進するため、令和 2年度には地域子育て課を創設したところであ

り、今後も「地域の保育の質の向上」や地域の教育・保育施設等との「顔の見え

る関係づくり」を一層進めていきます。 

【実績】 

公私立合同保育士研修会 

 開催日 テーマ 

令和元年 7月 31日 「医療的ケア児について」  

令和元年 9月 5日 「食物アレルギーとその対応・アナフィラキシー対応研修」 

令和元年 9月 17日 「子どもの発達とメディア環境」  

 

公立保育園保育士研修会 

 開催日       テーマ 

令和元年 11月 26日 「短期間で体幹を鍛える・サーキット遊び」 

※ 組織改正により、令和 2 年度より地域子育て課の所管となりました。 
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（３）教育・保育施設と地域型保育事業の連携 

担当所管：保育幼稚園課※ 

 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

 令和元年度は新たに 2カ所の小規模保育施設が開設したため、保育所、幼稚園

の間で連携を行い、小規模保育施設の卒園児受入枠の確保や行事等の合同開催や

園庭等設備の利用開放等、連携施設による小規模保育施設への支援を推進し、地

域型保育事業の保育環境の充実に取り組みました。 

 3 号認定、特に 1～2 歳児の需要が高まる中、地域型保育事業の適切な認可事

務及び質の向上維持の観点から、地域担当主査を中心に連携施設の確保等におい

て必要な支援を行っていきます、小規模保育施設の卒園児の受け皿の確保など保

育環境の充実を図っていくとともに、同じ地域の子育て関連施設との良好な関係

が築けるよう支援を行っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

 

（４）認定こども園、幼稚園、保育所と小学校との連携の推進 

担当所管：子ども・教育支援課 

 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

小学校における支援をより一層充実させるための取り組みの 1 つである就学

支援シートを活用することで、スムーズに入学時の引き継ぎを行うことができま

した。活用状況も入学予定児童数の 19.1％の利用と前年度の 19.0％とほぼ同水

準となっており、支援を必要とする一定の方が利用できる体制となっています。   

引き続き、「保・幼・小連絡会」により、認定こども園、幼稚園及び保育所等と

小学校の相互理解を図り、就学支援シートのより効果的な活用及び担当者間の直

接的な連携を推進していきます。 
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［その他の子育て支援施策］ 

（１）産後の休業および育児休業後の特定教育・保育施設等の円滑な利用の

確保 
 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

① 計画的な教育・保育施設又は地域型保育事業の整備 

担当所管：保育幼稚園課※ 
 

1歳児以降の教育・保育について、小規模保育施設の開設や既存の特定教育・

保育施設の定員拡充等により、受け皿の確保を行いました。今後も産休及び育児

休業明けの保護者が円滑に特定教育・保育施設等を利用できるよう、小規模保育

施設等の適切な認可事務等を進めることで 3 号児（0～2 歳児）の受け皿の確保

に取り組んでいきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より保育幼稚園課の所管となりました。 

 

② 子ども家庭支援センター事業の充実 

担当所管：子ども家庭支援センター 
 

令和元年 10 月から新たに児童相談所からの逆送致が開始されたため、これに

対応できる体制整備に努め、各ケースに対応しました。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から小、中学校等が臨時休業になる中、

支援が必要な児童に電話等を活用し、見守りを行うなど必要な支援を進めていま

す。虐待等への対応や総合相談及び各種情報提供を行うことで機能の充実を図っ

ていきます。 
 
③ 子育てに関する情報提供の充実 

担当所管：地域子育て課※ 

子ども保健・給付課※ 

 スマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ＠」や子育て情報誌「なないろぽけっと」な

ど、様々な媒体を使い子育て世帯への情報提供を行いました。 

今後は、新型コロナウイルス感染症拡大などの状況を踏まえ、保護者が自宅で

も見られるような動画で子育て情報の提供を行うことや保育所からの連絡をス

マートフォンアプリ等で行うことなど、多様な情報発信ツールを活用し、子育て

に関する情報提供の充実を図っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より地域子育て課、子ども保健・給付課の所管となりました。 
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（２）児童虐待防止対策の充実 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

① 関係機関との連携強化、周知の推進 

担当所管：子ども家庭支援センター 

要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議を適宜開催し、関係機関との

情報共有や適切な進行管理を進めていくことで、増加する困難なケースに対して

もより適切な支援を行うことが出来ました。 

加えて、令和元年度は新たに「東村山市児童虐待防止に関する庁内連携会議」

を設置し、庁内全体で児童虐待防止対策の認識を共有し連携を推進する体制を構

築しました。 

今後も子ども家庭支援センターを中心に関係機関や庁内全体の連携を推進す

ることで児童虐待の未然防止につなげていきます。 
 

② 発生予防、早期発見、早期対応等 

担当所管：子ども家庭支援センター 
 

児童虐待防止月間（11 月 1 日から 11 月 30 日まで）に市内幼稚園、私立中学

校・高等学校等において、生徒・教員を対象に児童虐待防止について周知・啓発

を行うとともに、「子ども家庭支援センター相談専用カード」を配布し、子ども

自らが相談しやすい環境づくりに努めました。 

これに加えて、「東村山市児童虐待防止に関する庁内連携会議」において庁内

全体の認識を共有するとともに、相談・通告カードを全職員に配布するなど、早

期発見につながる取り組みを推進しました。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から活動に制限がある中にあって

も、引き続き早期対応に繋げていくとともに、行政だけでなく、地域全体で見守

りを強化し、「子どもたちが笑顔で安心して暮らせるまち」となるよう取り組ん

でいきます。 
 

③ 社会的養護施策との連携、養育家庭制度の普及・広報 

担当所管：子ども家庭支援センター 
 

児童相談所と合同で、養育家庭体験発表会を実施し、制度の普及啓発に取り

組みました。引き続き、養育家庭制度の広報・周知等に取り組んでいきます。 

 

【実績】養育家庭体験発表会  開催日：令和元年 11月 15日 

              参加人数 32人 
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（３）ひとり親家庭の自立支援の推進 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

①  連携体制の推進 

 担当所管： 子ども家庭支援センター 

  子ども保健・給付課※ 

子ども家庭支援センター 

ひとり親家庭からの相談に対し、「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」や「ほ

っとシティ東村山」での就労支援をご案内するなど、必要な情報提供を行いまし

た。今後も必要に応じて、就労支援窓口等の関係機関との連携を図っていきま

す。 

子ども保健・給付課※ 

ひとり親家庭を支援する関係所管等との協議を必要に応じて行い、ひとり親

家庭に対する相談支援体制を図りました。今後も関係所管等との連携により、よ

り一層相談者に寄り添った総合的な相談支援ができるよう取り組んでいきま

す。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より子ども保健・給付課の所管となりました。 

②  自立支援のための取り組みの推進 

 担当所管： 子ども保健・給付課※ 

  生活福祉課 

子ども保健・給付課※ 

「児童扶養手当」「児童育成手当」「ひとり親家庭等医療費助成」「ひとり親家

庭ホームヘルプサービス」「ひとり親家庭等家賃補助」の実施により、ひとり親

家庭の生活支援・経済的支援を行いました。加えて、令和元年 11月から「児童

扶養手当」の支給回数を年 3回から年 6回に変更し、ひとり親家庭の利便性の

向上や生活の安定を図りました。引き続き、生活支援・経済的支援を中心に、

ひとり親家庭の支援の充実に取り組んでいきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より子ども保健・給付課の所管となりました。 

生活福祉課 

「母子家庭等高等職業訓練促進給付金」「母子家庭等自立支援教育訓練給付

金」「母子及び父子福祉資金」について、市報やホームページ等を活用した事業

内容の周知や、児童扶養手当受給者を対象としたチラシによる情報提供を行い、

ひとり親家庭が必要に応じて支援を受けられるよう取り組みを進めました。今

後も制度案内等情報提供により自立支援のための取り組みを推進していきま

す。 
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（４）障害児施策の充実等 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

①  乳幼児発達健康診査の実施 

担当所管：子ども保健・給付課※ 

 

乳幼児発達健康診査の受診者のうち、専門医の診察が必要と思われる子ども

に対し、保護者と相談しながらより詳細な健康診査を実施し、必要に応じて病院

や療育機関等につなげました。 

また、子どもの発達の状況を的確に把握した上で、子ども相談室や子育て世代

包括支援センターを始めとする関係機関が連携し、保護者の不安解消や適切な

支援を図るなど、子どものよりよい育ちにつながるよう取り組みました。 

対象者が増加傾向にあることから、引き続き必要な方に検査が実施できるよ

う体制の整備に取り組んでいきます。 

【実績】 実施回数 年 12回 

 受診予約者 216人 受診者 185人（延） 

※ 組織改正により、令和 2 年度より子ども保健・給付課の所管となりました。 

 

 

② 相談支援の充実 

担当所管：子ども・教育支援課 

 

子ども相談室においては、相談申込のあった 0～18歳の子どもと保護者に対し、

切れ目のない相談・支援を実施するとともに、必要に応じて関係機関との連携を

行いました。また、障害がある等の理由により就学に関し不安を抱える家庭から

の相談についても、児童一人ひとりの状況に応じた支援を行い、不安の解消に努

めました。 

関係機関との連携体制の活用や、より一層相談者に寄り添った支援を行い、相

談支援の充実を図っていきます。 

【実績】 子ども相談室 相談件数 1,328件（うち新規受付 488件） 

  相談回数 6,323回（延） 

  幼稚園・保育園・学校等への訪問相談 318回 

 就学相談件数 新小学生  48件 新中学生 34件 

 転学相談件数 小学生  28件 中学生 3件 

 入級相談件数 小学生 124件 中学生    29件 
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③ 特別な支援が必要な子どもの受入れ 

 担当所管： 地域子育て課※ 

  児童課 

地域子育て課※ 

令和元年度は認可保育所等において、前年度より 14 人増の 67 人の障害児を

受け入れました。 

昨年度に続き医療的ケア児を継続的に受入れている保育施設があることから

その受入れに対する保育施設への体制確保の補助等の必要な支援を継続して行

いました。 

加えて、医療的ケア児の受入体制の強化を図るため、先進的な取り組みをして

いる都内の保育所等へ視察を行い、日常の保育体制や保育の様子などの見学を

することで、ノウハウの向上が図られました。 

引き続き、市全体で特別な支援が必要な子どもの受入体制を整備するために、

保育士の確保及び保育環境の整備等を図っていきます。 

※ 組織改正により、令和 2 年度より地域子育て課の所管となりました。 

 

児童課 

児童クラブについては、1 施設あたり 2～3 人の障害児の受入れ体制を整えて

います。平成 31年 4月 1日時点では 37人の障害児の受入れを行いました。 

引き続き、障害児の受入体制の確保を進めていきます。 
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（５）ワーク・ライフ・バランスの推進 

担当所管：市民相談・交流課 

 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

①「東村山就職情報室」利用者向け保育サービスの実施 

 地域密着型ハローワーク「東村山就職情報室」において、情報室の利用者向け

に、生後 3ヶ月～未就学児を対象とした保育サービスを実施しました。当該サー

ビスについては、利用者の利便性を図るため、前日までの予約制とし、毎週実施

することで、子育てと仕事の両立支援を図りました。また、就職活動支援のため

開催した「ミニ就職面接会」及び「就職面接会 in 東村山」においても、希望者

には当該保育サービスを実施する体制を整えました。 

 引き続き、求職者向けの保育サービスの普及に取り組み、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進に取り組みました。 

 

【実績】保育サービス年間延利用者数    18人 

   年間実施回数 12回 

       （他、ミニ就職面接会 2回、就職面接会１回が保育対象） 

 
 

② 「女性のための就職支援事業」の実施 

就職、再就職を希望する女性を対象に、無料の個別相談会及び公開セミナーを

開催したほか、地域の事業所等でのインターンシップの実施を支援することで、

キャリア形成を促進し、子育てと仕事の両立に関する不安の解消を図りました。 

また、インターンシップの受入希望事業所に対して、事業者向けセミナーを実

施し、女性の採用支援やインターンシップの活用について説明を行いました。 

引き続き、家庭との両立等の問題により就職活動ができない女性等に対し、子

育てと仕事の両立についての意識の啓発及び支援の充実を図っていきます。 

 

【実績】 無料個別相談会 開催回数：  3回 参加者数   7人（延人数） 

 無料公開セミナー 開催回数： 10回 参加者数 134人（延人数） 

  （内託児数 28人） 

 インターンシップ（事前研修及び事業所実習） 参加者数 6人 
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［放課後子ども総合プランに基づく取り組み］ 

                   

 担当所管：社会教育課 

児童課 

令和元年度の成果・今後の取り組みの方向性 

社会教育課 

市内 4 つの小学校において実施している放課後子ども教室では、本町児童館

育成室・秋津児童館育成室・第 1青葉児童クラブ・第 2青葉児童クラブ・富士見

児童クラブとの連携体制を活用し、「コマ回し」「ボッチャ」等の遊びを通じた、

交流を行いました。 

令和 2 年度以降、更なる事業の実施に向けて、市内の小学校との協議調整を

進めていくとともに、今後も放課後子ども教室、放課後児童クラブの連携を深

め、双方の児童にとってより良い事業となるよう、引き続き一体型・連携型事業

の推進を図っていきます。 

 

児童課 

児童クラブにおける開所時間の延長については、平成 30年度の第 2野火止児

童クラブを始めとして、令和 2 年度から学校施設を活用した 4 つの新設児童ク

ラブ（秋津児童クラブ、大岱児童クラブ、北山児童クラブ、第 3 回田児童クラ

ブ）においても行われます。 

今後の児童クラブの運営については、実施施設における利用の現状や東村山

市児童館・児童クラブ運営等検討会における運営の方向性等に関する検討経過

等を踏まえながら検討を行っていきます。 
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