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概要版



基本理念

施策の展開

重点施策 基本施策

地域も家庭も企業もつながる オール府中の子育て
（１）府中市の特徴・課題

① 人口減少・少子化の進行／出生率の低下
人口は減少傾向で、子どもの人口も年々減少しています。男女ともに未婚率が高く、また、晩婚
化・晩産化が進んでいます。人口減少・少子化の流れは、府中市全体にとって重要な課題です。

（２）府中市の子育て環境の重点テーマ
課題１： 子育てへの不安や負担を軽減するための支援（子育て全体の共通課題）
気軽に相談できる人や場を充実するとともに、様々な機会を通じて、子育て支援が必要な家庭に届
く情報発信を行うことが求められます。

課題２： 働きながら子育てする親への支援【子育て×就労・雇用・ワーク・ライフ・バランス】
働く親が安心して子育てのできる環境づくりを進めることは重要な命題です。企業と市が連携し、
従業員が仕事しながら出産・子育てできる安心感を醸成する支援策が求められます。

課題３： 「教育のまち府中」の強みを活かした子育て支援【子育て×教育】
府中市の子育ての課題に対して、先進的な教育振興の取組みをもつ府中市の強みを活かすことで課
題解決につなげる取組みが求められます。また、幼保小の連携強化が求められます。

課題４： 地域の子育て力の向上【子育て×地域社会】
従来からあった子育て家庭と地域社会のコミュニケーションが希薄化する中、地域における子育て
を応援できる人材の確保・育成や場づくりが求められています。

課題５： 支援を必要とする子どもや家庭への対応【子育て×医療・セーフティネット】
医療機関の不足への不安解消のため、子どものケガや病気になった時の対処法や緊急時の救急対応
が必要です。また、発達障害や特性を持った児童への支援相談を行う体制の充実・理解と対応等に
ついて情報発信・啓発が求められます。あわせて、家庭における児童虐待や母子家庭などでの子ど
もの貧困化から子どもを守るための環境整備が求められています。

② 製造業を中心としたものづくり産業のまち
「ものづくり産業のまち」として、産業基盤の発展を背景に、市外からの通勤者等の昼間人口が多
く、結婚・出産期の女性の就業率が高い、M字カーブ（結婚・出産期にあたる20～30歳代の就業
率が減少する傾向）の少ないことがまちの特徴です。働く親の立場に立った、安心して子育てので
きる支援が必要です。

③ 小中一貫教育、コミュニティ・スクールの先進地である「教育のまち府中」
「教育のまち府中」として、これまで教育先進地として小中一貫教育、コミュニティ・スクールに
全国に先駆けて取り組んでいます。強みを活かした子育てと教育の切れ目ない子供の支援が求めら
れます。

④ 豊かな自然と都市部に隣接し、コンパクトな市街地の周辺に集落が点在した立地特性
コンパクトな都市部と上下地区を中心とした周辺部に分かれた地域構造のため、地域によって異な
る子育て環境の課題があらわれています。都市部と周辺部のそれぞれのニーズにあわせた子育て支
援策を展開することが望まれます。

■子ども・子育て支援事業の実施（国必須記載事項）

■府中市の子ども・子育て支援施策の展開

１．教育・保育施設等の整備と地域子ども・子育て
　　支援事業の充実

○教育・保育提供区域の設定
○教育・保育の需要量と確保方策
○地域子ども・子育て支援事業の需要量と確保方策

「子育てステーション」
（府中版ネウボラ）による妊娠・出産・
子育ての切れ目のない子育て相談・
支援の場づくり

子育てに関する情報発信の充実と強化

【重点施策１】
働きながら子育てをする親が安心
して子育てができる環境づくり

【重点施策2】
「教育のまち府中」の強みを子育て
支援に活かすまちづくり

【重点施策3】
子育て家庭と地域・情報・人を

“つなぐ”場づくり

【重点施策4】
市の少子化を抑える（子育て世代へ
の魅力発信・結婚支援）

【重点施策5】
誰ひとり取り残さない（全ての子ど
もの健康や学びの機会の確保）

２．子どもの健やかな育ちを支えるまち
～妊娠時からの切れ目のない支援による安心・子育てのサポート～

（１）母子の健康支援
（２）子どもの健やかな成長と子育て不安の軽減への支援
（３）親の成長と交流の場の支援
（４）障害のある子どもの支援の充実

７．子どもの安全を守るまち
～子育てを支えるセーフティネットの環境づくり～

（１）児童虐待の未然防止、早期発見、支援
（２）ひとり親家庭への支援
（３）医療を受けやすい環境づくり
（４）子育てにやさしい生活環境づくり
（５）交通安全・防犯・災害対策
（６）子どもの権利の保障

３．子どもが豊かに学び・育つまち
～質の高い保育・教育の提供による次代を担う子どもの育成～

（１）教育環境の充実
（２）豊かな心づくり
（３）安心して学ぶことのできる環境づくり
（４）次代の親へのステップ

４．子育てと仕事を両立できるまち
～働きながら安心して子育てができる環境づくり～

（１）ワーク・ライフ・バランスの促進
（２）女性の働く機会を応援する環境整備

５．結婚と子育てを応援するまち
～安心して出産・子育てできる支援と結婚に向けた活動の支援～

（１）出会いや結婚の支援
（２）妊娠から出産、子育ての経済的負担の軽減

６．地域で子どもを支えあうまち
～地域における子育て支援の輪づくり～

（１）地域における子育て支援の充実
（２）地域における子どもの健全育成

計画全体に関わる重点方向

分野別重点施策

府中市の子ども・子育てにおける課題・方向性

１ ２



基本理念

施策の展開

重点施策 基本施策

地域も家庭も企業もつながる オール府中の子育て
（１）府中市の特徴・課題

① 人口減少・少子化の進行／出生率の低下
人口は減少傾向で、子どもの人口も年々減少しています。男女ともに未婚率が高く、また、晩婚
化・晩産化が進んでいます。人口減少・少子化の流れは、府中市全体にとって重要な課題です。

（２）府中市の子育て環境の重点テーマ
課題１： 子育てへの不安や負担を軽減するための支援（子育て全体の共通課題）
気軽に相談できる人や場を充実するとともに、様々な機会を通じて、子育て支援が必要な家庭に届
く情報発信を行うことが求められます。

課題２： 働きながら子育てする親への支援【子育て×就労・雇用・ワーク・ライフ・バランス】
働く親が安心して子育てのできる環境づくりを進めることは重要な命題です。企業と市が連携し、
従業員が仕事しながら出産・子育てできる安心感を醸成する支援策が求められます。

課題３： 「教育のまち府中」の強みを活かした子育て支援【子育て×教育】
府中市の子育ての課題に対して、先進的な教育振興の取組みをもつ府中市の強みを活かすことで課
題解決につなげる取組みが求められます。また、幼保小の連携強化が求められます。

課題４： 地域の子育て力の向上【子育て×地域社会】
従来からあった子育て家庭と地域社会のコミュニケーションが希薄化する中、地域における子育て
を応援できる人材の確保・育成や場づくりが求められています。

課題５： 支援を必要とする子どもや家庭への対応【子育て×医療・セーフティネット】
医療機関の不足への不安解消のため、子どものケガや病気になった時の対処法や緊急時の救急対応
が必要です。また、発達障害や特性を持った児童への支援相談を行う体制の充実・理解と対応等に
ついて情報発信・啓発が求められます。あわせて、家庭における児童虐待や母子家庭などでの子ど
もの貧困化から子どもを守るための環境整備が求められています。

② 製造業を中心としたものづくり産業のまち
「ものづくり産業のまち」として、産業基盤の発展を背景に、市外からの通勤者等の昼間人口が多
く、結婚・出産期の女性の就業率が高い、M字カーブ（結婚・出産期にあたる20～30歳代の就業
率が減少する傾向）の少ないことがまちの特徴です。働く親の立場に立った、安心して子育てので
きる支援が必要です。

③ 小中一貫教育、コミュニティ・スクールの先進地である「教育のまち府中」
「教育のまち府中」として、これまで教育先進地として小中一貫教育、コミュニティ・スクールに
全国に先駆けて取り組んでいます。強みを活かした子育てと教育の切れ目ない子供の支援が求めら
れます。

④ 豊かな自然と都市部に隣接し、コンパクトな市街地の周辺に集落が点在した立地特性
コンパクトな都市部と上下地区を中心とした周辺部に分かれた地域構造のため、地域によって異な
る子育て環境の課題があらわれています。都市部と周辺部のそれぞれのニーズにあわせた子育て支
援策を展開することが望まれます。

■子ども・子育て支援事業の実施（国必須記載事項）

■府中市の子ども・子育て支援施策の展開

１．教育・保育施設等の整備と地域子ども・子育て
　　支援事業の充実

○教育・保育提供区域の設定
○教育・保育の需要量と確保方策
○地域子ども・子育て支援事業の需要量と確保方策

「子育てステーション」
（府中版ネウボラ）による妊娠・出産・
子育ての切れ目のない子育て相談・
支援の場づくり

子育てに関する情報発信の充実と強化

【重点施策１】
働きながら子育てをする親が安心
して子育てができる環境づくり

【重点施策2】
「教育のまち府中」の強みを子育て
支援に活かすまちづくり

【重点施策3】
子育て家庭と地域・情報・人を

“つなぐ”場づくり

【重点施策4】
市の少子化を抑える（子育て世代へ
の魅力発信・結婚支援）

【重点施策5】
誰ひとり取り残さない（全ての子ど
もの健康や学びの機会の確保）

２．子どもの健やかな育ちを支えるまち
～妊娠時からの切れ目のない支援による安心・子育てのサポート～

（１）母子の健康支援
（２）子どもの健やかな成長と子育て不安の軽減への支援
（３）親の成長と交流の場の支援
（４）障害のある子どもの支援の充実

７．子どもの安全を守るまち
～子育てを支えるセーフティネットの環境づくり～

（１）児童虐待の未然防止、早期発見、支援
（２）ひとり親家庭への支援
（３）医療を受けやすい環境づくり
（４）子育てにやさしい生活環境づくり
（５）交通安全・防犯・災害対策
（６）子どもの権利の保障

３．子どもが豊かに学び・育つまち
～質の高い保育・教育の提供による次代を担う子どもの育成～

（１）教育環境の充実
（２）豊かな心づくり
（３）安心して学ぶことのできる環境づくり
（４）次代の親へのステップ

４．子育てと仕事を両立できるまち
～働きながら安心して子育てができる環境づくり～

（１）ワーク・ライフ・バランスの促進
（２）女性の働く機会を応援する環境整備

５．結婚と子育てを応援するまち
～安心して出産・子育てできる支援と結婚に向けた活動の支援～

（１）出会いや結婚の支援
（２）妊娠から出産、子育ての経済的負担の軽減

６．地域で子どもを支えあうまち
～地域における子育て支援の輪づくり～

（１）地域における子育て支援の充実
（２）地域における子どもの健全育成

計画全体に関わる重点方向

分野別重点施策

府中市の子ども・子育てにおける課題・方向性

１ ２



第2期 府中市子ども・子育て支援事業計画の重点施策

計画全体に関わる重点方向 重点施策

　妊娠から出産・子育てまで切れ目のない子育て支援をトータルサポートする拠点として、南部圏域・
北部圏域のそれぞれの地域特性にあった子育てステーションを設置し、子育て不安を抱える親に対する
相談支援や各種講座を通じた子育て世代の交流、親子のふれあい、学びの機会づくり等を展開し、安心
して子育てのできる環境をバックアップしていきます。

　ものづくり産業のまちとして、働きながら子育
てのできる環境づくりは府中市の子育て支援の中
でも重要な命題となっています。企業と行政が連
動しながら、働きながら安心して出産・子育てが
できる環境を支援することで、子どもを産み・育
てる世帯の増加と市内企業の安定した雇用の確保
につなげていきます。

　市内の子育て世帯が安心して子育てができるよう、子育て支援全般において、様々な情報ツールや情
報提供機会を通じて子育て世帯に行き届く情報発信を充実します。
　また、子育てしやすいまちとしての府中市の魅力を効果的に発信するシティプロモーションを展開
し、市外の子育て世帯の移住やUIターンを促進します。

「子育てステーション」（府中版ネウボラ）による妊娠・出産・子育ての切れ目のない
子育て相談・支援の場づくり

●市の様々な情報ツールや情報提供機会を通じた情報発信の充実
●「子育てしやすいまち」の魅力発信（シティプロモーション）

子育てに関する情報発信の充実と強化

【子育てステーションの主な機能】

「子育てステーション」（府中版ネウボラ）の体制イメージ

【南部圏域】 【北部圏域】

○子育て相談・アドバイス：子育て全般に関する悩みをワンストップでいつでも気軽に相談・アドバイスを
　　　　　　　　　　　　　受けられる場として、幅広い子育て相談の受け皿として機能します。
○子育て支援の関係機関へのコーディネート：相談内容に応じて地域の関連施設へつなぐコーディネートと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して機能します。
○子育て家庭の学びと交流・つながりづくり：子育て講座の開催や交流会の開催による子育て家庭のつなが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りを広げます。
○親子の交流の場づくり：親子で気軽に立ち寄れ、遊べる場として機能します。
○子育て世代が訪れやすい環境整備：市内の大型商業施設に設置し、誰もが訪れやすい場にします。
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地域共生型 

拠点施設 

保健師 

保育士 

母子手帳交付

地域医療
在宅医療

子育て相談
一時預かり

施設サービス
居宅サービス
通所サービス
短期入所　等

ここへ行けば
ワンストップで
何でも安心♥

府中北市民病院

相談窓口

行政サービス

地域包括支援センター
サブセンター上下

子育てステーション上下
（上下保健センター）

介護予防
生活支援
虐待防止

妊婦健診
乳幼児健診
高齢者健診

高齢者相談窓口

相談窓口

翁仁会
株式会社・NPOひか

府中地区医師会
社会福祉協議会

高齢者なんでも
相談窓口

訪問看護
訪問介護
訪問入浴子育て支援センター

保健師 

利用者支援専門員
（ネウボラ支援）

❶働きながら子育てをする親が安心して
子育てができる環境づくり ❷「教育のまち府中」の強みを子育て

支援に活かすまちづくり

❸子育て家庭と地域・情報・人を
“つなぐ”場づくり

❺誰ひとり取り残さない（すべての子どもの健康や学びの機会の確保）

❹市の少子化を抑える（子育て世代への
魅力発信・結婚支援）

＜施策テーマ＞
●市内企業に働く人への身近な保育環境の整備
●就業時間以外（休日・夜間）でも利用できる
　子育て支援の充実
●企業に対する子育ての理解と行政支援
（子育て応援企業の育成）
●産休後の女性の再就職に向けた支援

　小中一貫教育やコミュニティ・スクール等の教
育先進地である「教育のまち府中」の強みを子育
て支援にも活かしていくため、小中一貫教育の発
展、コミュニティ・スクールの深化、子どものし
つけ等を学ぶ家庭教育の充実を図ります。

＜施策テーマ＞
●小中一貫教育・コミュニティ・スクールの深　
化、家庭教育（親の子育て教育）の充実
●幼保小連携の取組みの体系化

　子育て家庭が子育て不安を解消し、安心して、
楽しく子育てができるよう、子育て家庭を地域が
支え、守る地域づくりを広げるとともに、日中に
子育て支援活動に参加できない働く親が、いつで
も、どこでも子育て情報を受けることができる情
報環境を整備し、さまざまな子育て家庭を「つな
ぐ」場をつくります。

＜施策テーマ＞
●地域と子育て家庭をつなぐ人材の活動支援
●ICTを活用した情報・人とつなぐ環境の整備
●地域の居場所づくりの充実

　市の人口減少を抑制するために、府中市の重点
課題である少子化対策に取組むため、子育てにや
さしいまちの魅力を市内外に発信し、子育て世代
の定住・転入、出産機会を拡大するとともに、若
い世代の結婚支援を進めます。

　母子家庭や生活困窮世帯等の子どもの
貧困化が社会問題となっている中、生活
支援を必要としているひとり親家庭を中
心にすべての子どもが等しく健康や学び
の機会を受けることができるよう、支援
していきます。

＜施策テーマ＞
●子育て世帯の移住・定住に関する支援
●結婚支援の充実

＜施策テーマ＞
●母子家庭や生活困窮世帯等への相談・生活・自立支援
●学びのセーフティネットの推進
●すべての子どもに対する健診体制の徹底
●関係団体との連携による児童虐待等から守る体制の強化
●広島県との共同開発による子どもの予防的支援構築事業
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第2期 府中市子ども・子育て支援事業計画の重点施策

計画全体に関わる重点方向 重点施策

　妊娠から出産・子育てまで切れ目のない子育て支援をトータルサポートする拠点として、南部圏域・
北部圏域のそれぞれの地域特性にあった子育てステーションを設置し、子育て不安を抱える親に対する
相談支援や各種講座を通じた子育て世代の交流、親子のふれあい、学びの機会づくり等を展開し、安心
して子育てのできる環境をバックアップしていきます。

　ものづくり産業のまちとして、働きながら子育
てのできる環境づくりは府中市の子育て支援の中
でも重要な命題となっています。企業と行政が連
動しながら、働きながら安心して出産・子育てが
できる環境を支援することで、子どもを産み・育
てる世帯の増加と市内企業の安定した雇用の確保
につなげていきます。

　市内の子育て世帯が安心して子育てができるよう、子育て支援全般において、様々な情報ツールや情
報提供機会を通じて子育て世帯に行き届く情報発信を充実します。
　また、子育てしやすいまちとしての府中市の魅力を効果的に発信するシティプロモーションを展開
し、市外の子育て世帯の移住やUIターンを促進します。

「子育てステーション」（府中版ネウボラ）による妊娠・出産・子育ての切れ目のない
子育て相談・支援の場づくり

●市の様々な情報ツールや情報提供機会を通じた情報発信の充実
●「子育てしやすいまち」の魅力発信（シティプロモーション）

子育てに関する情報発信の充実と強化

【子育てステーションの主な機能】

「子育てステーション」（府中版ネウボラ）の体制イメージ

【南部圏域】 【北部圏域】

○子育て相談・アドバイス：子育て全般に関する悩みをワンストップでいつでも気軽に相談・アドバイスを
　　　　　　　　　　　　　受けられる場として、幅広い子育て相談の受け皿として機能します。
○子育て支援の関係機関へのコーディネート：相談内容に応じて地域の関連施設へつなぐコーディネートと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して機能します。
○子育て家庭の学びと交流・つながりづくり：子育て講座の開催や交流会の開催による子育て家庭のつなが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りを広げます。
○親子の交流の場づくり：親子で気軽に立ち寄れ、遊べる場として機能します。
○子育て世代が訪れやすい環境整備：市内の大型商業施設に設置し、誰もが訪れやすい場にします。
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❶働きながら子育てをする親が安心して
子育てができる環境づくり ❷「教育のまち府中」の強みを子育て

支援に活かすまちづくり

❸子育て家庭と地域・情報・人を
“つなぐ”場づくり

❺誰ひとり取り残さない（すべての子どもの健康や学びの機会の確保）

❹市の少子化を抑える（子育て世代への
魅力発信・結婚支援）

＜施策テーマ＞
●市内企業に働く人への身近な保育環境の整備
●就業時間以外（休日・夜間）でも利用できる
　子育て支援の充実
●企業に対する子育ての理解と行政支援
（子育て応援企業の育成）
●産休後の女性の再就職に向けた支援

　小中一貫教育やコミュニティ・スクール等の教
育先進地である「教育のまち府中」の強みを子育
て支援にも活かしていくため、小中一貫教育の発
展、コミュニティ・スクールの深化、子どものし
つけ等を学ぶ家庭教育の充実を図ります。

＜施策テーマ＞
●小中一貫教育・コミュニティ・スクールの深　
化、家庭教育（親の子育て教育）の充実
●幼保小連携の取組みの体系化

　子育て家庭が子育て不安を解消し、安心して、
楽しく子育てができるよう、子育て家庭を地域が
支え、守る地域づくりを広げるとともに、日中に
子育て支援活動に参加できない働く親が、いつで
も、どこでも子育て情報を受けることができる情
報環境を整備し、さまざまな子育て家庭を「つな
ぐ」場をつくります。

＜施策テーマ＞
●地域と子育て家庭をつなぐ人材の活動支援
●ICTを活用した情報・人とつなぐ環境の整備
●地域の居場所づくりの充実

　市の人口減少を抑制するために、府中市の重点
課題である少子化対策に取組むため、子育てにや
さしいまちの魅力を市内外に発信し、子育て世代
の定住・転入、出産機会を拡大するとともに、若
い世代の結婚支援を進めます。

　母子家庭や生活困窮世帯等の子どもの
貧困化が社会問題となっている中、生活
支援を必要としているひとり親家庭を中
心にすべての子どもが等しく健康や学び
の機会を受けることができるよう、支援
していきます。

＜施策テーマ＞
●子育て世帯の移住・定住に関する支援
●結婚支援の充実

＜施策テーマ＞
●母子家庭や生活困窮世帯等への相談・生活・自立支援
●学びのセーフティネットの推進
●すべての子どもに対する健診体制の徹底
●関係団体との連携による児童虐待等から守る体制の強化
●広島県との共同開発による子どもの予防的支援構築事業
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基本施策１ 子どもの健やかな育ちを支えるまち
～妊娠時からの切れ目のない支援による安心・子育てのサポート～

（１）母子の健康支援
●母子健康手帳交付時の個別相談やパパママ教室、家庭訪問指導等を通じて、母子の健康支援の充実を図ります。
【主な取組み】◆母子健康手帳交付時の個別指導　◆親子等での参加イベント開催

（３）親の成長と交流の場の支援
●パパママ教室や親子のふれあい事業など、保護者が子育てについて学べる場や交流の場・機会を充実します。
【主な取組み】◆保育所(園)での保護者の保育体験　◆子育てステーションにおける交流の場
　　　　　　　◆外国人の親への支援

（２）子どもの健やかな成長と子育て不安の軽減への支援
●乳幼児健康診査などの母子保健事業を通じ、子どもの成長発達に応じた適切な医療や保健指導につなげます。
●親の育児不安などに対して安心して育児できるよう子育てステーションを核に関係機関と連携して支援します。
【主な取組み】◆すこやか育児サポート事業　◆ＩＣＴを活用した子育て支援情報の発信

（４）障害のある子どもの支援の充実
●障害の早期発見・治療、早期療育のため、乳幼児健康診査を充実し、療育が必要な子どもへ適切に支援します。
●障害のある児童が安全・安心に生活ができるように、幼稚園、保育所、学校と連携して受入れ体制を整備します。
【主な取組み】◆教育・保育施設での支援体制の充実　◆小中学校・義務教育学校での支援体制の充実

基本施策２ 子どもが豊かに学び・育つまち
～質の高い保育・教育の提供による次代を担う子どもの育成～

（１）教育環境の充実
●次代の担い手である子どもたちが個性豊かに生きる力を育むために、教育環境等の整備を進めます。
●幼・保・小の連携により、学校生活へのスムーズな移行を図ります。
【主な取組み】◆幼保小連携の推進　◆小中一貫教育の推進　◆コミュニティ・スクールの推進

（２）豊かな心づくり
●ふれあい体験など、次代を担う子どもが子育てや家庭の大切さについて学べる場を充実します。
●“こころの教育”や出前講座、木育などを開催し、子どもの豊かな心の育成を目指します。
【主な取組み】◆こころの教育　◆福祉教育　◆思春期保健対策　◆木育の推進

（３）安心して学ぶことのできる環境づくり
●児童生徒自らが心身の健康に関心を持ち、より良い将来を生きるため、健康の維持・向上に取組めるよう、たばこ・
アルコール・薬物、性や性感染症等の正しい知識を教育機関と連携して普及します。

【主な取組み】◆いじめ防止　◆適応指導教室　◆放課後児童クラブの充実

（４）次代の親へのステップ
●小・中学生や高校生等が保育所や幼稚園等を訪問することで、少子化問題や親の役割について考える機会をつくり、
子育ての大切さや楽しさを伝えます。

【主な取組み】◆保育体験活動　◆中学生への啓発　◆こころの教育

基本施策３ 子育てと仕事を両立できるまち
～働きながら安心して子育てができる環境づくり～

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進
●仕事を続けながら安心して出産、子育てができるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、育児・介護休業
法の周知及び多様な就業形態の導入等、雇用環境の整備について啓発に努めます。

【主な取組み】◆ワーク・ライフ・バランスの推進　◆多様な働き方の実現と関係法制度の広報・啓発

（２）女性の働く機会を応援する環境整備
●子育てを行う母親の心身の負担軽減に向けて取組むとともに、父親の育児参加を促進するため、有給休暇や育児休業
の取得について、市民や企業などへの啓発活動に取組みます。

【主な取組み】◆父親の育児休業取得に向けての啓発　◆病児保育事業の利用拡大　◆女性の起業・再就職支援

基本施策５ 地域で子どもを支えあうまち
～地域における子育て支援の輪づくり～

（１）地域における子育て支援の充実
●子育ての孤立化を防止し、育児不安を解消するために、子育て支援センター事業や子育てボランティアの育成、地域
の居場所づくりを通じて、地域で支えあう子育て支援の充実に取組みます。

【主な取組み】◆子育て支援センター等の地域の子育て拠点の充実　◆地域内での交流促進　◆地域の居場所づくり

（３）医療を受けやすい環境づくり
●すべての子どもたちが的確に医療を受けられるよう、医療機関、関係機関が連携し救急医療体制を充実します。
●かかりつけ医・かかりつけ歯科医を各家庭で確保するよう、啓発します。
【主な取組み】◆かかりつけ医の推進　◆救急医療体制の維持・確保　◆子どもの病気への対処についての啓発

（４）子育てにやさしい生活環境づくり（バリアフリー、住環境等）
●子育ての孤立化を防止し、育児不安を解消するために、子育て支援センター事業や子育てボランティアの育成、地域
の居場所づくりを通じて、地域で支えあう子育て支援の充実に取組みます。

【主な取組み】◆子連れでの利用に配慮したトイレの整備　◆子育て世代向けの住宅支援　◆近居・同居支援

（５）交通安全・防犯・災害対策
●子どもを事故や犯罪から守るため、危険箇所マップの情報提供や登下校時の見守り活動等を進めます。
●災害に備え平時から避難訓練等に取組むとともに、災害発生時に子育て家庭等を支援できる体制を整えます。
【主な取組み】◆地域による交通安全　◆防犯のための関係機関の連携強化　◆防災・災害時の連携・対応

（６）子どもの権利の保障（子どもの貧困対策）
●貧困の連鎖を断ち切りすべての子どもたちが将来に夢や希望をもって成長していけるよう、子どもの貧困対策を推進
し、切れ目のない支援と地域との連携強化を進めます。

【主な取組み】◆教育に対する支援　◆生活困窮者の支援（相談・就労支援・経済支援）

（２）地域における子どもの健全育成
●地域において、子どもたちが安心・安全に過ごすために、放課後子ども教室、府中市こどもの国ポムポムの充実を図
ります。

【主な取組み】◆安心して遊べる場所の確保　◆放課後子ども教室の充実　◆府中市こどもの国ポムポムの充実

基本施策４ 結婚と子育てを応援するまち
～安心して出産・子育てできる支援と結婚に向けた活動の支援～

基本施策６ 子どもの安全を守るまち
～子育てを支えるセーフティネットの環境づくり～

（１）出会いや結婚の支援
●出会いの場の創出や経済的な援助など、結婚への希望が実現できる取組みを推進します。
●結婚や子育ての喜びや楽しさ、魅力を発信し、早婚・多子化を啓発します。
【主な取組み】◆出会いの場づくりの推進　◆若者世代・子育て世代の移住・居住支援

（２）妊娠から出産、子育ての経済的負担の軽減
●子育て家庭の経済的負担を軽減することで、子どもを安心して産み、育てるまちを推進します。

【主な取組み】◆不妊治療に対する支援　◆保育料の軽減　◆各種制度の活用

（１）児童虐待の未然防止、早期発見、支援
●児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応に向け、学校機関や関係機関との連携による支援体制の構築します。

【主な取組み】◆児童虐待の予防　◆虐待の早期発見・早期支援　◆児童虐待対応に向けた連携体制強化

（２）ひとり親家庭への支援
●ひとり親家庭への相談体制の充実、経済的支援策、就労支援策等について総合的な対策に取組みます。

【主な取組み】◆ひとり親家庭の子育て・生活支援　◆経済的支援　◆就労支援
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基本施策１ 子どもの健やかな育ちを支えるまち
～妊娠時からの切れ目のない支援による安心・子育てのサポート～

（１）母子の健康支援
●母子健康手帳交付時の個別相談やパパママ教室、家庭訪問指導等を通じて、母子の健康支援の充実を図ります。
【主な取組み】◆母子健康手帳交付時の個別指導　◆親子等での参加イベント開催

（３）親の成長と交流の場の支援
●パパママ教室や親子のふれあい事業など、保護者が子育てについて学べる場や交流の場・機会を充実します。
【主な取組み】◆保育所(園)での保護者の保育体験　◆子育てステーションにおける交流の場
　　　　　　　◆外国人の親への支援

（２）子どもの健やかな成長と子育て不安の軽減への支援
●乳幼児健康診査などの母子保健事業を通じ、子どもの成長発達に応じた適切な医療や保健指導につなげます。
●親の育児不安などに対して安心して育児できるよう子育てステーションを核に関係機関と連携して支援します。
【主な取組み】◆すこやか育児サポート事業　◆ＩＣＴを活用した子育て支援情報の発信

（４）障害のある子どもの支援の充実
●障害の早期発見・治療、早期療育のため、乳幼児健康診査を充実し、療育が必要な子どもへ適切に支援します。
●障害のある児童が安全・安心に生活ができるように、幼稚園、保育所、学校と連携して受入れ体制を整備します。
【主な取組み】◆教育・保育施設での支援体制の充実　◆小中学校・義務教育学校での支援体制の充実

基本施策２ 子どもが豊かに学び・育つまち
～質の高い保育・教育の提供による次代を担う子どもの育成～

（１）教育環境の充実
●次代の担い手である子どもたちが個性豊かに生きる力を育むために、教育環境等の整備を進めます。
●幼・保・小の連携により、学校生活へのスムーズな移行を図ります。
【主な取組み】◆幼保小連携の推進　◆小中一貫教育の推進　◆コミュニティ・スクールの推進

（２）豊かな心づくり
●ふれあい体験など、次代を担う子どもが子育てや家庭の大切さについて学べる場を充実します。
●“こころの教育”や出前講座、木育などを開催し、子どもの豊かな心の育成を目指します。
【主な取組み】◆こころの教育　◆福祉教育　◆思春期保健対策　◆木育の推進

（３）安心して学ぶことのできる環境づくり
●児童生徒自らが心身の健康に関心を持ち、より良い将来を生きるため、健康の維持・向上に取組めるよう、たばこ・
アルコール・薬物、性や性感染症等の正しい知識を教育機関と連携して普及します。

【主な取組み】◆いじめ防止　◆適応指導教室　◆放課後児童クラブの充実

（４）次代の親へのステップ
●小・中学生や高校生等が保育所や幼稚園等を訪問することで、少子化問題や親の役割について考える機会をつくり、
子育ての大切さや楽しさを伝えます。

【主な取組み】◆保育体験活動　◆中学生への啓発　◆こころの教育

基本施策３ 子育てと仕事を両立できるまち
～働きながら安心して子育てができる環境づくり～

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進
●仕事を続けながら安心して出産、子育てができるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、育児・介護休業
法の周知及び多様な就業形態の導入等、雇用環境の整備について啓発に努めます。

【主な取組み】◆ワーク・ライフ・バランスの推進　◆多様な働き方の実現と関係法制度の広報・啓発

（２）女性の働く機会を応援する環境整備
●子育てを行う母親の心身の負担軽減に向けて取組むとともに、父親の育児参加を促進するため、有給休暇や育児休業
の取得について、市民や企業などへの啓発活動に取組みます。

【主な取組み】◆父親の育児休業取得に向けての啓発　◆病児保育事業の利用拡大　◆女性の起業・再就職支援

基本施策５ 地域で子どもを支えあうまち
～地域における子育て支援の輪づくり～

（１）地域における子育て支援の充実
●子育ての孤立化を防止し、育児不安を解消するために、子育て支援センター事業や子育てボランティアの育成、地域
の居場所づくりを通じて、地域で支えあう子育て支援の充実に取組みます。

【主な取組み】◆子育て支援センター等の地域の子育て拠点の充実　◆地域内での交流促進　◆地域の居場所づくり

（３）医療を受けやすい環境づくり
●すべての子どもたちが的確に医療を受けられるよう、医療機関、関係機関が連携し救急医療体制を充実します。
●かかりつけ医・かかりつけ歯科医を各家庭で確保するよう、啓発します。
【主な取組み】◆かかりつけ医の推進　◆救急医療体制の維持・確保　◆子どもの病気への対処についての啓発

（４）子育てにやさしい生活環境づくり（バリアフリー、住環境等）
●子育ての孤立化を防止し、育児不安を解消するために、子育て支援センター事業や子育てボランティアの育成、地域
の居場所づくりを通じて、地域で支えあう子育て支援の充実に取組みます。

【主な取組み】◆子連れでの利用に配慮したトイレの整備　◆子育て世代向けの住宅支援　◆近居・同居支援

（５）交通安全・防犯・災害対策
●子どもを事故や犯罪から守るため、危険箇所マップの情報提供や登下校時の見守り活動等を進めます。
●災害に備え平時から避難訓練等に取組むとともに、災害発生時に子育て家庭等を支援できる体制を整えます。
【主な取組み】◆地域による交通安全　◆防犯のための関係機関の連携強化　◆防災・災害時の連携・対応
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～安心して出産・子育てできる支援と結婚に向けた活動の支援～

基本施策６ 子どもの安全を守るまち
～子育てを支えるセーフティネットの環境づくり～

（１）出会いや結婚の支援
●出会いの場の創出や経済的な援助など、結婚への希望が実現できる取組みを推進します。
●結婚や子育ての喜びや楽しさ、魅力を発信し、早婚・多子化を啓発します。
【主な取組み】◆出会いの場づくりの推進　◆若者世代・子育て世代の移住・居住支援

（２）妊娠から出産、子育ての経済的負担の軽減
●子育て家庭の経済的負担を軽減することで、子どもを安心して産み、育てるまちを推進します。

【主な取組み】◆不妊治療に対する支援　◆保育料の軽減　◆各種制度の活用

（１）児童虐待の未然防止、早期発見、支援
●児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応に向け、学校機関や関係機関との連携による支援体制の構築します。

【主な取組み】◆児童虐待の予防　◆虐待の早期発見・早期支援　◆児童虐待対応に向けた連携体制強化

（２）ひとり親家庭への支援
●ひとり親家庭への相談体制の充実、経済的支援策、就労支援策等について総合的な対策に取組みます。

【主な取組み】◆ひとり親家庭の子育て・生活支援　◆経済的支援　◆就労支援
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子ども・子育て支援事業の実施
（１）教育・保育施設等の整備

（２）地域子育て支援事業の充実

認定区分
１号認定

２号認定

３号認定

幼稚園、認定こども園
保育所、認定こども園
（地域型保育事業）
保育所、認定こども園
地域型保育事業

満３歳以上の小学校就学前の子どもで、保育を必要としない子ども

満３歳以上の小学校就学前の子どもで、保育を必要とする子ども

満３歳未満の子どもで、保育の必要な子ども

１号認定及び２号認定【教育ニーズ】
（教育標準時間認定）

２号認定【保育ニーズ】
（保育認定：３～５歳）

３号認定（保育認定：1,2歳）

３号認定（保育認定：0歳）

実人数／年

実人数／年

実人数／年

実人数／年

単位 R2 R3 R4 R5 R6

対象となる子ども 利用できる施設

【表の見方】上段：量の見込み下段：確保方策

【表の見方】上段：量の見込み下段：確保方策

62
100
678
883
265
283
112
113

59
100
649
883
252
283
111
113

55
110
613
873
262
283
107
113

54
110
590
873
252
283
105
113

52
110
583
873
245
283
100
113

利用者支援事業

地域子育て支援拠点事業

妊婦健康診査

乳児家庭全戸訪問事業

か所

延べ人数/月
か所

延べ人数/月

延べ人数/年

延べ人数/年

延べ人数/年

延べ人数/年

実人数/年

実人数/年

実人数/年

単位 R2 R3 R4 R5 R6
2
2

2,336
4

3,222

230

80
480

6,171
7,500
2,086
7,450

286
350
376

1,080
571
615

2
2

2,298
4

3,222

230

80
480

5,831
7,500
2,022
7,450

276
350
365

1,080
556
615

2
2

2,242
4

3,222

230

80
480

5,605
7,500
1,962
7,450

267
350
354

1,080
524
615

2
2

2,162
4

3,222

230

80
480

5.535
7,500
1,908
7,450

261
350
345

1,080
498
615

養育支援訪問事業・
要保護児童対策地域協議会

機能強化事業

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

ファミリー・サポート事業
（子育て援助活動支援事業）

一時預かり事業
（幼稚園在園者対象）

一時預かり事業
（在園児対応型以外）

放課後児童クラブ
（放課後児童健全育成事業）

延長保育事業
（時間外保育事業）

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

病児・病後児保育事業

実費徴収に係る補足給付を行う事業 新制度に移行していない幼稚園の副食費徴収に関する支援を行います。
事業として実施予定はありませんが、今後国から示される事業の詳細等を踏まえ、
状況に応じて事業実施を検討します。

3
3

2,370
4

3,222
 

230

80
480

6,450
7,500
2,138
7,450

295
350
388

1,080
588
615

地域も家庭も企業もつながる　オール府中の子育て
【概要版】

発行年月：令和２年３月　　府中市　健康福祉部　女性こども課
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	府中市子ども子育て支援事業計画_概要版.pdf

