
少子化克服戦略会議 平成30年４月４日

子どもと子育て世代のために

自治体が努めていること

求められていること

～三鷹市の事例からの考察～

三鷹市長 清原 慶子
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資料１



全国市長会における主な活動・提言内容（少子化対策・子育て支援関係）
活動 提言内容

Ｈ26
～
H27

少子化対策・子育て支援に関する研究会
（Ｈ26.7～H27.5）

・都市自治体における子育て支援や若年層の増加に向けた取組について
調査、研究を行うため設置
・「報告書」及び「少子化対策・子育て支援に関する特別提言」
を取りまとめ

「少子化対策・子育て支援に関する特別提言－医療・教育はナ
ショナルミニマムとして国が取り組むべきー」(H27.5.26)

・少子化対策のための国の統合的な骨太の指針を示すこと
・医療・教育はナショナルミニマムとして国が責任を持つこと
・子どもたちが将来に健全な夢をもつためのライフ・デザイン教育を推進すること
・子どもの貧困対策を総合的に推進すること
・一人ひとりのライフサイクル環境の整備を促進すること 等

H27
～
H28

人口減少社会における多世代交流・共生のまちづく りに関す
る研究会（H27.7～H28.5）
・地域に対する誇りを持って多世代が交流し、あるいは 共に活動
する事業、そのための環境整備について、現状と今後のあり方に
ついて調査研究を行うため設置
・「多世代交流・共生のまちづくりに関する提言」を取りまとめ

「多世代交流・共生のまちづくりに関する提言」(H28.5.23)

・人口減少社会における多世代交流・共生のビジョンを提示すること
・多世代交流・共生のための総合的なサービス提供の仕組みをつくること
～子育ての時期と親の介護の時期が重なる「ダブルケア」の問題などが顕在化
しているため、「高齢者」「児童」といった分野を問わない包括的な福祉施策
や、地域の実情を考慮した総合的なサービス提供の創設 等

「待機児童解消に向けた緊急提言」
（H28.4.27、H28.5.23)

・厚生労働省と内閣府に対し、都市自治体の待機児童解消に向けた取組が一層
推進されるよう、積極的な措置を講じるよう要望
・保育人材の確保、保育の受け皿確保、子育てしやすい働き方の環境整備等

H29

子ども・子育てフォーラム（H29.11.16）

・子ども・子育て支援施策の充実について、国と問題意識を共有
し、解決に向けた決意を示す機会とするため開催
・「子どもたちのための緊急アピール」を採択

「子どもたちのための緊急アピール」（H29.11.16）

①消費税・地方消費税率10％への引上げによる必要な財源の確実な確保
②幼児教育・保育の無償化等の具体化に向け、地方との十分な協議と必要
な地方財源の確保
③子ども医療費に係る全国一律の保障制度の創設及び国保の減額調整措
置の全面廃止
④子どもの貧困対策の強化
⑤児童虐待防止対策及び支援施策を強化するための一層の支援措置

その他の活動
女性市長による未来に向けた政策懇談会（H28.9～H29.4）

・社会的にも女性の活躍が期待されている中、女性市区長が集まり、都市自治体をとりまく政策課題について積極的に意見交換



◆少子長寿化の進展のなかで
暮らしの基盤である地域社会の＜持続可能性＞の確保

◆住民本位の地方自治の実現に向けて、地域生活の各分野での
住民と行政との相互信頼に基づく＜市民参加と協働＞の推進

◆多様な主体、多様な世代の、多様な機会での＜交流と自己実現＞

基礎自治体が進める政策については
子育てをする「おとなの視点」だけではなく

「子どもの視点」にも立って
「民学産公官の協働」で構想し、その実現を目指す

基礎自治体が直面している課題
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三鷹市の位置と概況

・市制施行日：昭和２５（1950）年11月3日
・面積：16.42㎢
・人口：186,299人（2018年３月1日）
・世帯： 92,862世帯（2018年３月1日）
・勤労者が多く居住する住宅都市
・副都心新宿からJR中央線で15分
・地方交付税の不交付団体
・予算規模：約1.１0０億円（一般会計及び特別会計）
・平均寿命が長く高齢者の独居や二人暮らしが多い
・近年ファミリー層が増加傾向

都立井の頭恩賜公園

三鷹の森ジブリ美術館



三鷹市政の特徴
★1956年：日本初０歳児保育開始

◇1973年：日本初公共下水道整備100％達成

◇1973年：日本初住民協議会による

コミュニティセンター運営

◇1984年：日本初光ﾌｧｲﾊﾞｰ網利用

情報通信ネットワーク実験

◇1997年：「SOHO CITY みたか構想」

★2001年：日本初株式会社への委託による

公設民営保育開始

◇2004年：世界テレポート連合情報都市づくり世界トップ１

◇2006年：『自治基本条例』『男女平等参画条例』施行

★2006年：コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育開始
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主権者である市民の信託に基づく三

鷹市政は、参加と協働を基本とし、市
民のために行われるものでなければな
らない。市民にとって最も身近な政府
である三鷹市は、市民の期待に応え、
市民のためのまちづくりを進めるとと
もに、まちづくりを担う多くの人々が、
参加し、助け合い、そして共に責任を
担い合う協働のまちづくりを進めるこ
とを基調とし、魅力と個性のあふれる
まち三鷹を創ることを目指すものであ
る

三鷹市自治基本条例 前文
平成18（2006）年4月施行
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多様なグループ・団体と市が、

自治に関わる地域の目標を共有し、

それぞれの役割分担を明確にし、

対等の立場で相互協力をしながら、

それぞれの特性を最大限発揮し、

その実現のために共に汗をかき、

評価や改善も共に行っていくこと

協働とは？



１．妊娠期からの切れ目のない子育て支援の推進

２．子育てにおける男女平等参画の推進と

働き方改革と起業・創業支援

３．多様な子育て支援の担い手の活躍

４．求められる施策の方向性

本報告の視点・論点
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これまでの母子保健事業の課題

①多様なニーズ・背景…妊婦の高年齢化・経済的課題など
・35歳以上の妊婦54.1％（40歳以上の妊婦6.7％）

・20歳以下の若年妊婦は少ないが、特定妊婦の支援要因の一位は経済的困窮

②地域で出産する不安…身近に相談する人がいない
・妊婦の21.4％は里帰りで出産する

・里帰り期間が長く、生後28日までの新生児訪問利用者は8.4％

③行政サービスの希薄な妊娠期と産後直後…行政支援の遅れ
・医療機関や子ども家庭支援センター等関係機関からのアプローチを開始

・ハイリスクアプローチが中心となり、後追いの支援となりがち。

④子育て支援部門との連携不足…部署毎の情報発信、サービス提供

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援施策が必要 8

１．妊娠期からの切れ目のない子育て支援の推進



ゆりかご面接

１．妊娠中から、赤ちゃんを迎
える家族が健康で安心して過ご
し赤ちゃんの誕生をイメージす
ることができる

・母子健康手帳の交付
・妊婦健診
・母親学級/両親学級
・プレママパパの講習会
・乳幼児健康相談
・訪問
・面接
・電話相談

２．地域の子育てサポートを知
り、自分に合ったサービスの活
用ができる
・出生届等の手続き
・育児支援ヘルパー
・一時保育
・ファミリー･サポート
・新生児訪問事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・利用者支援事業
・乳幼児健康診査
・予防接種
・マタニティ・ヨガ
・ほのぼのネット

３．子育てについて学んだり、
交流したり、相談できる

・ひろば事業
・保育園地域開放事業
・育児相談・育児講座
・プレママ･プレパパ
散歩等
・おでかけマップ・広報
・子育てねっと等子育て
情報
・利用者支援事業
・育メンスタート講座
・子育てワークショップ

案
内 ・プロジェクトの案内

・支援プランの作成
平成28年度から

相
談

ウェルカム ベビー プロジェクト みたかの展開

9



妊婦全員対象「ゆりかご面接」

• 受付：電話での予約制（当日可）

• 場所：総合保健センター 時間：約１時間

• 平成28年度は年度内に出産予定日だった方の83.6％に実施

• 方法：保健師・助産師・看護師が妊娠届出書、アンケート、面接シートに
基づき対話して、適切な情報提供や必要に応じて支援プランを作成

・ 目的：妊娠中の不安の軽減・産後うつや虐待防止

上の子のために、
おもちゃや本を
用意しています

個室で、
ゆっくり

お話を聞きます

面接を受け
た方には、
「こども商品券」を
１万円分贈呈！
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ゆりかご面接の実績と効果
○新生児訪問率 6.6％アップ

○日本版エジンバラ産後うつスケール 高得点者2.2％減

○相談できる場所を妊婦さんへ周知できた効果として

・妊婦の電話相談・指導件数 平成27年度184件から 957件へ激増

・妊婦の面接件数 平成27年度 25件から1,594件へ激増

・訪問件数 平成27年度 49件から 257件へ 激増

○特定妊婦（特に支援が必要とされる妊婦） 平成27年度18人から27人へ増加

→妊娠初期から保健師との関係ができ、支援がしやすくなった。

○地域サロン等の地域独自の情報を情報提供でき、妊娠期から地域に関心を寄

せてもらえるようになった。

○「みたか子育てねっと（HP）」「子育てガイド（冊子）」「ゆりかご・スマイル（アプリ）」

等を活用し、市のサービス情報を積極的に発信

ゆりかご面接を通して、総合保健センターに地域と連携する際の情報
が集まるようになり、重層的な支援体制ができた 11



12

乳幼児を育てる保護者にとって気が抜けない予防接種の管理



三鷹市母子保健サービス＜頻度の高い乳幼児健康診査による支援＞

１歳６か月健診

内科（医療機関）

歯科（保健セン

ター）

３歳健診
（保健セン

ター）

就学時健診

（教育委員会）

学 校

経過観察健診
(保健センター）

発達健診

（保健センター）

精密健康診査

（医療機関）
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出
生

１か月健診

（医療機関）

３～４か月健診（保健
センター）

６～７か月健診

９～10か月健診

（医療機関）



「子育てガイド」と「ゆりかごスマイル」

市内の出産・
子育て情報を１冊に

まとめています

アプリで予防接種等の
スケジュール管理等
ができます

多様なツールで、必要な情報を正確かつわかりやすく発信！ 14



平成29年度OPEN！
三鷹中央防災公園・元気創造プラザ

２階 総合保健センター

１階 子ども発達支援センター

子育て世代包括支援センター機能の中核施設
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ゆりかごプラス（産後ケア）の開始

◆目的：母親の身体的な回復と心理的な安定を促し、母親自身の

セルフケア能力を高める。

◆対象者：産後うつを発症しやすい産後４か月頃までの産婦と

乳児のうち、家族親族等から十分な支援が受けられない人
＜日本版エジンバラ産後うつ自己評価票回収結果：支援が必要な母親約1割＞

◆産後のサポートなしは約1割、約6割が里帰りせず自宅で過ごす

◆ケア内容：母親の心身のケア・適切な授乳ができるためのケア

・育児手技についての具体的な指導及び相談等

◆小児科医、専門職の支援 ◆午前１０時～午後４時まで
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３つの基本目標
基本目標１
子どもたちの健やかな育ちの支援やライフ・ワーク・バランスの実現による、
「親の妊娠期から出産・子育て期の希望を叶えるまちづくり」

基本目標２
コミュニティの創生による、「市民がともに支え合い、健康で心ゆたかに生
活できるまちづくり」

基本目標３
民学産公の協働を通じた地域の活性化による、「持続可能な都市の実現」

三鷹市まち・ひと・しごと創生総合戦略
平成２８（2016）年3月策定
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２．子育てにおける男女平等参画の推進と
働き方改革と起業・創業支援



◇平成22年（2010年）３月： 厚生労働省『平成21年度仕事と生活の調和宣
言都市』（全国７自治体）
◇平成28年（2016年）10月： 『三鷹市 生活と仕事の調和推進宣言』

（１）市内企業（従業員５人以上）のライフ・ワーク・バランス等に関する実態調査

対象 1,853社 回収 604社 【平成28年度実施】

（２）モデル企業９社の働き方改革を支援【平成29年度実施】

ア 企業訪問支援：三鷹市の働き方改革アドバイザー 渥美 由喜さんの助言のもと、
地域の社会保険労務士が、各企業を2人1組５回ずつ訪問

イ 働き方改革モデル企業取組事例発表会
【平成30年3月26日実施】
東京電工㈱ ㈱井関製本 ㈱文伸 ユメックス㈱
(有)佐藤清運 ㈱まちづくり三鷹
(有)ティアーズコンピュータ NPO法人グレースケア機構

総合戦略に基づく 平成28・29年度の取り組み
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(３)ライフワークバランス推進のための講座（平成30年3月4日）
～市民企画員との協働による取り組み～【平成29年度】

第１部 『育児は仕事の役に立つ「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ』
浜屋祐子さん

第２部 「パパの働き方が社会を変える」
吉田大樹さん

子どもたちは、保護者だけでなく地域に見守られている
・「ライフ・ワーク・バランス」と「男女平等参画」の視点
・祖父母世代の「育じい」「育ばあ」も活躍する多世代参加によって、
「子ども子育て支援のまちづくり」を進める視点

◆参考配布資料：男女平等参画啓発誌”Shall We？”vol.66

市民編集委員による
特集：ちゃんと向き合おう！出産をめぐる人生の選択

総合戦略に基づく 平成28・29年度の取り組み
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(４)20年前からの 「SOHO CITY みたか」の推進、起業支援・創業支援の実績

を踏まえつつ、子育て中の市民のライフスタイルに合わせた起業を支援

「ファブスペース」における機器及び販売場所の整備、活動のPR

【平成28・29年度】 利用実績 新規入会者 113人（H28）、 84人（H29）

延見学者数 1,102人（H28）、1,176人（H29）

「ファブコンテスト」も市、商工会、（株）まちづくり三鷹で共催

外 観 電子刺繍ミシン レンタルボックス

総合戦略に基づく 平成28・29年度の取り組み
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◇両親学級
◆育メンスタート講座：三鷹市助産師会との協働

生後1，2か月の子どものいる父親対象
講話とグループワーク

◇３menパパの子育て法：「イケメン・育メン・域メン」
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父親の育児参加を支援する事業→まだまだ参加者は少数

講座名 実施日 定員（組）
申し込み数

（組）

参加数（人）

大人
子ど
も

合計

29年度

パパと親子体操
6月3日 15 15 12 13 25

11月18
日

15 21 14 14 28

「育メン」スタート講座①
7月1日 10 9 9 9
9月9日 10 9 9 9 18

「育メン」スタート講座②
1月13日 10 18 14 14

2月24日 10 18 16 15 35

ワークショップ「３ｍｅｎパパ
の子育て法」

1月27日 15 17 14 16 30



保育園

“のびのびひろば”
子ども家庭支援センター

親子ひろば事業者

“すくすくひろば”
子ども家庭支援センター

¦¦

みたかファミリー・サポート・
センター

民生・児童委員

総合保健
センター

学童保育所

児童養護施設病児保育
事業者

東西多世代交流
センター（児童館）

子ども育成課

子ども発達
支援センター

３．多様な子育て支援の担い手の活躍
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妊婦・子育て家庭




