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内閣府委託調査 

地方版子ども・子育て会議の取組(市町村子ども・子育て支援事業計画)事例調査 

市区町村事例ヒアリング結果 

【東京都 世田谷区】 
 

担当部署：子ども・若者部 

子ども育成推進課 

連絡先：03-5432-2528 

 

１．子ども・子育て会議の進め方（工夫していること） 

①平成 27 年度以降の委員会・委員構成と委員数（特徴、委員構成上の工夫など）につい

て（予定可） 

・委員１９人（うち、学識経験者８人、事業者・団体６人、区民・公募区民５人） 
・委員構成は大きく変えてはいないが、今年度から、未就学児の子育て当事者に加えて、小学生の親
も公募委員に加えた。 

②平成 27 年度の本会議の開催予定数、会議の方針・テーマについて 

平成 27 年度開催予定回数：４回 
会議の方針とテーマ： 
・子ども・子育て支援法に規定する保育・幼児教育施設の開設等に伴い、区が実施する「確認」に際
し、利用定員についての意見聴取を行うほか、「子ども・子育て支援事業計画」とこれを内包する「世
田谷区子ども計画（第２期）」についての進捗管理、評価、検証を行う。 

・また、子ども計画（第２期）に基づき新たに展開する施策について、具体的な取組み手法・体制づ
くりの検討に当たり、会議委員からの意見を伺う。（外遊びの推進、切れ目のない支援、障害者等
保育に関する検討等） 

③本会議を効率的・効果的に進めるために、工夫していること 

・27 年度より新たに就任していただいた委員について、事前に区の状況、計画、新制度等についての
簡単な説明会を実施した。 

・平成 27 年度から、本会議の下部に部会（外遊び検討委員会）を設置するとともに、別途個別の
検 討会２つ（妊娠 期から子育 て家 庭を支 える切れ目のない支援 検 討 委 員会・障 害 児等 保 育 検
討委員会）を立ち上げ、個別課題に専門的な知見を有する方を委員とした。具体的な議論につい
てはそれらの会議 体において実施 し、一定 程 度まとまった検討 結果を本 会 議に報告 して、様々な立
場からの意見を伺う仕組みとした。 

・「外遊び検討委員会」と「妊娠期から子育て家庭を支える切れ目のない支援検討委員会」は、子ど
も計画の重点施策に関わる事項を審議するために設置。 

・「障害児等保育検討委員会」は子ども・子育て支援法に加え、平成 28 年度施行の「障害者差別
解消法」を踏まえて設置。 

・子育て支援団体が中心となって地域で子育て支援を行っている区民や団体に呼びかけ、区民版子
ども・子育て会議を立ち上げている。月１回の頻度で開催され、毎回様々なテーマを基に参加者同
士で議論し、情報共有を図るかたちで進められている。区も積極的に関わり、会場の場所の確保など
の面で支援するとともに会議に参加し、計画策定等の参考とした。 
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④本会議を運営するに当たっての課題について 

・25、26 年度の 2 年間については、主たる議題が支援事業計画の策定に対して意見を伺うことで、
保育・幼児教育や地域子ども・子育て支援事業に精通した方々で委員を構成しており、27 年度以
降も、評価・検証・中間見直しに向けた議論が必要なことから、委員構成に大きな変更はない。 

・区は支援事業計画を内包する子ども計画（第２期）を策定し、総合的に子ども・子育て施策を展
開することとしており、会議体には、子ども計画（第２期）全体の評価・検証の役割もある。子ども・
子育て施策の範囲は広く、どこまで専門的な議論・検討を議題とするか、整理・手法構築が必要で
ある。 

 ⇒ 上記③の２段落目のとおり、別途会議体において具体的な議論・検討を行いつつ、子・子会議
にもご意見を伺うという手法で課題への対応を図る。 

２．子ども・子育て支援に関するニーズ把握（住民の意向把握）について 

①独自の調査の実施（対象者、調査項目、調査方法等）と活かし方 

・質問は世田谷区独自で追加。子ども会議で出されたいろいろな意見から絞って選んだ。 
・それ以外に保育サービス利用者、ひとり親家庭、小学生、中高生世代対象の 4 調査を行い、それぞ
れ所管課が調査結果を分析し、計画策定に活用した。 

・調査は以下の 5 種類を実施 
・「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査」 
－０～9 歳の児童保護者各年齢 1,000 人を対象。就学前児童は 61.4%、就学児童は 46.4%
の回収率。 

・「保育サービス利用者アンケート」 
－保育ママ・家庭的保育事業利用者は全員、その他の保育施設等利用者は年齢別・施設別に無
作為抽出。施設から対象者へ手渡しで配布し、郵送で回収。回収率は 65.9%。 

・「ひとり親家庭アンケート」 
－児童育成手当受給世帯のうち、申請理由が離婚・死亡・生死不明・遺棄・未婚・保護命令の世
帯を抽出。郵送で配布・回収し、回収率は 38.1%。 

・「小学生対象アンケート」 
－区立小学校の児童、1 学年約 500 人。低学年 5 校、高学年 5 校を抽出。学校を通じて配布
回収。回収率 97.9%。 

・「中高生世代対象アンケート」 
－12～17 歳の子ども 6,000 人（各年齢 1,000 人を無作為抽出）が対象。郵送による配布・回
収。回収率は 24.0% 

・以下の意見交換等を実施 
・区民版子ども・子育て会議での意見交換を平成 26 年度は 11 回開催し、意見を計画策定等の
参考とした。 

・一般区民を対象として、「子ども計画シンポジウム」を開催。 
・事業者・子育て支援者・子育て活動団体を対象に事業計画の素案配布や意見交換を実施。 
・児童館長・区立幼稚園長・区立認可保育所長・区立小学校長・中学校長を対象に事業計画素
案配布や意見交換を実施。 

・その他、一昨年から、妊娠届出時に渡している「母と子の保健バッグ」（母子健康手帳と妊婦健康
診査の受診表、子育て応援ブック、せたがや子育て応援アプリちらしなどが入ったもの）にハガキアンケ
ートを入れて、保育ニーズの変化の把握に努めている。 
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②平成 27 年度以降に予定しているニーズ把握手法や住民の意向・意見収集等について 

・平成 25 年度より実施している「子ども施策に関するアンケート」の継続実施。 
（一昨年から、妊娠届出時に渡している母子保健バックにハガキアンケートを入れて実施している。主と
して保育ニーズの変化を把握するために行っている。） 

③ニーズ把握や住民の意向把握における課題について 

・次世代育成支援対策行動計画、同後期計画、子ども・子育て支援事業計画の策定期にあわせ、
５ヵ年に１回ニーズ調査を実施しており、おそらく５年後に実施することとなる。しかしながら、社会・経
済状況の変容にも大きく左右される保育ニーズがその間に変容することも考えられる。 

 ⇒上記の「子ども施策に関するアンケート」の経年変化を確認することで、特に新規保育ニーズに結び
つく、子どもを生む・生んだ人のニーズを確認する。 

３．事業計画について 

①計画の（位置づけ・基本理念・目標などにおける）特徴について 

・「世田谷 区子ども計 画」は、「世田谷 区子ども条例」の推進 計画として策定した計画で、子 ども・子
育て支援事業計画と次 世代育成支援対策行動計画を内包する。子ども・子育て支 援事業計画
単独ではなく、「世田谷区子ども計画」としての理念や目指すべき姿（子どもがいきいきわくわく育つま
ち）がある。 

・計画の対象として、39 歳までの若者を入れているのが特徴。若者支援については、平成 25 年に担
当所管を設置し具体的支援を実施。大別すると元気な若者と生きづらさを感じている若者の支援が
中心。 

○計画策定に当たっての検討の視点は以下の４点 
・当事者の参加・参画の推進 
・地域で包括的に支える仕組みの構築 
・若者期を見据えた子育ち支援 
・区が果たすべき責任と役割 

②子ども・子育て支援新制度全般についての推進体制の工夫・方法について 

・①にあるとおり区では子ども計画（第２期）の中で、今後の若者施策についても示している。計画の
策定に先立ち、平成 25 年度には子ども部内に若者支援担当課を設置、26 年度には部の名称を
子ども・若者部と改め、子ども・若者にかかる施策に総合的に取り組む体制をつくった。 

・評価・検証・推進に当たり、子ども施策については「世田谷区子ども・子育て会議」で、若者施策につ
いては「子ども・青少年協議会」で審議を行う。 

③計画や事業等の広報や周知方法について 

・子ども・子育て支援に携わる区民・団体・事業者に対して計画書を配布するとともに、ひろば、ファミサ
ポのスタッフに対する研修等の中で、計画について理解してもらうための講義時間を組みこんでいる。 

・子育て応援アプリを活用した情報発信 

④事業計画における課題について 
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４．子ども・子育て支援の具体的内容について 

①教育・保育の提供体制に関し、認定こども園の普及も含めて、基本的な考え方や計画の

具体的な内容について（幼・保・小の連携の推進についての考え方や取組方針について） 

（保育の質を支える仕組み） 
○指導・監督や巡回指導相談を通じて、各保育施設において専門的な知識・技術を身につけるとと
もに、地域の保育施設間のネットワークを強化することにより、質の向上をはかる。 
 ・巡回指導相談の拡充 
 ・指導・監督体制の強化 
 ・保育施設間ネットワークの強化 
 ・保育の質のガイドラインの活用 
（区立幼稚園の用途転換等による認定こども園推進に向けた取り組み） 
・区立幼稚園は、用途転換し、認定こども園化を中心に考えている。 
・私立幼稚園は区民ニーズも高く、現時点での認定こども園化への動きはみえない。 
・世田谷区 としては、幼稚園は需要 量見込みを満たす確保 がされているので、待機 児童数が多 い現
状から、認可保育所を中心に保育の確保に努めていく方針。 
（ゼロ歳児保育に関する世田谷区の考え方） 
・０歳児については、需要量見込みを下回る確保の内容とした一方で、１・２歳については需要量見
込みを大きく上回る確保の内容としている。これは、保育所等の整備に当たり、０歳だけの保育所や 0
歳の定員を下回る 1 歳の定員の保育所を整備することが現実的でないことから、このような確保の内
容となっている。 

②妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援についての基本的考え方や方策について 

・子ども計 画 （第２期）の重 点 政 策 １として「妊 娠 期 からの切 れ目のない支 援・虐 待 予 防」を位 置
付けている。 
 ＜関連施策＞ 
○喜びと楽しさを感じられる子育てを、身近は場から支えていきます 
 ・子育て中の親子の身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 
 ・就学後の子どもをもつ親が気軽につどえる場や機会の充実 
 ・親がリフレッシュできる場・機会の充実 
○子育て家庭に潜在しているニーズの把握に努めるとともに、ニーズや状況の変化に合わせ、切れ目な
く支えていきます 
・養育困難家庭・要保護児童の早期支援の充実 
・継続支援・生活支援の仕組みの充実 
・子どもと親のこころと体の健康づくり 

③子ども・子育て支援に関する理念や子育て支援施策の基本的考え方を示す条例や指針の

有無と、その内容について。 

・「世田谷区子ども条例」（平成１３年１２月公布、平成１４年４月施行）。 
世田谷区は、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、すべての世田谷区民
が力を合わせ、子どもが健やかに育つことのできるまちをつくることを掲げ、「世田谷区子ども条例」を制
定した。本条例で掲げる理念を実現するための推進計画として、「世田谷区子ども計画」（17～26
年度）「同後期計画」（22～26 年度）「同計画第 2 期」（27～36 年度）を策定している。なお、
「世田谷区子ども計画」は、支援事業計画及び次世代育成支援行動計画を内包するもの。 

・「子ども・子育て応援都市宣言」（平成２７年３月３日） 
地域全体で子どもの健やかな育ちや子育て家庭を支えていくことの地域理解の促進を含め、区として
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今後のまちづくりの基本姿勢を内外に向けて発信することを目的として実施。 
・「世田谷区保育の質ガイドライン」（平成 27 年 3 月） 
本ガイドラインは、国が定める保育所保育指針等に基づき、区の考える「子どもを中心とした保育」を
実践するために作成したもの。同時に、「世田谷区子ども計画（第２期）」で掲げる「保育・幼児教
育の充実」に向けた取組の１つとなるものであり、区の上位計画である「世田谷区基本計画」とも整
合を図り、今後の保育を取り巻く環境や状況の変化に合わせ、絶えず更新していくこととしている。 
「子どもを中心とした保育」を実践するための基本的な指針として、行政や事業者の責任、役割を定
めるとともに、保護者の参加・参画の推進や地域資源を活用した包括的な支援の仕組みの構築 に
よる保育の質の向上を目的として策定された。ガイドラインの活用により、保護者、事業者、区民と共
通理解（世田谷区保育 理念や世田 谷区保育方 針等）を深め、ともに保育の質の向上に取り組
む。 
具体的には、区が保育指針の中でも特に大切にしてもらいたい保育への想いや項目を例示している。
項目は以下のとおり。 

1．子どもの権利 
２．職員に求められる資質 
３．保育環境 
４．保育内容（生活と遊びの中の教育・食育・健康） 
５．安全管理 
６．保護者支援・地域の子育て支援 
７．運営体制 

④地域子ども・子育て支援事業（13 事業）について（特に自治体の特徴や課題解決に当た

って力をいれている事業について、特色や地域課題の解決への生かし方など） 

・利用者支援事業 
 子ども家庭支援センター・ひろばの一部で実施予定。児童館子育て支援館を含めた３ヶ所を柱とし
て地域の関係機関との連携をはかる。 
 （その他の児童館、地域包括ケアシステムの中でも保育や子育て等に関する相談や支援を実施） 

⑤自治体独自に実施する事業（13 事業以外）について。 

・産後ケア事業 
出産後から産後４ヶ月未満までの、育児不安や体調不良があり家族・親族から支援を受けられない
母子を対象 にショートステイやデイケアで母子のケアや授乳指 導・沐浴 指 導・育児 相 談が受けられる
事業。 

・プレーパーク 
・せたがや子育て応援アプリ 
新制度の利用者支援の先取りとして、26 年 10 月から、「せたがや子育て応援アプリ」をスマートフォン
用アプリとして公開した。妊娠期から就学前の子 育て家庭を対象に、世田谷区の子 育て支援情 報
や保育施設の空き情報、乳幼児の健康診断・予防接種のお知らせ等の提供や、幼稚園・保育所
を現在地からの距離等 の条件から検索する機能等を備えている（施 設マップ、子 育て支援ナビゲー
ション、教育・保育サービス施設検索、検診の時期の自動通知、施設空き情報検索、イベント一覧、
緊急時に必要な病院等の情報検索）。 

⑥子育て支援の具体的な内容に関する課題について 
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５．事業の点検・評価･見直しの仕組みについて（今後の支援事業計画見直しに

当たって） 

①評価・見直しに対する考え方（着眼点・活かし方） 

（保育・幼児教育施設・事業） 
・事業計画と実態の乖離（利用者数・申請者数等）、最新の人口動向を反映した人口推計、ニー
ズの変容の３点が見直しのポイント 

・中間年の見直しについては、27 年度の利用実態や人口推計、妊産婦へのアンケートによるニーズの
変容等を踏まえ、見直しが必要か否かを検討していく。 

②評価指標の有無とその内容・方法（根拠）について 

・支援事業計画でなく子ども計画として評価指標を設けている。  
（子どもの指標） 
・自分のことを好きだと思う子どもの割合、住んでいる地域のために自分の力を役立てたいと思う子どもの
割合 

（保護者の指標） 
・子育てを楽しいと感じる保護者の割合、子育てしやすい環境だと感じる保護者の割合 

③評価の体制（内部評価、外部評価など）について 

・評価・検証・推進に当たり、子ども施策については「世田谷区子ども・子育て会議」で、若者施策につ
いては「子ども・青少年協議会」で審議を行う。  

④これまでの取り組みにおける成果（地域が変わってきたこと等） 

・「区民版子ども・子育て会議」の定期的な開催による、自主性・主体性をもった子ども・子育て支援
への意識醸成（元々、地域の支援者の方々の意識は高いが。） 

⑤事業の点検・評価・見直しに関する課題について 

・人口推計との乖離。特に０歳児の推計が困難。 
・待機児童が多いにも関わらず、世田谷区で子どもを生み・育てたい方が増えている。 

６．都道府県や関係機関との連携について  

①都道府県の支援体制やバックアップの現状、及び今後期待する支援等について 

（子育て支援員制度について） 
・既存の研修システムとの整合性や採用基準などの調整や、詳細設計を詰めてから実施してほしい 

②関係機関・団体との連携状況と、連携における工夫・配慮などについて 

・若者施策（生きづらさを抱えた若者の支援）に関しては、関係機関等と連携して展開していることは
特徴的。 

・子ども・子育て支援施策に関しては、要対協、児童館、児童館子育て支援館、利用者支援事業
等が中心となって、必要な情報・課題の共有に努め、地域で切れ目なく支えていく体制の構築を進め
ている。 

・地域包括ケアシステム 
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７．今後に向けて 

①子ども・子育て支援施策を推進する中で、財源を捻出するための工夫や、最も重要な課

題とその解決に当たっての方向性について 

②子ども・子育て支援施策を推進するに当たり、特に気をつけている点、配慮している点。

振り返ってみての苦労や工夫したこと 

③国への提言、あるいは期待すること 

・特区、分権など 
例：産後ケアセンターの法的位置づけ、都市公園内における保育施設整備、空き家活用（シェアハウス

が寄宿舎とされる）、保育施設土地利用（相続・固定資産税の減免）等にかかる制度改革・権
限移譲
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＜自治体の特徴（基本情報）＞ 

都道府県名： 東京都 
市区町村名： 世田谷区 

ご記入者部署：子ども・若者部 子ども育成推進課 
ご記入者名： 

① 人口（2015 年５月１日）      863,497 人 
② 面積      58.05㎢ 
③ 未就学児童数（4/1 0-5 人口）      43,662 人 
④ 機児童数 
 

2014 年 10 月時点      人 
2015 年 4 月時点      1,182 人 

⑤ 出生数 平成 25 年：7,731 人 平成 26 年：7,968 人 

⑥ 合計特殊出生率 平成 25 年：1.04   平成 26 年度： 

⑦ 人口流出入数 平成 25 年：流入 66,148 人 流出 59,575 人 

平成 26 年：流入 65,162 人 流出 59,465 人 

⑧保育園・幼稚園・認定こどもの設置状況 
（2015 年 4 月時点） 

保育園：公立５０（内１）件、私立８０（内１８）件 

認定こども園：計 ４件（公立 ０件、私立 ４件） 

(幼保連携型 ２件、幼稚園型 １件、保育所型 ０件、 

地方裁量型 １件) 

幼稚園：公立 ９件、私立 ５５件 

⑨子ども・子育てを巡る自治体の特徴 子育て世代の就業状況、慣習、社会・文化的背景など 

 

 

⑩子ども・子育て支援関連予算額（※） 平成 26 年度：  42,158 百万円 

平成 27 年度：  46,052 百万円 

⑪子ども・子育て施策を進めるための庁内
組織について 

庁内組織数：  件 

（組織名称） 

・ 

・ 

・ 

※庁内横断組織をもつ場合は、参画する部署名： 

 

 

地方版子ども・子育て会議運営の予算額： 

平成 26 年度 1,720 千円 

          平成 27 年度 1,019 千円 

 

（※）子ども・子育て支援関連予算額については、基本的には新制度に関連する幼稚園、保育所、認定こど

も園に係る給付費及び地域子ども・子育て支援事業に係る予算額の総額を念頭においていますが、貴市

区町村において整理されている既存の額を記載していただければ充分です。 
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＜子ども子育て支援事業について＞ 

① 地域子ども・子育て支援事業（１３事業）について（子ども・子育て支援法５９条） 

 
事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成３１年度の見込み量と 
今後の方向性 

① 利用者支援事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

子ども家庭支援センター５ヶ所 

 

基本型： １⇒６箇所  

特定型： ５⇒５箇所 

母子保健型：  箇所 検討中 

今後の方向性： 

 

 

② 地域子育て支援拠点事業 

  箇所、延べ利用者数  人 

 26 末 41 箇所（15＋26） 

 （国庫＋都補助） 

 25 末 245,403 人日 

一般型：  箇所、延べ利用者数  

人 

連携型:  箇所、延べ利用者数  

人 

今後の方向性： 

 52 箇所（31＋21） 

 

③ 妊婦健康診査 

延べ受診者数：  8,940 人（25） 延べ受診者数：  人 

今後の方向性： 

現在体制の維持 

 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

訪問世帯数：7,675 件(対象世帯の 95%） 訪問世帯数：  件(対象世帯

の  %） 

今後の方向性： 

100％実施 

現在体制の維持 

⑤ 養育支援訪問事業 

訪問世帯数： 85 件 訪問世帯数：  件 

今後の方向性： 

現在体制の維持 

 

⑥ 

 
 
 

子育て短期支援事業   

ショートステイ事業 

  箇所、延べ利用者数  人 

実績 ２箇所 886 人日（利用） 

   定員 2,555 人日 

  箇所、延べ利用者数  人 

今後の方向性： 

２箇所 2,555 人日（定員） 

 

トワイライトステイ事業 

  箇所、延べ利用者数  人 

小学生対象 １ヶ所 1095 人日（定員） 

  箇所、延べ利用者数  人 

今後の方向性：  

 

⑦ 
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業（子育
て援助活動支援事業） 

延べ利用者数：  人 

 

延べ利用者数：  人 

依頼会員数：  人 

提供会員数：  人 

両方会員数：  人 
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事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成３１年度の見込み量と 
今後の方向性 

今後の方向性： 

27 年７月より実施予定 

対象を小３までから小６までに拡大 

⑧ 一時預かり事業 

  箇所、延べ利用者数：  人 

幼：323,200 人日 

その他：135,958 人日 

  箇所、延べ利用者数：  人 

今後の方向性：31 年度 

幼：365,020 人日 

その他：213,025 人日 

⑨ 延長保育事業 

  箇所、延べ利用者数：2,678 人   箇所、延べ利用者数：3,700 人 

今後の方向性： 

 

 

⑩ 病児保育事業 

  箇所、延べ利用者数：17,400 人   箇所、延べ利用者数：24,100 人 

今後の方向性： 

 

 

⑪ 
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業） 

高学年：  箇所、延べ利用者数  人 

低学年：  箇所、延べ利用者数  人 

26：5,009 人 

高学年：  箇所、延べ利用者数  

人 

低学年：  箇所、延べ利用者数  

人 

今後の方向性： 

6,072 人 

 

⑫ 
実費徴収に係る補足給付を行う
事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しに

ついて） 

検討中 

 

⑬ 

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（新
規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しに

ついて） 

26 より認可保育所の運営に株式参入 
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