
１　子どもの人権を大切にするしくみづくり

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（１）子どもの権利擁護

1 子どもの権利を擁護する
システムの検討

推進
検討

新宿区子ども虐待防止連絡会の
設置（H14)

子どもの権利憲章の策定を検討する。子どもの人
権専門員との連携を強化することにより人権侵害
のチェック機能を高める。子ども自身の相談しや
すい方法の検討する。子ども虐待防止連絡会の
設置を検討する。

福祉部 児童家庭課

（２）子どもの意見の尊重

2 子どもフォーラム･中学生
と区長との懇談会

継続 小学生フォーラム・中学生フォー
ラムに名称変更（H１５）

各校一名ずつ参加して年１回実施している。毎年
テーマを決めて話し合うとともに、区政に対する質
問なども発言してもらい、質問分野に応じて出席し
ている区長や幹部職員がその場で説明する。

総務部 女性青少年
平和課

3
子どもの意見を反映した
施設・事業運営 推進 児童館指導要領の策定（H15）

子どもたちが運営や事業の企画に参加できる機会
を保障していくよう努める。 福祉部 児童家庭課

（３）子どものための相談体制の確立

4
子ども家庭相談（子ども家
庭支援センター・子育てひ
ろば）

推進

子ども家庭支援センター（H11)
地域子育て支援センターふたば
（H15)
地域子育て支援センター牛込み
ゆき（H16予定）

子どもが身近なところでいつでも相談できるような
体制を整備する。

福祉部 児童家庭課

5 親と子の相談室 推進 事業開始（H12） 心の問題や育児不安等、親と子が抱える悩みや問
題の相談に対応できる窓口を設置する。

衛生部 健康推進課

6
スクールカウンセラー・心
の教室相談員（ふれあい
サポーター）の配置

推進 3校（H11)、全13校（H15)
中学校へ臨床心理の専門家をスクールカウンセ
ラーとして配置する。

教育委
員会 教育指導課

7 教育センターの教育相談 継続 個々のケースへのきめ細かい対応に向けた充実と
他機関との連携・協働の推進を図る。

教育委
員会

教育指導課

（４）いじめや虐待への対応

8
児童虐待の予防・発見体
制の整備 推進

新宿区子ども虐待防止連絡会の
設置（H14)

虐待防止理念の普及を図り、子ども虐待防止連絡
会の設置を検討する。 福祉部 児童家庭課

9 通報義務の普及 推進 子ども虐待防止マニュアルの作
成（H15)

虐待通報について区民に周知する。 福祉部 児童家庭課

10 人権尊重教育の推進 継続 人権への正しい理解を深める 教育委
員会

教育指導課

11 子ども家庭支援センター 推進 子ども家庭支援センターの設置
（H1１)

子ども家庭支援センターを設置し、子ども家庭総合
相談事業、専門機関や民間活動グループ等との連
携、相談機関相互の連絡調整、乳幼児の居場所
作り等を実施する

福祉部 児童家庭課



２　子どもの育つ力を伸ばす環境づくり

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（１）子どもの遊びや体験、学習への支援

12 新宿子どもセンター 継続 事業開始（H１１） 体験活動の機会や家庭教育の支援に関する情報
を収集、提供

教育委
員会

生涯学習振
興課

13 児童館事業の充実 推進 開館時間の延長17時から18時
（H12)

親子による利用を促進し地域の遊び場として積極
的に活用を図る

福祉部 児童家庭課

14 文化活動の推進 継続 子ども関連事業の支援充実を図る 教育委
員会

生涯学習振
興課

15 中学生以上の子どもの居
場所づくり

推進 児童センター１所（H16予定） 児童館における居場所づくりを検討する 福祉部 児童家庭課

（２）家庭、地域、学校との連携、支援

16 家庭及び地域の教育力の
向上

継続 地域の人材活用や地域の意識を高める
福祉部・
教育委
員会

児童家庭
課・生涯学
習振興課

17 子育てグループの育成
（子育てひろば）

推進 子育てひろば事業１０館（H12)
身近なところで親子が気軽に集まり、相互に交流
ができるような子育て家庭の「ひろば」としての運営
と支援を展開する。

福祉部 児童家庭課

18 学校ボランティア 継続 地域と学校が交流し共に協力し合いながら、学校
教育を推進していく

教育委
員会

学校運営課

19 地区青少年対策委員会
活動

継続 地区青少年育成会活動（名称変更H13）の推進を
図る

総務部 女性青少年
平和課

20
「緊急避難場所ピーポ１１
０ばんのいえ」の設置へ
の住民協力

継続
子どもたちが身の危険を感じたときに避難できる
「ピーポ１１０ばんの家」設置への協力支援（事業
は警察の所管）

総務部 女性青少年
平和課

（３）施設の有効活用

21
幼稚園・保育園の施設の
有効活用 検討 施設の共用について、調査検討を行う。

福祉
部・教
育委員
会

保育課・学
校運営課

22 既存施設の空きスペース
の学童クラブへの活用

推進 スペース拡張１館（H１１）１館（H１
２）

他の施設を活用し大型学童クラブの解消を図る 福祉部 児童家庭課

23 余裕教室の有効活用 推進
検討

子ども館の設置１館(H16予定） 余裕教室の学童クラブ等子育て支援施設への利
用を検討する

教育委
員会

学校運営課

24 地域に開かれた幼稚園 継続 未就園児親子への施設開放 教育委
員会

学校運営課

25 学校の校庭・体育館等の
開放

継続 施設の有効活用を図る 教育委
員会

生涯学習振
興課

26 幼児体育室の充実 継続 スポーツセンターの幼児体育室の管理運営 教育委
員会

生涯学習振
興課

27 特色ある公園の整備 継続 公園の確保・再整備を行い、地域性、利用者ニー
ズを反映した特色ある公園の整備を図る。

環境土
木部

道とみどり
の課の課

28 みんなで考える身近な広
場の再生

推進 荒木公園(H12)、中井東公園
(H12)、原町公園(H13)

住民参加の公園作り 環境土
木部

道とみどり
の課

（４）地域の子育て支援との連携、支援

29 新宿区社会福祉協議会と
の連携

継続 子育て支援事業への取組みを推進する 福祉部 管理課

30 民生委員・児童委員・主
任児童委員の活動

継続 子育て支援事業への取組みを推進する 福祉部 管理課

31 青少年委員の活動 継続 子育て支援事業への取組みを推進する 教育委
員会

生涯学習振
興課

32 生涯学習推進委員の活
動

継続 子育て支援事業への取組みを推進する 教育委
員会

生涯学習振
興課



２　子どもの育つ力を伸ばす環境づくり

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

33 体育指導委員の活動 継続 子育て支援事業への取組みを推進する 教育委
員会

生涯学習振
興課

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

34 青少年団体育成 継続 子育て支援事業への取組みを推進する 教育委
員会

生涯学習振
興課

35
子育てボランティアの育
成 検討

ボランティアによる託児等の活動
のみ。広く区民と協働して、地域
で子育てを支えるしくみ作りへの
発展が必要

地域組織化事業として、子育て支援や子どもの健
全育成を行うボランティアを育成支援していく。 福祉部 児童家庭課



３　家庭の養育機能を支援するしくみづくり

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（１）在宅子育て支援サービスの充実

36
子育てひろば事業・子ども
家庭支援センター 推進

幼児ルームの設置。薬王寺児童
館（H11）、西落合児童館（H12）、
富久町児童館（H15）

児童館を地域子育て育成拠点として整備 福祉部 児童家庭課

37 子どもショートステイ 推進 事業開始（H12） 保護者が一時的に家庭において子どもを養育でき
ない場合に、短期的に預かる。

福祉部 児童家庭課

38 一時保育事業 推進 事業開始１園（H１５） 一時保育専用室を整備し、専属職員を配置する国
制度の一時保育を実施

福祉部 保育課

（２）保育園の保育サービスの充実

39 病後児保育 推進 事業開始1園（H1４） 病気の回復機ににある児童を、病後児保育専用室
で保育する

福祉部 保育課

40 休日保育 推進 事業開始1園（H１５） 日曜・祝日の保育の実施 福祉部 保育課

41 待機児童の解消 検討 Ｈ19年4月にむけて待機児童の解消に努める 福祉部 保育課

42 定員及び配置の適正化 推進 民間委託1園（Ｈ１５）

多様な保育サービスの充実、保育コストの削減、
需要の地域偏在当の問題を解決するため保育所
の定員および配置の適正化により保育サービスの
向上を図る

福祉部 保育課

43 産休・育休明け入園予約
事業

推進 事業開始２園（H12),３園(H15)
年度途中で産後休暇や育児休業明けで復職を予
定している区民に対して保育所入園の予約を受け
付ける

福祉部 保育課

44 延長保育の充実 推進 ５園（Ｈ１１・１２）、６園（Ｈ１３）、７
園（Ｈ１４）、９園（Ｈ１５）

保護者の就労形態の多様化による保育需要に対
応する

福祉部 保育課

45 低年齢児保育の充実 推進 ２４園（Ｈ１１・１２）、２５園（Ｈ１３・
１４・１５）

低年齢の待機児の解消を図る 福祉部 保育課

（３）民間保育サービスの活用と充実

46 ファミリーサポート事業 推進 事業開始（H12）
就労家庭以外でも、子どもを預かるサービスへの
要望は高いので、住民の支えあいによる事業とし
て社協に運営委託して実施する

福祉部 児童家庭課

47 家庭福祉員制度の拡充 推進

計画４実績４（Ｈ１１）、計画５実績
５（Ｈ１２）計画７実績５（Ｈ１３）計
画５実績３（Ｈ１４）計画５実績４
（Ｈ１５）

家庭福祉員の拡充を図る 福祉部 保育課

48 保育室利用 継続 未認可保育施設の利用児童を適切に保護するた
め、保育室として活用し児童福祉の増進を図る。

福祉部 保育課

49 夜間保育室利用 推進 1園(H13) 恒常的な残業や変則勤務についている保護者の
児童を保育する夜間保育所の事業を支援する。

福祉部 保育課

（４）幼稚園の充実

50 預かり保育 検討 幼稚園で教育時間終了後希望する者を対象に預
かり保育を実施する。

教育委
員会

学校運営課

51 ３歳児保育の充実 継続 区内私立幼稚園における3歳保育の実施。
総務
部・教
育委員

総務課・学
校運営課

（５）学童クラブの充実

52 学童ｸﾗﾌﾞの時間延長 推進 17時まで→18時まで（H12) 学童クラブの利用時間を延長する 福祉部 児童家庭課

53 学童ｸﾗﾌﾞの適正配置の検
討

推進 こども館の設置(H16予定） 施設的な限界、人的配置や財政状況に配慮しつつ
利用状況を踏まえた適正配置を行う。

福祉部 児童家庭課

54 障害児童の学童クラブ学
年延長

推進 3年生まで→6年生（H12） 障害をもつ児童の学童クラブの利用学年を延長す
る。

福祉部 児童家庭課



３　家庭の養育機能を支援するしくみづくり

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（６）障害のある子どもへの支援

55
未熟児・発達遅滞等への
対応 継続

「未熟児・新生児訪問指導」「乳幼児発達診断健
診」「乳幼児経過k観察健診」「育児相談」等母子保
健サービスの継続的提供。

衛生部 健康推進課

56 障害乳幼児の早期療育 継続 あゆみの家職員の発達診断健診への立会い。
福祉
部・衛
生部

あゆみの
家・健康推
進課

57 在宅障害児訪問指導 継続 あゆみの家に通所できない障害のある子どもへの
支援。

福祉部 あゆみの家

58 保育園での障害児保育の
充実

推進 １５園→全園（H１３） 集団保育が可能な障害児童の保育園での保育。 福祉部 保育課

59 区立幼稚園での障害児保
育の充実

継続 集団保育が可能な障害児童の幼稚園での保育。 教育委
員会

学校運営課

60 障害児ショートスティ事業 継続 障害のある子どもを日中預かる。 福祉部 あゆみの家

61 心身障害教育の充実 継続
心身に障害がある児童・生徒に対する教育環境の
充実させ、児童生徒の安全の確保と学習の成果を
あげる。

教育委
員会 学校運営課

62 発達支援関係機関連絡
会の充実

推進 事業開始(H13) 発達支援に係わる機関で「発達支援関係機関連絡
会」を設置し、相互の連携強化を図る

福祉
部・衛
生部

あゆみの
家・健康推
進課

（７）ひとり親家庭への支援

63 母子生活支援施設への
入所

法定
事業

母子家庭であって保護すべき児童が保育に欠ける
ところがあると認めるときは、その保護者及び児童
の入所を図る。

福祉部 児童家庭課

64
女性及び母子緊急一時保
護 継続

緊急の保護を必要とする女性及び母子を一時的に
指定宿泊所にほごすることにより身体の安全を確
保するとともに自立を援助する。

福祉部 生活福祉課

65 ひとり親家庭への助成 継続

休養ホーム事業
ひとり親家庭に指定の国民宿舎等を利用した旅行
や遊園地でのレクリエーションを無料または低額な
料金で利用してもらう。
家事援助者雇用費助成事業
ひとり親家庭ににおいて、傷病等により必要が生じ
たとき、家事援助者を派遣しその費用を助成する。

福祉部 児童家庭課

（８）男女共同による子育て支援

66
男女協働参画社会構築
のための啓発活動等の推
進

継続
男女が固定的な性別役割分業観にとらわれず、と
もに家庭における責任を果たし、社会のあらゆる分
野で共同参画していける社会づくりを目指す。

総務部 女性青少年
平和課

67 男女平等推進計画の策
定

推進 計画策定（H１３） 男女平等推進計画を策定する。 総務部 女性青少年
平和課



４　子育て家庭の生活基盤の確保

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（１）各種手当て等の支給

68 児童に関する手当て 法定
事業

児童関係手当ての支給 福祉部 児童家庭課

69 東京都母子福祉資金 法定
事業

母子家庭に対する各種資金の貸し付け（都制度） 福祉部 児童家庭課

70 奨学金の貸付 継続 就学資金の貸し付け 教育委
員会

教育政策課

（２）各種助成制度

71 乳幼児医療費助成 継続 乳幼児が保険診療による給付を受けたときの自己
負担額を助成

福祉部 児童家庭課

72 入院助産 継続 経済的理由で出産入院できない妊産婦を指定施
設に措置する。

福祉部 児童家庭課

73 小・中学校児童生徒に対
する就学援助

継続 経済的理由により就学が困難な児童を援助する 教育委
員会

学校運営課

74 区立・私立幼稚園就園奨
励費補助

継続 幼稚園教育の振興のため幼稚園児の保護者の経
済的負担を軽減させる

総務部・
教育委
員会

総務課・学
校運営課

75 私立幼稚園等園児保護
者保育料補助金

継続 私立幼稚園に在籍する園児の保護者に補助金を
支給（都補助金）

総務部 総務課

76 私立幼稚園等園児保護
者入園料補助金

継続 私立幼稚園に在籍する園児の保護者に補助金を
支給（区単独事業）

総務部 総務課

77 妊婦健康診査費助成 継続 妊娠健康診査の費用の一部助成 衛生部 健康推進課

（３）住宅の整備

78 ファミリー向け区民住宅の
供給

継続 義務教育終了前の児童を養育するファミリー世帯
に区民住宅を賃貸提供する

都市計
画部

住宅課

79 民間賃貸住宅家賃助成 継続 義務教育前の児童を養育するファミリー世帯の民
間賃貸家賃の一部助成

都市計
画部

住宅課



５　子どもを健康に育てるしくみの充実

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（１）子育てに関する意識の啓発

80 母親・両親学級の充実 継続 保健センターにおいて妊産婦やその夫に対し家庭
に関する知識の普及を図る

衛生部 健康推進課

81 育児相談・育児グループ
支援の充実

継続 育児グループ、子育て支援ボランティア団体を支
援する

福祉部・
衛生部

児童家庭
課・健康推
進課

（２）子どもの事故防止対策の実施

82 家庭における乳幼児事故
防止対策事業

推進 事業開始（Ｈ１２） 母子保健事業実施時に事故防止に関する情報を
提供

衛生部 健康推進課

83
保育園・幼稚園・小学校・
児童館等の各施設におけ
る事故防止の普及・啓発

推進
事故防止マニュアルの作成（H１
２）
非常通報装置の設置（H12)

各施設における事故防止対策を充実させる。

福祉部・
衛生部・
教育委員
会

児童家庭
課・保育課・
健康推進
課・学校運
営課

（３）母子保健サービスの充実

84 妊産婦の健康支援 継続 母子保健サービスをきめ細かく提供し、妊産婦の
健康支援と育児不安の軽減を図る

衛生部 健康推進課

85 乳幼児の健康支援 継続
「乳幼児健康診断」、「乳幼児歯科健康診査」、「栄
養相談」、「心理相談」などの母子保健サービスの
提供

衛生部 健康推進課

（４）学齢期保健の充実

86 健康診断 継続 学校医による定期健康診断や臨時健康診断を行
い児童・生徒の健康増進を図る

教育委員
会

学校運営課

87 健康相談 継続 学校医による健康相談を行い児童・生徒の健康増
進を図る

教育委員
会

学校運営課

88 学校保健委員会 継続 学校における健康の問題を研究協議し、健康つくり
を推進する。

教育委員
会

学校運営課



６　子育て相談体制と情報提供の充実

子育て支援新宿プラン達成状況一覧

事業名 達成状況 状況説明（Ｈ１１～現在） 事業内容 担当部 担当課

（１）子育てに関する情報の提供

89 ２４時間音声・fax情報シス
テム

継続 子育て支援に関する情報を音声及びファックスで２
４時間いつでも自動応答で提供していく。

企画部 広報課

90 子育て情報の提供 検討 利用者の求めている情報の発信
が必要、またIT化も必要。

児童館において子育て情報の収集提供、子育て
講座の実施、子育て情報誌の発行を行う。

福祉部 児童家庭課

（２）相談体制の整備

91 子ども家庭支援センター
の相談

推進 事業開始（H12） 子どもと家庭の総合相談窓口として相談業務を行
う。

福祉部 児童家庭課

92 保健センターの育児相談 継続 保健センターにおいて育児相談をおこなう。 衛生部 健康推進課

93 保育園の子育て相談 継続 保育園において育児相談をおこなう。 福祉部 保育課

94 幼稚園の子育て相談 継続 幼稚園における育児相談の充実。
総務部・
教育委
員会

総務課・学
校運営課

95 あゆみの家の療育相談 継続 療育相談の充実。 福祉部 あゆみの家

96 家庭相談 法定
事業

母子相談員・家庭相談員による相談業務の実施。 福祉部 児童家庭課

97 子ども家庭相談 継続 児童館における相談事業。 福祉部 児童家庭課

（３）子育て支援ネットワークの形成

98 子育て支援担当者連絡会
議

継続 子育てに関する行政機関等の担当者をネットワー
クで結び協力体制を強化する。

福祉部 児童家庭課

99 育児グループの支援 検討 積極的に展開できる状況とは
なっていない。

自主グループ・ボランティアの育成・活動支援を図
る。

福祉部・
衛生部

児童家庭
課・健康推
進課


	１ 子どもの人権を大切にするしくみづくり
	（１ ）子どもの権利擁護
	（２ ）子どもの意見の尊重
	（３ ）子どものための相談体制の確立
	（４ ）いじめや虐待への対応

	２ 子どもの育つ力を伸ばす環境づくり
	（１ ）子どもの遊びや体験、学習への支援
	（２ ）家庭、地域、学校との連携、支援
	（３ ）施設の有効活用
	（４ ）地域の子育て支援との連携、支援

	３ 家庭の養育機能を支援するしくみづくり
	（１ ）在宅子育て支援サービスの充実
	（２ ）保育園の保育サービスの充実
	（３ ）民間保育サービスの活用と充実
	（４ ）幼稚園の充実
	（５ ）学童クラブの充実
	（６ ）障害のある子どもへの支援
	（７ ）ひとり親家庭への支援
	（８ ）男女共同による子育て支援

	４ 子育て家庭の生活基盤の確保
	（１ ）各種手当て等の支給
	（２ ）各種助成制度
	（３ ）住宅の整備

	５ 子どもを健康に育てるしくみの充実
	（１ ）子育てに関する意識の啓発
	（２ ）子どもの事故防止対策の実施
	（３ ）母子保健サービスの充実
	（４ ）学齢期保健の充実

	６ 子育て相談体制と情報提供の充実
	（１ ）子育てに関する情報の提供
	（２ ）相談体制の整備
	（３ ）子育て支援ネットワークの形成


