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１ 計画の位置付け及び計画期間等 

計画の位置付け 

新宿区子ども・子育て支援事業計画（第二期）（以下「本計画」という。）は、「子ども・子育

て支援法」第 2 条*1（基本理念）を踏まえ、子ども・子育て支援給付に係る教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を図るため、「子ども・子育て支援法」第 61 条の「市

町村子ども・子育て支援事業計画」として策定します。あわせて、「次世代育成支援対策推進法*2」

第 8 条に基づく「市町村行動計画」として第三期までの「新宿区次世代育成支援計画」を継承し、

子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備を図るため、妊娠期から世帯形成期を対象に、子育て環境

の整備や仕事と子育ての両立のための取組みについて、区が目指す方向性と施策を本計画に含めて

示しています。また、「新宿区総合計画」の基本政策Ⅰ「暮らしやすさ 1 番の新宿」の実現を目指

した分野別計画でもあります。 

【２つの計画の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、

家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互

に協力して行われなければならない。2 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全

ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の

経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。3 子ども・子育て支援給付その他の子ども・

子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

＊2 平成 17 年度から平成 26 年度までの時限立法であった「次世代育成支援対策推進法」は、法の一部改正により令和

6 年度までの 10 年間の期間を延長されましたが、市町村行動計画の策定は任意化されました。 

＊3 市町村子ども・子育て支援事業計画の事業内容は、第 3 章のほか第 2 章の目標 1 から 3 においても記載していま

す。 

計画期間 

 令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間を計画期間とします。  
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２ 計画策定のための調査の実施等 

 「新宿区次世代育成支援に関する調査」（以下「区の調査」という。）は、区民の子育て支援サー

ビスの利用状況や子どもと子育て家庭等の意識、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量

の見込みを把握するため、平成 30 年 11 月 13 日から 30 日の間に実施しました。 

 下表の 1 及び 2 は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計するため、

3 から 8 までは、子育て支援サービスの利用状況や子どもと子育て家庭等の意識を把握するため

実施しました。さらに、今回の調査からは、子どもの日常的な暮らしの状況や子ども自身の意識を

より詳細に把握するため、3 及び 4 を新たに加えています。 

 調査結果は、第 2 章の中で施策毎に「現状と課題」の中で引用しているほか、第 3 章の事業量

の見込みの基礎数値として使用しています。 

 なお、調査対象・回収率等は、以下のとおりです。また、調査結果は区公式ホームページや図書

館・特別出張所などで閲覧

することができます。 

 

＊調査票の発送・回収ともに

郵送（回答は無記名）とし、

対象は住民基本台帳に基づ

く年齢別の無作為抽出とし

ました。 

 

 

計画策定体制 

本計画は庁内検討組織である「新宿区次世代育成支援推進本部」、公募区民・学識経験者・地域

活動団体の構成員等からなる「新宿区次世代育成協議会」及び「新宿区次世代育成協議会部会」に

おいて、前計画の進捗状況の把握・検証を行いつつ、計画案を検討・協議するとともに、公募区民・

学識経験者・地域活動団体の構成員・子ども子育て関連事業者からなる「新宿区子ども・子育て会

議」の意見を伺いながら、策定を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
対象者 

対象者数

（人） 

有効回収数

（票） 
有効回収率 

1 就学前児童保護者 2,500 1,214 48.6% 

2 小学生保護者 2,200 1,128 51.3% 

3 小学校５・６年生 800 293 36.6% 

4 小学校５・６年生保護者 800 342 42.8% 

5 中学生 800 282 35.3% 

6 中学生保護者 800 345 43.1% 

7 青少年（15 歳～17 歳） 1,000 291 29.1% 

8 若者（18 歳～39 歳） 1,200 256 21.3% 

 合 計 10,100 4,151 41.1% 

・次世代育成協議会 

構成：区長、学識経験者、公募区民、 

地域活動団体の構成員等 44 名 

・次世代育成協議会部会 

構成：学識経験者 3 名、公募区民 3 名、 

地域活動団体等 10 名、計 16 名 

・子ども・子育て会議 

構成：学識経験者 3 名、公募区民 4 名、 

地域活動団体の構成員 2 名、子ども 

子育て関連事業者 5 名、計 14 名 

次世代育成支援推進本部 

構成:区長、副区長、教育長、関係部長 

・事務局(子ども家庭部) 

・関係各部 

計画(案)の検討・調整 

区案の提示 

意見・提案 
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３ 計画全体の構成 

 新宿区は、高層ビル街や大規模繁華街、閑静な住宅街、歴史や伝統が色濃く残る街並み、地場産

業の集積する地域、学生街、国際的な街など多彩な顔を持ち、住み、働き、学び、楽しみ、憩い、

集うことのできる、都市機能がバランスよく集積した魅力にあふれたまちです。 

 新宿のまちで生活し活動する多様な人々が、自分の子育て経験を活かしながら他人の子育てを応

援する中で、「子育て」をきっかけに出会いと交流が生まれ、コミュニティが育っていきます。ま

た、自分に合った子育て支援サービスを豊富なメニューの中から選択できるとともに、ワーク・ラ

イフ・バランスが一層推進されることで、誰もが子育てを楽しみながら生き生きと暮らすことがで

きます。こうした目指すべきまちの姿への思いを、「子育てコミュニティタウン新宿」に込め、本

計画の総合ビジョンに掲げました。 

 この「子育てコミュニティタウン新宿」を推進していくため、本計画では「子育てしやすいまち

の実現」を基本目標として掲げるとともに、4 つの施策目標を定め、子どもと子育て支援施策にか

かる取組みの方向と具体的な事業を体系化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⼦育てしやすいまちの実現 

⼦育てコミュニティタウン新宿 

１ 未来を担う⼦どもたちの⽣きる⼒と豊かな⼼を育てます 

計画策定に当たっての 4 つの視点 
① 子どもの権利を大切にし、子ども

の幸せを第一に考える視点 
② 子育て家庭の多様なあり方を尊重

する視点 
③ 子育てを社会全体で支援する視点 
④ サービスの質の向上と、効果的な

提供を目指す視点 

総
合
ビ
ジ
ョ
ン 

２ 健やかな⼦育てを応援します 

基
本
目
標 

３ きめこまかなサービスで全ての⼦育て家庭をサポートします 

４ 安⼼できる⼦育て環境をつくります 

施
策
目
標 
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総合ビジョン 

 本計画の総合ビジョンに掲げる「子育てコミュニティタウン新宿」とは、新宿のまちにおいて、

以下に掲げる具体的な 4 つのまちの姿が実現されることと捉えています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 「子育てコミュニティタウン新宿」の実現を目指し、本計画の基本目標及び数値目標を次のとお

りとします。 

 

《基本目標》 

  

 

 

《数値目標》 

 「子育てしやすいまちの実現」のため、「子育てしやすいまちだと思う人」の割合を増やすこと

を数値目標として定めます。 

 

区分 
現状 

（平成 30 年度区の調査結果） 

目標 

（令和 6 年度） 

就学前児童保護者 59.3% 65.0% 

小学生保護者 61.9% 65.0% 

  

①⼦育てを応援する⼈とサービスが豊富なまち 
②⽀えあいの⼦育てから新しい出会いと世代を

超えた交流が⽣まれるまち 
③都市の魅⼒が⼦育てに活きているまち 
④ワーク・ライフ・バランスのとれた⼦育て環

境を実現するまち 

⼦育てコミュニティタウン新宿 

⼦育てしやすいまちの実現 



第１章 計画の基本的な考え方 

5 

施策の体系 

 
 
 

１ 未来を担う子どもたちが大切にされる社会に向けて 

① 全ての子どもが自分らしく育ち社会に参加する権利 

② 虐待から子どもを守るための取組み 

③ 子どものいじめ防止や不登校対策等の取組み 

２ 未来を担う子どもたちの生きる力を育てるために 

① 質の高い学校教育の推進 

② 一人ひとりの特性に応じた発達と自立への支援 

３ 未来を担う子どもたちが心身ともに豊かに育つために 

① 心とからだの栄養素 「遊び」 

② 心とからだの栄養素 「文化・芸術」 

③ 心とからだの栄養素 「食」 

４ 子どもから若者までの切れ目のない支援に向けて 

５ 未来を担う子どもたちが国際社会で活躍するために 

 
 
 

１ 妊娠・出産からはじまる子育て支援の取組み 

２ 子どもの健やかな成長のために 

① 乳幼児の健やかな発達支援 

② 学童期から思春期までの健康づくり 

 
 
 

１ 子育て支援サービスの総合的な展開 

① 子育て支援サービスの充実 

② 経済的な支援 

③ 子どもの貧困問題に向けた取組み 

２ 就学前の教育・保育環境の充実 

① 保育所待機児童の解消 

② 保育サービスの充実と質の確保 

③ 幼児教育環境の充実 

３ 放課後の子どもの居場所の充実 

① 学童クラブの充実と質の確保 

② 放課後子どもひろば等の充実 

４ 特に配慮が必要な子どもと家庭のために 

５ ひとり親家庭への支援 

６ 子育てのためのワーク・ライフ・バランスの推進 

７ 外国につながりのある家庭、子どものために 

 
 
 

１ みんなで子どもの育ち・子育てを支えあえる環境づくり 

２ 子どもの笑顔があふれるまちづくり 

３ もっと安全で安心なまちづくり 

４ 未来の子どもたちへの環境づくり 

 

目標１ 未来を担う子どもたちの生きる力と豊かな心を育てます 

目標２ 健やかな子育てを応援します 

目標３ きめこまかなサービスで全ての子育て家庭をサポートします 

目標 4 安心できる子育て環境をつくります 
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1 目標別の取組み方向と主な事業 

施策目標と目標別の取組みの方向 

 施策目標を設定するに当たっては、「①子どもの権利を大切にし、子どもの幸せを第一に考え

る視点」「②子育て家庭の多様なあり方を尊重する視点」「③子育てを社会全体で支援する視

点」「④サービスの質の向上と、効果的な提供を目指す視点」という４つの視点を重視します。 

 

 

 子ども時代は、人として成長していく土台が築かれるかけがえのない時期です。次世代の親とな

り未来の担い手となる子どもたちの権利を尊重し、自立して生きていくために必要な豊かな知性・

感性・考える力・体力や生活力が育つよう、教育環境や育成環境の充実を図っていきます。また、

子どもが社会的に自立した若者として成長していけるよう、切れ目のない支援を推進します。 

 

【取組みの方向】 

施策１ 未来を担う子どもたちが大切にされる社会に向けて 

・子どもの人権教育の推進と啓発事業の充実を図ります。 

・子ども自身が取り組める身近な課題から区政への参加意欲を促進します。 

・虐待などの相談が気軽にできる仕組みとネットワークの充実を図ります。 

・育児の負担感や困難感を軽減し虐待の発生を予防します。 

・児童相談所の開設に向け準備します。 

・いじめの防止や不登校対策等の取組みを充実します。 

施策２ 未来を担う子どもたちの生きる力を育てるために 

・確かな学力を育む学校教育の充実を図ります。 

・子どもの豊かな人間性と社会性を育む教育の充実を図ります。 

・地域との連携や協働による教育を推進します。 

・教員の勤務環境の改善や働き方改革を推進します。 

・子ども総合センターを核とする障害児等支援体制の充実を図ります。 

・保健センターや保育所・幼稚園等で子どもの成長・発達に応じた相談等の充実を図ります。 

・障害のある子どもの能力を伸ばすとともに確かな学びを保障するため特別支援教育を推進します。 

・障害者理解教育を推進します。 

施策３ 未来を担う子どもたちが心身ともに豊かに育つために 

・子どもたちの「遊び」を支援するとともに、未来の地域活動の担い手を育成します。 

・区民等関係者の意見を聞きながら魅力ある公園の整備を行います。 

・子どもたちが、様々な文化芸術を体験できるよう、文化芸術振興基本条例に基づく取組みを推進して

いきます。 

・子ども読書活動推進計画を着実に推進します。 

・子どもの発達に応じた食生活を送れるよう適切な支援を行います。 

・食に関する正しい知識の普及に努めるとともに食への関心や理解を推進していきます。 

施策４ 子どもから若者までの切れ目のない支援に向けて 

・若者が社会の中で孤立することなく、自分らしく生きられるように支援していきます。 

・若者の自立に向けて、関係機関が連携しながら、包括的な支援体制を構築していきます。 

・自殺対策計画に基づき若者の自殺対策を強化します。 

施策５ 未来を担う子どもたちが国際社会で活躍するために 

・国際理解教育を推進し、国際化社会で生きる力を育みます。 

⽬標１ 未来を担う⼦どもたちの⽣きる⼒と豊かな⼼を育てます 
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健やかに子どもを生み育てられるよう、妊娠・出産・子育て期における親と家庭を支援するサー

ビスを充実させます。また、乳幼児期・学童期・思春期を通じ、子どもの成長に合わせて、心身と

もに健やかな成長を促すための支援を充実させていきます。 

 

【取組みの方向】 

施策１ 妊娠・出産からはじまる子育て支援の取組み 

・安心して出産を迎えるための支援を充実します。 

・妊娠から子育て期にわたる切れ目のない支援を充実します。 

施策２ 子どもの健やかな成長のために 

・出産後早期から支援が必要な母親に対して、適切なサービスを提供します。 

・子どもの成長・発達に応じた健診・相談等の充実を図ります。 

・病気や事故防止及び医療に関する情報提供を充実します。 

・休日や夜間における子どもの急患診療体制を確保します。 

・学童期や思春期にある子どものこころの健康を支援します。 

・体力づくりと生活習慣病の予防を推進します。 

 

 

 

 

子育てしやすい社会の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスを推進します。また、全ての子育て

家庭が心にゆとりを持って子育てできるよう、多様な子育てニーズに対応できるサービスの充実を図る

とともに、子育て支援サービスを必要としている人が、気軽に利用できる環境づくりを進めていきます。

さらに、保育園の待機児童解消対策を推進するとともに、学童クラブの充実を図ります。 

 

【取組みの方向】 

施策１ 子育て支援サービスの総合的な展開 

・一時保育やファミリーサポート事業等を拡充し、保護者の育児負担を軽減します。 

・相談しやすい環境を整備し、多様化・複雑化する相談に対応できるよう職員の専門性向上を図ります。 

・子どもにもわかりやすく情報を提供し、区政への関心を育てていきます。 

・子育てに関する情報が、誰でも簡単に入手できるための仕組みづくりを進めます。 

・子育てに伴う経済的負担を軽減するための施策を実施します。 

・子どもの貧困問題に対して関係部局が連携し、子どもの貧困対策に関する課題、実態の把握、指標の

確認や事業の進捗管理等を実施します。 

・支援を必要としている家庭が、円滑に事業を利用できるよう、子育て支援施策ガイド等を発行し、わ

かりやすい情報発信に努めます。 

施策２ 就学前の教育・保育環境の充実 

・計画的に保育所等を整備し、待機児童解消対策を推進します。 

・多様な保育ニーズに対応した保育サービスを提供します。 

・指導監査や研修等を通じて、保育の質の向上を図ります。 

・合同研修や交流保育を通じて、より良い就学前教育の場となるように取組みを充実します。 

・区民ニーズに対応した幼児教育環境の充実を図ります。 

施策３ 放課後の子どもの居場所の充実 

・学童クラブ事業の質の維持向上を図るとともに、活動場所の確保を進めていきます。 

・放課後子どもひろば等を充実します。 

⽬標２ 健やかな⼦育てを応援します 

⽬標３ きめこまかなサービスで全ての⼦育て家庭をサポートします 
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・障害のある子どもの放課後の居場所を提供します。     （目標３の【取組みの方向】のつづき） 

施策４ 特に配慮が必要な子どもと家庭のために 

・特に配慮が必要な子どもへの教育・保育の質の向上を図ります。 

・障害者福祉の制度の対象とならない子どもへの支援を行います。 

・計画的にサービスが利用できるよう「障害児支援利用計画」の作成を行います。 

・障害のある保護者が育児を行う際に必要な支援を行います。 

施策５ ひとり親家庭への支援 

・仕事と育児の両立による安定した生活基盤を築くため、より良い就労に向けた資格取得等の支援を行

います。 

・ひとり親家庭への生活基盤の安定のための支援を継続し、自立に向け必要な情報を提供します。 

施策６ 子育てのためのワーク・ライフ・バランスの推進 

・子育てしやすい環境づくりに向けて、区民や事業者を対象に意識啓発や再就職の支援等を行います。 

・男性の育児参加へのきっかけづくりを推進します。 

・子育てしやすさの向上に取り組んでいる企業を支援します。 

施策７ 外国につながりのある家庭、子どものために 

・外国につながりのある家庭と子どもたちをサポートします。 

 

 

 

 

 

子どもの成長と子育て家庭を支援する地域の力を育み、家庭・地域・学校が手を携えて子どもを

育てる取組みや多世代による交流活動などを充実させ、子育てを社会全体で支える環境づくりを進

めていきます。また、関係機関が連携し、子どもたちを犯罪や事故から守る活動を推進するととも

に、環境問題への取組みや居住環境の整備などにより、子育てしやすいまちの実現を目指します。 

 

【取組みの方向】 

施策１ みんなで子どもの育ち・子育てを支えあえる環境づくり 

・子育てを支援する人々や団体の出会う機会を確保し、活動ができるよう支援します。 

・新宿区子ども未来基金を活用した活動への支援を継続します。 

・複合型の児童館や地域交流館等において、世代間交流が図れる機会を確保します。 

施策２ 子どもの笑顔があふれるまちづくり 

・子どもと外出しやすいまちを推進します。 

・誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまちを実現していきます。 

施策３ もっと安全で安心なまちづくり 

・地域との協働による見守りの輪を広げる活動を支援します。 

・学校の安全対策を推進します。 

・子どもの緊急避難場所「ピーポ 110 ばんのいえ」を普及します。 

・子どもの安全を守るための情報を迅速かつ的確に提供します。 

施策４ 未来の子どもたちへの環境づくり 

・環境学習情報センターの機能の充実を図ります。 

・学校等での環境学習を推進します。 

・子育て世帯の住環境の改善を図ります。 

 

 

⽬標４ 安⼼できる⼦育て環境をつくります 
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ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育て支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠期 中学生
青少年

 15～17歳
若者

18～39歳
1-1 未来を担う子どもたちが大切にされる社会に向けて

①全ての子どもが自分らしく育ち社会に参加する権利

②虐待から子どもを守るための取組み

③子どものいじめ防止や不登校対策等の取組み

1-2 未来を担う子どもたちの生きる力を育てるために

①質の高い学校教育の推進

②一人ひとりの特性に応じた発達と自立への支援

1-3 未来を担う子どもたちが心身ともに豊かに育つために

①心とからだの栄養素「遊び」

②心とからだの栄養素「文化・芸術」

目
標
１
　
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
力
と
豊
か
な
心
を
育
て
ま
す

乳児期
０～２歳

幼児期
３～５歳

小学生

・学校における巡回指導・相談体制の充実

・人権教育の推進

・子どもの施策への参画促進

・子どもと家庭の総合相談（虐待の通報窓口）

・要保護児童対策地域協議会

・育児支援家庭訪問事業（養育支援）

・新宿子どもほっとライン

・情報モラル教育の推進

・学校問題支援室の運営

・学校問題等調査委員会の運営

・児童・生徒の不登校対策

・学校サポート体制の充実

・学校評価の充実

・創意工夫ある教育活動の推進

・部活動を支える環境の整備

・発達相談

・児童福祉法に基づく児童発達支援

・障害児等巡回保育相談

・まなびの教室（特別支援教室）

・児童館・放課後子どもひろばでの遊びの支援

・みんなで考える身近な公園の整備

・新宿中央公園の魅力向上

・文化体験プログラムの展開

・子ども読書活動の推進

・絵本でふれあう子育て支援 ・学校図書館の充実

・要支援家庭を対象とした子どもショートステイ

・児童相談所の整備

・ICTを活用した教育の充実

・特別支援教育の推進

・障害者理解教育の推進

・未来を担うジュニアリーダーの育成

・プレイパーク活動の推進

・学校における伝統文化理解教育の推進

・子ども家庭・若者サポートネットワーク

・地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実
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妊娠期 中学生
青少年

 15～17歳
若者

18～39歳
③心とからだの栄養素「食」

1-4 子どもから若者までの切れ目のない支援に向けて

1-5 未来を担う子どもたちが国際社会で活躍するために

2-1 妊娠・出産からはじまる子育て支援の取組み

2-2 子どもの健やかな成長のために

①乳幼児の健やかな発達支援

②学童期から思春期までの健康づくり

小学生

目
標
１
　
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
力
と

豊
か
な
心
を
育
て
ま
す

目
標
２
　
健
や
か
な
子
育
て
を
応
援
し
ま
す

乳児期
０～２歳

幼児期
３～５歳

・もぐもぐごっくん支援事業

・離乳食講習会

・栄養相談

・保育園・子ども園での食育の推進

・若者のつどい

・母親・両親学級等の開催

・はじめまして赤ちゃん応援事業

・出産・子育て応援事業（ゆりかご・しんじゅく）

・妊婦健康診査

・妊婦歯科健康診査

・親と子の相談室

・はじめまして赤ちゃん応援事業

・オリーブの会（ＭＣＧ）

・新生児聴覚検査

・乳幼児健康診査

・すくすく赤ちゃん訪問

・すこやか子ども発達相談

・育児相談・育児グループ・育児講演会

・家庭における乳幼児事故防止対策

・子どもに関する医療情報の提供

・出張健康教育

・10代のこころの健康に関する普及啓発

・スポーツへの関心と体力の向上

・小児生活習慣病予防健診

・セーフティ教室や薬物乱用防止教室の実施

・学校（園）における食育の推進

・児童館等の職員への食育研修

・メニューコンクール

・１歳児食事講習会

・食育講演会

・若者対象講座

・だれもが地域でいきいきと暮らせるための就労支援の推進

・国際理解につながる情報発信

・英語キャンプの実施

・創意工夫によるオリンピック・パラリンピック教育の推進

・自殺総合対策

・乳幼児から始める歯と口の健康づくり

・小児平日・土曜日夜間診療

・休日診療

・健康相談

・子ども・若者総合相談

・食育講座



第２章 目標別の取組みの方向 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

妊娠期 中学生
青少年

 15～17歳
若者

18～39歳
3-1 子育て支援サービスの総合的な展開

①子育て支援サービスの充実

②経済的な支援

③子どもの貧困問題に向けた取組み

3-2 就学前の教育・保育環境の充実

①保育所待機児童の解消

②保育サービスの充実と質の確保

③幼児教育環境の充実

目
標
３
　
き
め
こ
ま
か
な
サ
ー

ビ
ス
で
全
て
の
子
育
て
家
庭
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す

乳児期
０～２歳

幼児期
３～５歳

小学生

・一時保育の充実

・ひろば型一時保育の充実

・ファミリーサポート事業

・子どもショートステイ

・子ども総合センターの運営

・子ども家庭支援センターの運営

・利用者支援事業

・子育て支援コーディネート体制の充実

・キッズページの運営

・子育て支援情報の配信

・児童手当(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

・児童育成手当(育成手当18歳に達する日以後の最初の3月31日まで・障害手当20歳未満）

・児童扶養手当(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

・特別児童扶養手当(20歳未満)

・子ども医療費助成(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで）

・ひとり親家庭医療費助成(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

・認可保育所等の整備

・認証保育所への認可化移行支援

・地域型保育事業等

・特別保育サービスの充実【延長、年末、休日、病児・病後児等】

・各種研修の充実

・指導検査

・就学前教育合同研修等の充実

・子ども園における預かり保育の充実

・幼稚園子育て支援事業の実施

・地域子育て支援拠点事業

・生活保護受給世帯の小学生等への地域生活自立支援

・生活保護受給世帯の小中学生及び高校生への学習環境整備支援

・就学援助

・私立幼稚園における預かり保育の実施

・支援施策ガイドの作成・配付

・生活困窮世帯の中学生等への学習支援

・保育園・子ども園等の保護者の負担軽減

・保育園・子ども園等の保護者の多子世帯負担軽減

・区立幼稚園保護者の負担軽減

・私立幼稚園保護者の負担軽減

・定期利用保育の実施

・区立幼稚園における預かり保育の実施

・区立幼稚園における３歳児保育の実施

・私立幼稚園に対する補助金の交付
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妊娠期 中学生
青少年

 15～17歳
若者

18～39歳
3-3 放課後の子どもの居場所の充実

①学童クラブの充実と質の確保

②放課後子どもひろば等の充実

3-4 特に配慮が必要な子どもと家族のために

3-5 ひとり親家庭への支援

3-6 子育てのためのワーク・ライフ・バランスの推進

3-7 外国につながりのある家庭、子どものために

小学生

目
標
３
　
き
め
こ
ま
か
な
サ
ー

ビ
ス
で
全
て
の
子
育
て
家
庭
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す

乳児期
０～２歳

幼児期
３～５歳

・学童クラブの充実

・各種研修の充実

・放課後子どもひろばの拡充

・児童福祉法に基づく放課後等デイサービス

・障害児等タイムケア事業

・保育園等における障害児保育 ・学童クラブにおける障害児保育

・幼稚園における特別支援教育

・中等度難聴児発達支援事業

・障害児者のための居宅介護(ホームヘルプサービス）

・障害児者のための短期入所(ショートステイ）

・生活向上支援事業(ひとり親家庭福祉）(20歳未満)

・ひとり親家庭家事援助者雇用費助成事業

・外国語版生活情報誌の発行

・日本語学習への支援

・日本語サポート指導

・日本語学級の運営

・保育園児等へのサポート

・補装具費の支給

・日常生活用具の支給

・住宅設備改善

・学童クラブと放課後子どもひろばの一体的運営

・保育所等訪問支援事業

・重症心身障害児等在宅レスパイトサービス

・母子家庭等自立支援給付事業

・ワーク・ライフ・バランス

についての意識啓発

・ワーク・ライフ・バランス

推進企業認定制度

・父親の育児参加の促進

・男性の育児・介護サポート

企業応援事業

・育児ママの再就職準備講座

・ペアレントメンターの活用・養成
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点検・評価 

各年度において、PDCA サイクルに基づき、行政評価制度等により各目標の主な事業についての

評価を行い、計画の進捗状況の把握・検証を行うとともに、課題を的確に捉え、計画の見直しを図

ります。 

 また、「教育・保育の量の見込み」や「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」等について

は、各年度の住民基本台帳人口を基に、新宿自治創造研究所が試算した人口推計を使用し、必要に

応じて見直します。 

 さらに、施策をより効果的に推進するため、新宿区次世代育成支援推進本部、新宿区次世代育成

協議会及び新宿区子ども・子育て会議において、計画の進行管理を行います。 

 なお、各会議の資料や議事録は区公式ホームページに掲載しています。 

 

妊娠期 中学生
青少年

 15～17歳
若者

18～39歳
4-1 みんなで子どもの育ち・子育てを支えあえる環境づくり

4-2 子どもの笑顔があふれるまちづくり

4-3 もっと安全で安心なまちづくり

4-4 未来の子どもたちへの環境づくり

幼児期
３～５歳

小学生

目
標
４
　
安
心
で
き
る
子
育
て
環
境
を
つ
く
り
ま
す

乳児期
０～２歳

・家庭・地域の教育力との連携（子育てメッセ）

・北山伏子育て支援協働事業（ゆったりーの）

・落合三世代交流事業

・子育て応援ショップの登録促進

・交通バリアフリーの整備促進

・ユニバーサルデザインまちづくりの推進

・清潔できれいなトイレづくり

・みんなで進める交通安全

・緊急避難場所「ピーポ１１０ばんのいえ」

・安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

・環境学習情報センターの管理運営

・地球温暖化対策の推進

・環境学習・環境教育の推進

・アユが喜ぶ川づくり（神田川河川公園の整備）

・多世代・次世代育成居住支援

・青少年活動推進委員の活動

・児童と高齢者の交流

・安全教育の推進

・新宿区子ども未来基金を活用した助成事業
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1 教育・保育提供区域の設定 

保育提供区域の設定 
 

①東南地域・・・四谷、箪笥町、榎町、角筈特別出張所管内 

②中央地域・・・若松町、大久保、柏木特別出張所管内 

③西北地域・・・戸塚、落合第一、落合第二特別出張所管内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区域別の状況（平成 31 年 4 月 1 日現在）】 

東南地域 中央地域 西北地域 

（四谷、箪笥町、榎町、 

角筈特別出張所管内） 

（若松町、大久保、 

柏木特別出張所管内） 

（戸塚、落合第一、 

落合第二特別出張所管内） 

0～5 歳児人口 5,790 人 0～5 歳児人口 4,250 人 0～5 歳児人口 4,115 人 

施設名 箇所数 定員数 施設名 箇所数 定員数 施設名 箇所数 定員数 

認可保育所 23 2,188 認可保育所 15 1,443 認可保育所 16 1,432 

認 定 こ ど も

園（保育） 
6 847 

認 定 こ ど も

園（保育） 
7 808 

認 定 こ ど も

園（保育） 
4 532 

認証保育所 5 181 認証保育所 6 167 認証保育所 5 206 

その他の 

保育施設 
6 81 

その他の 

保育施設 
1 19 

その他の 

保育施設 
3 58 

計 40 3,297 計 29 2,437 計 28 2,228 

児 童 数 に 占

め る 定 員 の

割合 

56.94％ 

児 童 数 に 占

め る 定 員 の

割合 

57.34% 

児 童 数 に 占

め る 定 員 の

割合 

54.14% 

 

教育、地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定 

 幼児教育施設や地域子ども・子育て支援事業については、現状においても広域利用が行われ、

区域設定の考え方になじまないため、区内全域を一つの区域として設定します。 
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保育提供区域の考え方 

前計画において、地理的条件や交通事情等を踏まえた保育施設の利用状況や保育施設の整備状

況等を勘案し、隣接する 3～4 の特別出張所管内を一つの区域として 3 区域を設定しました。 

保育提供区域は、計画期間中の教育・保育施設の整備の考え方の基本とするものですが、今後

の社会状況や地域の状況に応じて必要が生じた場合には、適正な見直しを行っていきます。 

 

東南地域 

この地域は、子育て世帯の入居が想定されるマンションの建設が進んだほか、平成 29 年度に

西新宿五丁目で大規模な再開発事業が完了するなど、地域の状況が大きく変化しつつあります。 

そうした状況において東南地域では、前計画の 5 年間で積極的な保育所整備に取り組み、認可

保育所 12 か所、認定こども園 1 か所、地域型保育事業 2 か所が開設したほか分園の整備や既存

園の定員拡大等により、定員の確保を図ってきました。その結果、就学前児童数に対する保育定

員の割合は、平成 27 年度の 40.80％から、平成 31 年度は 56.94％まで上昇しました。 

しかし今後、四谷と西新宿エリアで複数の大規模な再開発事業が計画期間内に予定されており、

多いものでは約 500 戸の住戸整備が計画されています。「大規模な再開発事業等による子育て世

帯の大幅増が見込まれる地域」として、保育の提供体制と人口増を含めた地域の保育需要から、必

要と判断される場合には、開発事業等と一体的に保育施設の整備を進めていきます。 

 

中央地域 

この地域は、戸山ハイツ周辺をはじめ、既に定員規模の大きい認可保育所や認定こども園が多く

あります。就学前児童数に対する保育定員の割合は、平成 27 年度時点で 55.35％となっており、

積極的な施設整備を行ってきた他の２地域の現状と同水準の提供体制が、既に確保されていました。 

前計画では、「地域内のみならず、近隣地域の保育ニーズにも対応できる地域」として、一定程度

の近隣地域の需要を受け入れており、この 5 年間では局地的な地域の需要に応じて、エリアを限定

した施設整備を行いました。この間、認可保育所 6 か所、認定こども園 1 か所が開設しています。 

しかし、その間においても、この地域における就学前児童数は増加し、保育需要は年々高まって

います。他の２地域における、就学前児童数に対する保育定員の割合は、ほぼ同水準まで高まって

おり、近隣地域の保育ニーズに対応する傾向は薄まっています。そのため今後は、地域内の保育ニー

ズに対応できなくなることが明らかな場合に、エリアを限定した施設整備を行います。 

 

西北地域 

この地域は、住居専用地域が多く、保育所等の用地や建物の確保が難しい状況があったことか

ら、保育施設が比較的少ない地域でした。しかし前計画の 5 年間で、平成 26 年度時点の就学前

児童数に対する保育定員の割合が区内でも低かった落合第一出張所管内を中心に、積極的な保育

所整備に取り組んできました。その結果、認可保育所 7 か所、地域型保育事業 1 か所が開設し、

西北地域の就学前児童数に対する保育定員の割合は、平成 27 年度の 40.87％から平成 31 年度

は 54.14％まで上昇し、他地域と同水準となりました。 

こうした整備の進捗の結果、区における就学前児童数に対する保育定員の割合は、３区域ともに

ほぼ同水準まで進んできています。今後は、この地域の就学前児童数の状況を詳細に検証した上で、

地域内の保育ニーズに対応できなくなることが明らかな場合に、エリアを限定した施設整備を行い

ます。  
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2 各年度における教育・保育の量の見込み 

教育・保育提供区域ごとに、現在の利用状況及び利用希望から推計した「量の見込み」に対応す

る「確保の内容及び実施時期（確保方策）」を、事業計画として定めます。計画期間中（令和 2 年

度～令和 6 年度）は、本計画に基づき、質の高い教育・保育を計画的に実施していきます。 

 

保育所等                                    

（単位：人） 

東南地域 

令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

０歳 
１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 

定員確保数 378 1,351 1,764 378 1,389 1,819 378 1,377 1,819 384 1,420 1,882 384 1,435 1,918 

量の見込み 332 1,323 1,483 328 1,340 1,552 325 1,343 1,545 325 1,335 1,532 324 1,333 1,527 

差引数 46 28 281 50 49 267 53 34 274 59 85 350 60 102 391 

 

中央地域 

令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

０歳 
１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 

定員確保数 305 929 1,294 305 995 1,375 305 989 1,375 305 983 1,375 305 971 1,375 

量の見込み 230 889 1,086 233 966 1,139 233 963 1,144 233 969 1,136 232 969 1,136 

差引数 75 40 208 72 29 236 72 26 231 72 14 239 73 2 239 

 

西北地域 

令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

０歳 
１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 
０歳 

１・２

歳 

３～５

歳 

定員確保数 244 929 1,303 244 915 1,319 244 951 1,364 244 939 1,364 244 939 1,364 

量の見込み 216 913 1,091 224 883 1,151 224 906 1,120 225 918 1,087 225 923 1,077 

差引数 28 16 212 20 32 168 20 45 244 19 21 277 19 16 287 

 

幼稚園等 

（単位：人）     

幼稚園等 
令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳 

定員確保数 834 1,091 1,117 834 1,091 1,117 834 1,091 1,117 834 1,091 1,117 834 1,091 1,117 

量の見込み 781 931 986 762 966 1,030 737 943 1,070 744 914 1,046 750 923 1,013 

差引数 53 160 131 72 125 87 97 148 47 90 177 71 84 168 104 
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地域子ども・子育て支援事業 
 

事業名 事業概要 単位 

(参考) 

利用実績 

確保数 

量の見込み 

30 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

①延長保育事業 
認可保育所等において、就労等でお迎えが基

本開所時間を超える場合に保育を行う事業 
人 － 

3,712 3,934 4,009 4,115 4,172 

2,218 2,231 2,229 2,215 2,210 

②放課後児童健

全育成事業 

（学童クラブ） 

保護者の就労や疾病のために家庭で継続的に

適切な保護が受けられない小学生を対象とし

て、遊びと生活の場を提供し、健全育成を図る

事業 

人 1,796 

 1,978 2,076  2,174  2,272  2,370 

1,947 2,041 2,140 2,243 2,352 

③子育て短期支

援事業 

（ショートステ

イ・トワイライ

トステイ） 

病気・出産・看護・冠婚葬祭・出張などで、保

護者が夜間も留守になるほか、育児疲れなど、

一時的に子どもの保育ができないときに、区

内の乳児院や区が委託した協力家庭で子ども

を預かる事業 

人日 785 

14,965 15,695 16,425 17,155 17,885 

2,651 2,673 2,676 2,667 2,667 

④地域子育て支

援拠点事業 

地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流

や仲間づくり、育児相談等を行う事業 

か所 － 65 65 65 65 65 

人日 271,980 131,391 130,657 131,176 131,516 131,462 

⑤-１一時預か

り事業 

幼稚園で子育て支援の一環として、教育時間

終了後に子どもを預かる事業 
人日 61,096 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

79,019 80,461 79,926 78,735 78,350 

⑤-２上記以外の

一時預かり事業 

一時的に子どもの保育が必要なときに預かる

事業 
人日 40,271 

66,983 67,200 67,413 67,630 68,446 

46,198 46,255 46,298 46,182 46,103 

⑥病児保育事業 

子どもが病気のとき、又は病気の回復期にあ

り、保育施設等に預けることができないとき

に、集団保育が困難な期間、一時的に保育する

事業 

人日 2,069 

7,411 7,468 7,525 7,582 7,640 

7,296 7,340 7,330 7,287 7,268 

⑦ファミリーサ

ポート事業 

（就学後） 

子育ての援助を行いたい人（提供会員）と受け

たい人（利用会員）を会員とする、区民の相互

援助活動をサポートする事業 

人日 5,454 
5,816 5,887 5,958 6,029 6,100 

5,484 5,635 5,793 5,980 6,132 

⑧養育支援訪問

事業 

養育支援が特に必要と認めた家庭に専門的な

ヘルパーを派遣し、保護者の育児・家事等の養

育能力を向上するための支援を行う事業 

件 401 
－ － － － － 

483 483 483 483 483 

⑨利用者支援事

業 

子どもや保護者が、教育・保育や地域子育て支

援事業等の中から適切なものを選択し、円滑

に利用できるよう、身近な場所で情報提供、相

談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を行う事業 

か所 12 

12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 

⑩妊婦健康診査 

母体や胎児の健康を守るために必要な妊婦健

康診査を医療機関に委託して実施し、費用の

一部を助成する事業 

人 2,991 
－ － － － － 

2,846 2,832 2,823 2,810 2,795 

回 30,579 
－ － － － － 

30,452 30,302 30,206 30,067 29,907 

⑪乳児家庭全戸

訪問事業 

生後 4 か月以内の赤ちゃんのいる家庭を訪問

指導員（助産師・保健師等）が訪問する事業 
人 2,395 

－ － － － － 

2,466 2,487 2,482 2,484 2,479 

⑫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 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入

の促進に関する調査研究その他、多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の

設置又は運営を促進するための事業 

－ 

【実施についての考え方】 

民間事業者への支援チームを設け、新規施設等に対

する実地支援、相談・助言、特別な支援が必要な子

どもを受け入れる場合の支援、開設後の支援（巡回

支援含む）等を行います。 

⑬実費徴収に係

る補足給付を

行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定

教育・保育施設等に対して保護者が支払うべ

き日用品、文房具その他の教育・保育に必要な

物品の購入に要する費用又は行事への参加に

要する費用等を助成する事業 

－ 

【実施についての考え方】 

今後の状況を踏まえ、実施の可否も含めて検討して

いきます。 

 

（注１）「④地域子育て支援拠点事業」及び「⑨利用者支援事業」の確保数は、箇所数で示します。 

（注２）「⑧養育支援訪問事業」、「⑩妊婦健康診査」及び「⑪乳児家庭全戸訪問事業」の確保数は、数値を明示するこ

とは求められていません。また、「⑫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」及び「⑬実費

徴収に係る補足給付を行う事業」の量の見込み・確保数は、数値を明示することは求められていません。 
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