
３　子育て家庭の支え合い

３－１子育て意識
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な
取り組み内容

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・育児相談　　24回開催　2,287
人
・子育て講座（栄養編）
　　4回開催　121組参加
・子育て講座（２歳児クラス）
　1コース３日間　6回開催
　　　延べ参加人数160人
・２歳児すくすくクラス
　5回開催　　延べ参加人数313
人
・ほっとサロン　12回開催　87組
参加
・離乳食講習会　１２回開催
　述べ 249人
・ぱくぱく相談　２４回開催　255
人参加
・マタニティークッキング　18回開
催
　　延べ参加人数323人　個別相
談　113件
・若年ママクラス　12回開催　延
べ参加組数　119組

0702 保育課 継続

・保育園で育てた野菜や果物を
調
　理保育で使用し、食べる。
・離乳食講習会、栄養相談等に
お
　いて、素材の選び方や調理方
法
　などについて説明する。

1502 学校運営課継続

地場野菜を給食で使用し、生産
者が野菜について学校で話した
り、児童がとうもろこしなどの皮む
きを行い、食についての知識を
深めた。

0101
企画政策課

実施

・市全体での計画的かつ総合的
な食育を推進するため、西東京
市食育推進計画を策定した。
・食育に関する各事業を体系的
に位置付け、相互の連携を図り、
教育、気づき、行動変容の相乗
的な効果を発揮する仕組みを構
築していく。
・食育に関するモデル事業「食と
はたけの学校」を実施し、農業体
験をするとともに、都市農業の実
態及び食育に関する教育を行
い、行動変容に導く仕組みを検
討した。

0602

生活文化課
（消費者セ
ンター）

実施

・親子を対象とした施設見学につ
いては参加者極少により中止
・8月27日｢親子で楽しくたらこス
パゲッティを作ろう｣を題材に親
子12組（26人）で調理実習を実
施した。

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

栄養・食生活に関する教育・相談の実施

母親学級・乳幼児健診・離乳食講習会、育児相談
などでの栄養・食生活に関する相談や教育を実施
し、家庭の食生活での食育の取り組みを推進す
る。

1
重-6

新規
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0402 産業振興課実施
平成20年10月18日（土）
14名参加、協力農家１軒、坂の
ある町コース

1502 学校運営課実施

栄小学校を研究指定校として指
定し、食育研究事業を実施する
中で、地元農家の方を「お米の
先生」としてゲストティチャーに招
き、専門的に指導してもらうなど
の活動を行った。

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・育児相談　　24回開催　2,287
人
・子育て講座（栄養編）
　　4回開催　121組参加
・子育て講座（２歳児クラス）
　1コース３日間　6回開催
　　　延べ参加人数160人
・２歳児すくすくクラス
　5回開催　　延べ参加人数313
人
・ほっとサロン　12回開催　87組
参加
・離乳食講習会　１２回開催
　述べ 249人
・ぱくぱく相談　２４回開催　255
人参加
・マタニティークッキング　18回開
催
　　延べ参加人数323人　個別相
談　113件
・若年ママクラス　12回開催　延
べ参加組数　119組

1603 公民館 継続

・保育付講座の実施
　乳幼児を持つ若い女性を対象
にした講座の実施
　7講座　総計89回　延べ1,105
人
・保育付講座をPRするための「保
育室プレ体験」　　10回　親子77
組
・情報の提供
　掲示板、パンフレットコーナー
での情報の提供、問い合わせの
あった市民への学習相談の実施
・公民館運営審議会の答申
　公民館における「子育て支援」
の役割に対する答申、が提出さ
れ、従来の公費保育制度の名称
を『学習支援保育』と改称するよ
う提言を受ける。

0701
子育て支援
課 検討 検討

新規

地域や家庭における食育の推進

農業マップの作成や農産物の販売、農業景観散
策での地域農家と市民の交流事業を推進する。ま
た、学校での地場野菜の活用を通じて、食の安全
や農業について関心を深める。2

重-6

子育てに関する学習機会の充実

妊産婦や乳幼児の健康増進のため、母親学級注
１）、両親学級注２）、育児学級注３）、各種の講
習・講座・講演、健康教育・グループワークの機会
や知識の普及、仲間づくりなどの内容を見直し、
充実する。
また幼児期だけでなく、思春期の子どもをもつ親
に対する学習機会についても検討する。

(再掲)3-2-2-(1)､3-2-2-(2)､4-2-1

3 継続
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0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・広場における年間父親来所数
は２広場合計で１，７５３人（祖父
も含む）。

0401 生活文化課実施

　国や都等関係機関からの啓発
ポスターやチラシを掲示及び配
布。「ワーク・ライフ・バランスって
なに」を表題に講座を開催。
男女平等情報誌パリテ創刊号・2
号おにおいて「ワーク・ライフ・バ
ランスってなに？（仕事と家庭の
調和）」を年間のテーマに、必要
性を色々な角度から取り上げた。
またホームペ－ジを活用し啓発
を行った。　　　　　　第2次男女
平等参画推進計画を策定し、
「父親の育児休業の取得に向け
た啓発」　を引き続き盛り込み、
啓発を進めた。

1603 公民館
継続
試行

・平日夜間　4講座
・土日　4講座

0401 生活文化課試行

男女平等参画推進計画の「子育
てへの社会的支援の充実」、「男
女ともに家庭的責任と両立できる
就業環境づくり」の啓発を計画と
して進めた。また「ワーク・ライフ・
バランス（生活と仕事の調和）」を
テ－マに講座を実施。

1603 公民館 試行
・平日夜間　4講座
・土日　4講座

0701
子育て支援
課 実施

子どもの権利に関する条例策定
に向けてアンケート調査を実施

継続

父親の育児参加の推進

子育ての男女共同参画を推進するため、男性が
育児休業や子育て休暇をとりやすい職場環境づく
りや育児休業法の周知徹底、企業に対する啓発
を図る。
男性の育児や家事への参画を促すため、男性へ
の学習機会や情報の提供を推進する。そのため
に、男性が参加しやすい企画や事業、参加方法
を検討する。

(再掲)3-2-2-(1)､4-1-1

4

子育て意識の啓発の推進

子育ての責任が果たせるよう支援する事業の展開
を図るとともに、親の気持ちや意見を子どもたちに
届ける場、機会づくりをすすめる。
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0704

子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・育児相談　　24回開催　2,287
人
・子育て講座（栄養編）
　　4回開催　121組参加
・子育て講座（２歳児クラス）
　1コース３日間　6回開催
　　　延べ参加人数160人
・２歳児すくすくクラス
　5回開催　　延べ参加人数313
人
・ほっとサロン　12回開催　87組
参加
・離乳食講習会　１２回開催
　述べ 249人
・ぱくぱく相談　２４回開催　255
人参加
・マタニティークッキング　18回開
催
　　延べ参加人数323人　個別相
談　113件
・若年ママクラス　12回開催　延
べ参加組数　119組

0703
児童青少年
課

継続

・青少年健全育成諸活動を行う
各種団体への後方支援を行っ
た。
・育成会全体事業「歩け歩け
会」、各育成会においての事業
展開を支援した。

0701
子育て支援
課 検討 調査・研究

継続5

地域の子育て意識の醸成

個々の家庭、幼稚園・保育園、学校だけでなく、
地域で子どもを育てるという意識を高めるための
活動を、青少年育成会等と連携しながら推進す
る。　(再掲)4-4

6 継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－１子育ての支え合い意識
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な
取り組み内容

0704
子ども家庭
支援セン
ター

継続

・養成講習会を４日間の集中講
義とするなど、参加しやすくする
ことにより、参加者が１８人（Ｈ19）
から３８人（Ｈ20）に増加した。
・連絡会については、交流会を
合わせて行い、参加者が延５３人
（Ｈ19）から延１５３人（Ｈ20）に増
加した。

2002
社会福祉協
議会

実施
・市からの受託により事業を継続
実施した。

0702 保育課 継続
高校生の奉仕体験活動を受け
入れた。

2002
社会福祉協
議会

実施

・夏！体験ボランティアを実施す
ることにより、ボランティア体験を
した。
・大学生がボランティアとして活
動拠点を使い、子育て支援活動
を行い、それを支援した。

0701
子育て支援
課 実施

子どもの権利に関する条例策定
委員会での調査・検討にあわせ
て子どもヒアリングをする学生サ
ポーターを募集し、養成講座を
実施。

0703
児童青少年
課

継続

本年度、武蔵野大学からのイン
ターンシップ受け入れを予定して
いたが、大学からの依頼はな
かった。
なお、武蔵野大学をはじめとして
都内の学校から実習生の受け入
れおよび中学生の職場体験を受
け入れている。

0702
保育課

継続

インターシップ制度ではないが武
蔵野大学看護学部の小児看護
学実習、保育学科の保育実習、
都立高校の職場体験を受け入れ
た。

高校生、大学生のボランティア活動支援事業の推
進（再掲）

2-3､(再掲)2-5

新規2

新規

インターンシップ制度による高校生、大学生の子
育て体験の充実（再掲）

2-3､(再掲)2-5

3

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

継続

ファミリー・サポート・センター事業の充実

仕事と育児の両立や、在宅で子育てをしている家
庭への支援の環境整備の一環として、保育ニーズ
に対応した相互支援体制を充実するため、ファミ
リー・サポート・センターに関する情報をわかりや
すく提供する方法、利用規則の改善や障害児利
用の充実、サポ－ト会員の養成プログラムの内容
および方法の充実を総合的に検討する。

(再掲)4-1-11
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19.7月組
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20年度
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課番
号
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継続/
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担当課 実績
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0101 企画政策課継続

・NPO等企画提案事業を通して、
子育て分野で活動しているNPO
等市民活動団体の活動を支援し
た。
・子育て分野で活動している
NPO等市民活動団体や自分が
望む子育て環境を自らの手でつ
くり出そうとする市民が市民活動
に参加しやすい環境の充実を図
るため、市民協働推進センター
を整備した。
・子育て分野で活動している
NPO等市民活動団体や自分が
望む子育て環境を自らの手でつ
くり出そうとする市民の情報環境
を整備するために、地域活動情
報ステーション（市民活動支援
ホームページ）を構築した。

0702 保育課 継続

基幹型保育園に設置された地域
子育て支援センターにおける子
育て家庭や親子グループの交流
の場を提供した。また、保健師や
栄養士のコメントを載せた情報誌
を発行した。

0704
子ども家庭
支援セン
ター

継続

・人形劇や季節の歌の催しを９回
実施し、延３００人が参加した。
・４月にオープンした住吉会館の
子育てグループ活動室を延１０７
グループが利用し、活動した。

0703
児童青少年
課

継続

市内全児童館において子育て支
援事業を実施。単設の学童クラ
ブ施設を活用した乳幼児親子を
対象とした出前児童館事業を実
施した。
北原学童クラブに引き続き、谷
戸・向台・向台第二学童クラブの
事業運営を地域で子育て支援に
係わる事業を展開するＮＰＯに
業務委託を行った。

2002
社会福祉協
議会

実施

・活動拠点における子育てグ
ループの支援を実施。
・子育てグループに対し、活動費
の助成を行った。
・イベントの一つのブースとして、
昔遊びを通して世代間交流を
図った。

継続

子育ての仲間づくり、子育てＮＰＯ・グループ等の
支援の充実（再掲）

1-2-1

4
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1601 社会教育課実施

人材（講師・指導者）情報提供事
業の中で、市内にお住まいの方
で知識・経験・技術を地域や
サークル活動等に役立てたい方
を、生涯学習指導者として登録
を受付て、事業を実施した。

2002
社会福祉協
議会

実施

・東京都教育庁の委託事業によ
り、都立保谷高校における教育
支援コーディネートを行った。
・都立田無高校、都立武蔵高校
の奉仕活動教科に協力した。

2003
シルバー人
材センター

実施

小中学生対象各種教室の開催
（継続）
○東伏見教室
　学習教室
　　小学生算数・国語
　　中学生英語・数学・国語
　その他教室
　　小学生習字
○西原教室
　学習教室
　　小学生算数・国語
　　中学生英語・数学・理科

小学生対象夏休み無料手芸教
室の開催（継続）

1999
関係各課

5

地域の人材発掘・活用の推進（再掲）

1-2-1､(再掲) 4-3

継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（１）学習の機会
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な

取り組み内容

0703
児童青少
年課

継続

親子を対象とした「プレイリー
ダー養成講座」を実施した。
また、小学校の校庭などを活用
した出前児童館や育成会と協力
しデイキャンプなどを実施しリー
ダー養成に努めた。

0701
子育て支援
課

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・育児相談　　24回開催　2,287
人
・子育て講座（栄養編）
　　4回開催　121組参加
・子育て講座（２歳児クラス）
　1コース３日間　6回開催
　　　延べ参加人数160人
・２歳児すくすくクラス
　5回開催　　延べ参加人数313
人
・ほっとサロン　12回開催　87組
参加
・離乳食講習会　１２回開催
　述べ 249人
・ぱくぱく相談　２４回開催　255
人参加
・マタニティークッキング　18回開
催
　　延べ参加人数323人　個別相
談　113件
・若年ママクラス　12回開催　延
べ参加組数　119組

1603 公民館 継続

・保育付講座の実施
　乳幼児を持つ若い女性を対象
にした講座の実施
　7講座　総計89回　延べ1,105
人
・保育付講座をPRするための「保
育室プレ体験」　　10回　親子77
組
・情報の提供
　掲示板、パンフレットコーナー
での情報の提供、問い合わせの
あった市民への学習相談の実施
・公民館運営審議会の答申
　公民館における「子育て支援」
の役割に対する答申、が提出さ
れ、従来の公費保育制度の名称
を『学習支援保育』と改称するよ
う提言を受ける。

0701
子育て支援
課 検討 検討

0701 後期
子育て支援
課

後期

0702 後期 保育課

0704 後期
子ども家庭
支援セン
ター

2

子育てに関する学習機会の充実（再掲）

3-1､(再掲) 3-2-2-(2)､4-2-1

幼稚園、保育園における子育てに関する学習の
機会の検討

幼稚園・保育園での父母会とともに、これから子ど
もを持つ人に子どもの育ちを体験してもらうため、
幼稚園・保育園での実際の子どもたちとのふれあ
いを中心とした父母教室の開催を、母子保健と連
携して推進する。

3

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

プレイリーダーの養成と活用（再掲）

1-2-1､(再掲)1-2-2、4-4

1 継続

継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（１）学習の機会
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な

取り組み内容

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

0704
子ども家庭
支援セン
ター

継続

・基幹型保育園や児童館と連携
し子育て講座や子育て情報の提
供を行った。
・住吉会館内の子育てサークル
活動室の貸し出しを行い子育て
グループの活動場所の提供を
行った。
・ピッコロ広場に加えのどか広場
が開設し、土、日を開所し、年間
の父親の来館者延べ数はのどか
広場９０７人ピッコロ広場８４６人
だった。

0702 保育課 継続

基幹型保育園において、グルー
プ交流、子育て講座等を通して
地域の子育て家庭の支援を行っ
た。

0703
児童青少
年課

検討・実
施

児童館における各種イベントや、
学童クラブにおける父母会共催
行事の際の父親への協力要請と
参画の積極的な呼びかけを図っ
た。

1603 公民館 継続

「紙ヒコーキを飛ばそう」「エイ
サーを踊ろう」を実施し、親子で
地域の活動に参加する機会を提
供した。「紙ヒコーキ」は、すべて
が父子親子であった。

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・広場における年間父親来所数
は２広場合計で１，７５３人（祖父
も含む）。

0401
生活文化
課

実施

　国や都等関係機関からの啓発
ポスターやチラシを掲示及び配
布。「ワーク・ライフ・バランスって
なに」を表題に講座を開催。
男女平等情報誌パリテ創刊号・2
号おにおいて「ワーク・ライフ・バ
ランスってなに？（仕事と家庭の
調和）」を年間のテーマに、必要
性を色々な角度から取り上げた。
またホームペ－ジを活用し啓発
を行った。第2次男女平等参画
推進計画を策定し、「父親の育
児休業の取得に向けた啓発」
を引き続き盛り込み、啓発を進め
た。

1603 公民館
継続
試行

・平日夜間　4講座
・土日　4講座

父親の育児参加の推進（再掲）

3-1､(再掲)4-1-1

5

家庭教育支援事業の推進 （再掲）

1-1-1

継続4

継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（１）学習の機会
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な

取り組み内容

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

1604 6

読み聞かせリーダー育成事業の推進（再掲）

1-2-2
継続 図書館

継続
実施

フォローアップ講座（２回）を実施
各館にて活動していくことを目的に研修
を実施した。
９月からおはなし会に参加



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（２）交流
19.7月組織
改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な
取り組み内容

0703
児童青少年
課

継続

小学校の校庭などを活用した出
前児童館や育成会と協力しデイ
キャンプなどを実施した。
放課後子どもプランにおける放
課後子ども教室推進事業につい
ては、教育委員会部局において
検討。

1601
社会教育課

0704 2

（仮称）こどもの総合支援センターにおける子育て
グループの活動場所確保と活動の推進

（仮称）こどもの総合支援センターに子育てサーク
ルや子育て関連のボランティアの活動場所を確保
するとともに、活動を推進することを検討する

新規
子ども家庭
支援セン
ター

継続
・４月にオープンした住吉会館の
子育てグループ活動室を延１０７
グループが利用し、活動した。

0702 3

園庭開放の推進

乳幼児とその親の交流と遊び場づくりのため、保
育園の園庭開放を推進し、一層の充実を図る。

(再掲)4-4

継続 保育課 継続
地域の子育て家庭等と交流を図
るため保育園園庭の開放を実施
した。

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・ファミリー学級　1コース３日間
１8回開催　延べ参加人数　１，
412人
・育児相談　　24回開催　2,287
人
・子育て講座（栄養編）
　　4回開催　121組参加
・子育て講座（２歳児クラス）
　1コース３日間　6回開催
　　　延べ参加人数160人
・２歳児すくすくクラス
　5回開催　　延べ参加人数313
人
・ほっとサロン　12回開催　87組
参加
・離乳食講習会　１２回開催
　述べ 249人
・ぱくぱく相談　２４回開催　255
人参加
・マタニティークッキング　18回開
催
　　延べ参加人数323人　個別相
談　113件
・若年ママクラス　12回開催　延
べ参加組数　119組

4

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

新規

「遊びの学校」事業の検討・実施（再掲）

1-2-2(再掲)4-4

1
重-3

子育てに関する学習機会の充実（再掲）

3-1、3-2-2-(1)､4-2-1

継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（２）交流
19.7月組織
改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な
取り組み内容

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

1603 公民館 継続

・保育付講座の実施
　乳幼児を持つ若い女性を対象
にした講座の実施
　7講座　総計89回　延べ1,105
人
・保育付講座をPRするための「保
育室プレ体験」　　10回　親子77
組
・情報の提供
　掲示板、パンフレットコーナー
での情報の提供、問い合わせの
あった市民への学習相談の実施
・公民館運営審議会の答申
　公民館における「子育て支援」
の役割に対する答申、が提出さ
れ、従来の公費保育制度の名称
を『学習支援保育』と改称するよ
う提言を受ける。

0701
子育て支援
課

検討 検討

0702 保育課 継続

保育園における中高生のボラン
ティアを受け入れた。
・ボランティアセンターからの依
頼
・個人からの申込

1503 教育指導課 実施

・各中学校の実態に応じ、職場
体験で、幼稚園や保育園におけ
るボランティア体験を実施した。

0701
子育て支援
課 検討 調査・研究

0704
子ども家庭
支援セン
ター

継続

・住吉会館内にのどか広場が開
設し、延24,726人の親子が利用
した。ピッコロ広場利用は27,016
人だった。
・ボランティアによる人形劇や絵
本の読み聞かせ、毎月の誕生会
などを実施した。
・地域支援ワーカーが、気軽に
相談にのったり、初めて来た親子
へ積極的に声かけをし、仲間づ
くりのきっかけを作った。
・相談によっては、子ども家庭支
援センターや母子保健などにつ
なげ、支援を図った。

0703
児童青少年
課

継続

市内全児童館において子育て支
援に係わる事業を定期的に実施
した。
また、児童館と基幹型保育園と
の連携事業も定期的に実施し定
着した。

乳幼児とふれあう場づくりの推進（再掲）

2-1(再掲)4-1-1

5 新規

6 継続

子育てひろば事業の充実

児童館・ピッコロハウスで実施している子育てひろ
ば事業を充実し、市民との連携を深める



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（３）相談
19.7月組織
改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な

取り組み内容

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・市報、ホームページ、リーフレッ
ト、子育てハンドブック等で子育て
支援関連の情報を提供した。
・子育て関連の情報を掲示し、問
合わせがあった際には電話等で
仲介を行った。

0104
情報推進課

1999
関係各課

0604 障害福祉課 継続
相談事例に対し、必要に応じて関
係各課との連携を図った。

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

広報に「ことば」「からだ」の相談事
業を定期的に掲載し、相談事業を
実施。また日常的に相談係・母子
保健係・発達支援係が連携し、適
宜相談事業を実施した。

1503

教育指導課
（教育相談
センター）

継続

市立小・中学校特別支援学級(固
定制)、都立特別支援学校(盲・ろ
う・養護)への就学・転学相談、通
級指導学級への入級相談を行っ
た。学校において臨床心理士（週
１回派遣）による相談を行った。
また、保育園に対して7月から3月
までの間、月１回（6時間）臨床心
理士を派遣し、保育士、保護者の
相談に応じた。

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

相談に関する情報提供の充実

市報や市のホームページでの情報提供、インター
ネット活用、子育て施設等での相談に関する情報
提供を継続して進めるとともに、青少年も含めた子
ども・子育てに関わる情報の一元化を図るよう検討
していく。
また、ＩＴネットワークを活用した子育て家庭の相互
交流活動の活性化について検討する。

1
重-5

継続

障害のある子どもの療育・教育相談事業の推進

電話・来所・巡回等、多様な形態での療育や教育
に関する相談を推進する。
早期から障害児の相談を受けるとともに、就学相談
を適切にすすめられるよう、こどもの発達センター
（（仮称）こどもの総合支援センター）、幼児施設など
関係機関とより一層の協力・連携を図る。
就学後も、相談事業の継続と支援の充実を図る。

(再掲)4-1-2

2
重-9

継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（３）相談
19.7月組織
改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な

取り組み内容

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・育児相談事業（24回開催）
　来所者　2,287人
・こんにちは赤ちゃん訪問
　延べ訪問件数　1532件
・新生児・産婦相談電話
　延べ人数　　446件
・ファミリー学級にて先輩パパ、マ
マの育児の体験談を聞き、赤ちゃ
んのいる生活についてのイメージ
化をはかった。
　1コース３日間　１8回開催　延べ
参加人数　１，412人
・住吉会館に移転し月曜日から土
曜まで相談を実施。新規相談
ケース435件活動延べ数6,721
件。
・子育てに関するあらゆる相談に
応じ、関係機関と連携して、子育
て家庭への支援に努めた。親、家
族等からの相談件数は167人。広
場での相談延べ件数800件

0702 保育課 継続

地域型保育園の相談事業に加え
３か所の基幹型保育園に設置さ
れた地域子育て支援センターに
よる育児・子育て相談事業を実施
した。

0703
児童青少年
課

継続

市内全児童館において子育て支
援に係わる事業を定期的に実施
した。
地域の子育て経験者（先輩パパ
ママ）による子育て相談の実施し
た。
また、児童館と基幹型保育園との
連携事業も定期的に実施し定着
した。
西原北児童館において経年劣化
に伴う施設の大規模改修にあわ
せ、年長児童への相談対応等の
ための機能の整備を実施した。

1503

教育指導課
（教育相談
センター）

0704
子ども家庭
支援セン
ター

継続

要保護児童対策地域協議会研修
「児童虐待とネットワーク」を開催、
市内の保育園、学校等関係職員
１５名が参加した。
・こんにちは赤ちゃん訪問事業に
携わる訪問指導員を対象に、月1
回・年12回症例検討会を実施し
た。
・こんにちは赤ちゃん訪問事業に
関する研修を関係職員を対象に
開催した。

1999
関係各課

3
重-
10

子育て相談担当者の研修事業の充実

保健・福祉・教育等、さまざまな機関における子育
て相談担当者の研修を充実する。

継続4

育児・子育て相談事業の充実

母子保健事業の育児相談の充実、とりわけ訪問相
談の充実を図る。（仮称）こどもの総合支援セン
ター、地域子育て支援センター、保育園、児童館な
ど、多様な場所で行われることになる子育て相談事
業との役割分担と協働を推進する。
地域の子育て経験者（先輩パパママ）による子育て
相談の実施を検討するとともに、中高生やその保護
者のための相談体制を充実する。

(再掲)3-2-2-(4)､4-2-1

継続



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（４）情報
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な
取り組み内容

0103 秘書広報課継続

情報の発信を速やかに行うことに
より、多く市民への周知がはかれ
た。ホームページについては、
「地域活動情報ステーション」サ
イト（企画政策課）へのリンク（バ
ナー）をトップページに設置し
た。

0702 保育課 充実

・市ホームページに認可保育所
の欠員状況及び認可保育園、認
可外保育施設についての情報を
掲載した。また、一部書類のダウ
ロードを実施した。
・認可保育所案内、保育園のし
おり、認可外保育室の案内の各
冊子作成した。また、子育て支援
センターのＰＲ誌を毎月発行し
た。
・市ホームページに基幹型保育
園の情報提供を掲載した。

0701
子育て支援
課

実施 子育てハンドブックの発行

1999
関係各課

0401 2

外国語による広報活動の充実

生活に関わる内容のパンフレットについて、市民・
ＮＰＯの協力を得て、作成を検討する。 継続 生活文化課継続

市報から必要な情報を抜粋し、
平易な日本語を及び英語・中国
語・ハングルで毎月1回「くらしの
情報」ををＮＰＯ法人西東京市多
文化共生センターに委託し、発
行した。

0704 3

救急医療情報提供の充実

市報や市のホームページを通じて、救急医療情
報の提供を充実する。

継続

子ども家庭
支援セン
ター（母子
保健係）

継続

市報・ホームページへ休日診療
情報を掲載。
夜間救急医療の情報をホーム
ページ・健康事業ガイドへ掲載
２４時間医療機関案内「ひまわり」
を市報・ホームページ・健康事業
ガイド・子育てハンドブックへ掲
載

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

継続

子育て家庭への情報提供の充実

市報、市のホームページ、パンフレット、リーフレッ
ト、機関誌などを通じて、子育てＮＰＯ・グループや
幼稚園・保育園・学校などの子育て情報を充実す
る。
(再掲)4-1-1

1
重-5



３　子育て家庭の支え合い

３－２子育ての支え合い

３－２－２子育ち・子育てに関する支え合いの状況（４）情報
19.7月組
織改正

20年度

所管
課番
号

番号 施策・事業名及び内容
継続/
新規

担当課 実績
具体的な
取り組み内容

子育て支援計画（平成19年度～21年度）進捗状況調査票

0704
子ども家庭
支援セン
ター

実施

・育児相談事業（24回開催）
　来所者　2,287人
・こんにちは赤ちゃん訪問
　延べ訪問件数　1532件
・新生児・産婦相談電話
　延べ人数　　446件
・ファミリー学級にて先輩パパ、マ
マの育児の体験談を聞き、赤
ちゃんのいる生活についてのイ
メージ化をはかった。
　1コース３日間　１8回開催　延
べ参加人数　１，412人
・住吉会館に移転し月曜日から
土曜まで相談を実施。新規相談
ケース435件活動延べ数6,721
件。
・子育てに関するあらゆる相談に
応じ、関係機関と連携して、子育
て家庭への支援に努めた。親、
家族等からの相談件数は167
人。広場での相談延べ件数800
件

0702 保育課 継続

地域型保育園の相談事業に加
え３か所の基幹型保育園に設置
された地域子育て支援センター
による育児・子育て相談事業を
実施した。

0703
児童青少年
課

継続

市内全児童館において子育て支
援に係わる事業を定期的に実施
した。
地域の子育て経験者（先輩パパ
ママ）による子育て相談の実施し
た。
また、児童館と基幹型保育園と
の連携事業も定期的に実施し定
着した。
西原北児童館において経年劣
化に伴う施設の大規模改修にあ
わせ、年長児童への相談対応等
のための機能の整備を実施し
た。

0705
健康年金課

実施

市報や市のホームページ、年1
回全戸配布の西東京市健康事
業ガイド、窓口で配布している西
東京市医療マップに、休日の応
急診療情報を掲載した。

0701 5

子育て施設・遊び場マップ等作成の検討

市内の子育てグループ等に参加してもらい、子ど
もたちが遊べる施設や場所等の情報を掲載した
「子育て施設・遊び場マップ」の作成・配布に努
め、施設の有効利用を図る。

後期
子育て支援
課

後期

育児・子育て相談事業の充実（再掲）

3-2-2-(3)､(再掲)4-2-1

継続4


