
三鷹市の子ども・子育て支援施策について

三鷹市子ども・子育て支援ビジョン

三鷹市教育ビジョン2022

第２期三鷹市子ども・子育て支援事業計画に基づく

三鷹市子ども政策部
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未来を

つくり

出す力

人間力夢 を 持 ち

明日に向かって行動し

友だちと共感できる子ども

三鷹市 市民参加でまちづくり協議会 政策テーマ研修

テーマ「子育て支援」
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● 面積 16.42 ｋｍ２

● 人口（R3.4.1） 190,774人（96,408世帯）

● 就学前児童数（R3.4.1） 9,288人

・保育施設 4,474人（48.2％）

認可保育園 3,892人、認証保育所等 461人、地域型・認定子ども園 121人

・幼稚園 2,294人（24.7％）

うち484人は新2号（保育の必要性あり）児童

・未就園※ 2,520人（27.1％）※認可外保育施設利用者を含む。

0～2歳児 2,237人、3～5歳児 283人

● 三鷹市に暮らす子育て世帯

（未就学児のいる世帯を対象とした平成30年度実施の子育て支援ニーズ調査より）

・ほとんどの世帯が夫婦と子どもの核家族 94.0％、3世代同居は 4.7％

・ひとり親世帯は 0.9％

・母親の3分の２は就労し、就労中の母親の８割以上は週5日以上の勤務

・子育てを主に担うのは、母親57.4％で母親と父親の2人でが41.2％

・子育ての相談相手は、1位友人知人、2位祖父母等親族、3位保育園等の先生

１ 三鷹市の現状



２ 子育て世帯の不安
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ひとり親でも
育てていける
かしら…

保育園に入れるかな？

子育てにはお金がかかる？

みんなと同じように
成長してる？

いつも泣いてばかり

ぜんぜん自分の時間が
持てなくて…

赤ちゃんが生まれて嬉しいはずが、
子育ては手探りの日々

相談できる人がいない…

子育てを手伝ってくれる人
が近くにいないんだけど…

パパが子育てに無関心

母乳が出なくても大丈夫？

ちゃんと大きくなって
いるかしら…

ぜんぜん寝てくれなくて…

経済的に余裕
がなくて…



4

３ 子どもと子育て家庭を支える計画の体系
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めざす子ども像

「夢を持ち、明日に向かって行動し、友達と共感できる子ども」

～心豊かな体験の中で、未来をつくり出す力と人間力の基礎をつくる～

・心も体も健康で情緒の安定した子ども ～元気にあそぶ～

・自然を大切にするとともに、他者との信頼関係が結べる社会力（社会性）のある子ども ～仲間とあそぶ～

・自分の思いを責任を持って主張をしたり、自分の気持ちを調整する力のある子ども ～ルールのある中であそぶ～

・豊かな感性や思考力、創造力をもつ子ども ～豊かな発想を持ちあそぶ～

・さまざまなあそびをとおして、自分から意欲的に環境に働きかけるとともに、自然に親しみ地域社会と交流する子ども

～まわりにある環境に自らかかわってあそぶ～

４ 三鷹市のめざす子ども・子育て支援（指針）

三鷹市子ども・子育て支援ビジョン（R2.3月策定）

めざす子ども像

「「人間力」と「社会力」を兼ね備えた子ども」

・自分を愛し、他人を愛し、三鷹を愛する人

・確かな学力と健康でたくましい心身を備え、自ら学び続ける人

・規範意識を備え、社会の一員として自ら責任のある行動がとれる人

・自分の考えをもち、他者と豊かにコミュニケーションがとれる人

・国際的な視野とチャレンジする心をもち、積極的に社会や地域に貢献できる人

三鷹市教育ビジョン（R2.3月策定）
成長



具体策

めざす子ども像の実現に向け、

親が親として育ち、親子の愛着関係を基盤とした子どもの健やかな育

ちを地域全体で支えるこども・子育て支援の充実

～ライフステージに応じた妊娠期からの切れ目のない支援～

幼少期

「夢を持ち、明日に向かって行動し、友達と共感できる子ども」

～心豊かな体験の中で、未来をつくり出す力と人間力の基礎をつくる～

学齢期

「「人間力」と「社会力」を兼ね備えた子ども」
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４ 三鷹市のめざす子ども・子育て支援（指針⇒行動計画）

三鷹市子ども・子育て支援事業計画（R2.3月策定）

めざす子ども像
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６つの基本方針

Ⅰ 多様な主体の参画と協働による地域子育て環境の整備

子育てしやすいまちの環境整備、多様な担い手による子ども・子育て支援の充実

Ⅱ 健やかに育つための子ども・家庭支援

家庭の子育て力向上、子育て世帯に寄り添った切れ目ない子育て支援、

子育て世帯を取り巻く生活環境の整備、社会的養護体制の強化

Ⅲ 子どもの育つ力を引き出す保育環境の充実

保育施設等の充実、保育サービスの充実と質の向上、幼・保・小の連携

Ⅳ 子どもの生きる力を育む教育環境の整備(※教育ビジョン2022より)

豊かな心と健やかな体の育成、学校教育の充実、個に応じた指導・支援の保障、学校環境の整備

Ⅴ 子どもの総合的な育成環境の整備

学童保育所の充実、総合的な子どもの居場所づくり、子ども・若者支援の充実

Ⅵ 子育て支援施策の質の向上をめざした検証・研究

子ども・子育て支援施策の評価・検証、三鷹らしい教育・子育て支援の研究

５ 第2期子ども・子育て支援事業計画（R２.３月策定）
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基本方針Ⅰ
多様な主体の参画と協働による地域子育て環境の整備

１ 地域ぐるみの子ども・子育て支援の推進

①子ども憲章の周知、②子どもの権利条約の啓発、③子どもの貧困対策の推進

⇒ 子どもを大切に思う、地域ぐるみで「子ども・子育て支援」という意識を育む

２ 幅広い行政分野における子育て環境の整備

①子育てしやすい就労環境、②子育てしやすい住環境、③安全・安心につながる

取り組み

⇒ 子育て家庭が暮らしやすい周辺環境を整備する

３ 地域における新たな子育て人財の育成

①子育て人財の育成、②ファミサポ事業の充実、③地域の活動、地域の団体との連携

⇒ 子どもの育ち、子育て支援に関わる人を増やす

子ども・子育て
支援ビジョン
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基本方針Ⅱ
健やかに育つための子ども・家庭支援

１ 家庭の子育て力向上に向けた支援の充実

①親の育ちを支援、②子育て家庭と地域をつなぐ

⇒ 親としての成長を促す、子育て家庭を孤立させない

２ 切れ目ない子育て支援の充実

①子育て世代包括支援センター機能を発揮、②母子保健の充実、

③子どもの健康づくり、④子育て支援事業の充実、⑤障がい児支援

⇒ 子育て家庭の不安に寄り添う

３ 子育て世帯をとりまく生活環境の整備

①経済的な支援、②子どもの医療体制の確保、③ひとり親家庭への支援

⇒ 子育て家庭の負担を軽減する

４ 地域における社会的養護体制の強化

①児童虐待への的確な対応、②養育家庭（里親）の普及・啓発

⇒ 子どもの人権を保障し、育つ環境を整える

子ども・子育て
支援ビジョン
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基本方針Ⅲ
子どもの育つ力を引き出す保育環境の充実

１ 保育施設等の充実

①保育施設の整備、②公立保育園の効率的な運営の検討

⇒ 保育を必要としている子育て家庭に、保育を確実に提供する

２ 保育の質の向上に向けた取り組み

①幼児教育の充実、②保育の質の確保、③病児保育の充実、④障がい児・医療的

ケア児の保育環境を整備

⇒ 多様なニーズに応えつつ、子どもの育つ力を引き出す保育を専門性をもって

実践する

３ 幼・保・小連携の取り組みの推進

①幼稚園・保育園と小学校との連携教育

⇒ 子どもの育ちをスムーズに学校教育につなぐ

子ども・子育て
支援ビジョン
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基本方針Ⅳ
子どもの生きる力を育む教育環境の整備

１ 豊かな心と健やかな体の育成

①体験と学習を通じた育成、②心の成長を促す図書との出会いの創出

⇒ 心と体に働きかけて、豊かな成長につなげる

２ 学校教育の充実

①コミュニティー・スクールを基盤とした小・中一貫教育、

②知・徳・体の調和のとれた子どもを育てる教育内容の充実

⇒ 中１ギャップのない、９年間の連続性と系統性のある教育を行う

３ 一人ひとりの特性に応じた指導・支援の保障

①相談事業の充実、②教育支援や長期欠席傾向にある児童への対応の充実、

③外国人、帰国児童・生徒への支援、④持てる力を引き出す教育の実践

⇒ 一人ひとりに、最適な教育を提供する

４ 安全で快適な学校環境の整備

①長寿命化を踏まえた施設改修、②トイレの様式化・体育館空調設備の整備

⇒ 子どもの健やかな成長を施設面から支援する

教育ビジョン
２０２２
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基本方針Ⅴ
子どもの総合的な育成環境の整備

１ 児童の健全育成に向けた学童保育所の充実

①学童保育所の整備、②障がい児受入れの拡充、③子どもの成長に応じた指導

⇒ 安全・安心な居場所で子どもの成長を見守り、引き出す

２ 総合的な子どもの居場所づくりの推進

①地域子どもクラブ事業の充実、②学校を拠点とした居場所づくり、

③地域主体の活動への支援、④世代間交流の推進

⇒ さまざまな居場所・体験・人との関りを個々の成長につなげる

３ 子ども・若者支援の充実

①多世代交流センターの機能強化、②相談窓口機能の充実、③関係機関との連携強化

⇒ 1人ひとりに適した、自立した社会生活につなげる

子ども・子育て
支援ビジョン
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基本方針Ⅵ
子育て支援施策の質の向上をめざした検証・研究

１ 子育て支援施策の充実と質の向上をめざした評価・検証の実施

①庁内推進会議で課題を共有し施策を検討、②子ども・子育て会議で評価・検証

⇒ 一層充実した子育て支援に向けて、全体で取り組む

２ 子ども・子育て支援の充実をめざした研究の取り組み

①「三鷹教育・子育て研究所」の機能を活用した研究

⇒ 三鷹らしい新たな子ども・子育て支援の展開につなげる

子ども・子育て
支援ビジョン



未来を

つくり

出す力

人間力夢 を 持 ち

明日に向かって行動し

友だちと共感できる子ども

愛着・絆

社会の一員としての

自己有用感

豊かな経験・体験

わかりやすい

情報提供

チャレンジできる

環境

心身の健康

経済的支援

保育園

幼稚園

子ども園

地域

子ども

クラブ

学童

保育所

多世代

交流

センター

育児力

相談窓口

親子

ひろば

小・中

一貫教育

コミュ

ニティ・

スクール

６ 三鷹の子ども・子育て支援の全体イメージ

【人間力】
基礎的な素養を身に付け、自分で考え判断し、豊かに力強く生きていくための総合的な力

【社会力】
社会とかかわり、社会の一員として役割を果たしながら、適切な人間関係を結び、共に生きていく力

・最終目標は、人間力と社会力をもった
子どもが育つこと

・子どもの育ちには、子どもが育つ環境
が重要

・親（家庭）が安心して愛情をもって、
安定して子育てを行うことで、子ども
は安心して健やか育つ

・地域全体が子どもに愛情をもって、そ
れぞれの役割を果たしながら子どもと
関わることで、子どもはより豊かに育つ

だから、私たちは

・子どもに大きな影響を与える子育て中の
親（家庭）を、妊娠期からライフステー
ジに応じて切れ目なく支援する

・子ども自身の育つ力を最大限引き出すよ
うに専門性をもって支援する
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ブック
スタート

子ども
商品券

７ 切れ目のない支援 【妊娠期～産後】

妊娠期 出産 産後

妊婦健康診査

ゆりかご
面接

新生児訪問

乳児家庭
全戸訪問

予防接種・定期健康診査

両親学級

母親学級

妊婦訪問
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プレパパ・プレママ
食育講座

育児相談

ゆりかごプラス（産後ケア）

育児支援ヘルパー

出産育児
一時金

総合保健センター ・ 子ども家庭支援センター ・ 子ども発達支援センター

児童手当・医療費助成

子育てステーション（相談窓口）

ゆりかごスマイル（情報発信モバイルサービス）



７ 切れ目のない支援 【育児期～若者】

育児期 学齢期

一時預かり

総合教育相談室

親子ひろば

ファミリー・サポート・センター事業（子育ての支え合い）
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子育て力
アップ講座

地域子どもクラブ幼児教育・
保育無償化

保育園・こども園

就学援助

予防接種・定期健康診査

イクメン講座

障がい児支援

児童発達支援

総合保健センター ・ 子ども家庭支援センター ・ 子ども発達支援センター

若者

小学校・中学校

障がい者支援

高校・大学

人
間
力
と
社
会
力
を
備
え
た
大
人

幼稚園

多世代交流センター（じどうかん・若者支援・多世代交流）

子育てステーション（相談窓口）

ゆりかごスマイル（情報発信モバイルサービス）

学童保育所

むらさき子どもひろば

児童手当・医療費助成



８ 知っておきたい機能とネットワーク
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子育て世代包括支援センター機能とは、全ての子ど
もと子育て家庭を妊娠期から切れ目なく支援するため
の機能。
子育て家庭の不安に対して相談・助言・指導・情報

提供を行うほか、地域全体の子育て支援体制を構築す
る役割を担う。
総合保健センター、子ども発達支援センター、子ど

も家庭支援センターが協力して機能を発揮していく。

子ども家庭支援ネットワーク（要保護児童対策地域協
議会）とは、全ての子どもと子育て家庭を支援するため
のネットワーク。
児童虐待や養育困難家庭に対し、ネットワークを活用

して支援を行う。
子ども家庭支援センターりぼんが調整機関となって、

全体をコーディネートする。



【補足】子育て世代包括支援センター機能
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子育て世代包括支援センター機能とは、全ての子ど
もと子育て家庭を妊娠期から切れ目なく支援するため
の機能。
子育て家庭の不安に対して相談・助言・指導・情報

提供を行うほか、地域全体の子育て支援体制を構築す
る役割を担う。
総合保健センター、子ども発達支援センター、子ど

も家庭支援センターが協力して機能を発揮していく。

◆子育て世代包括支援センターの役割
母子保健や子育て支援、教育など、分野によって分断

されがちな支援を、子育て家庭に継続的・包括的に提供
できるしくみをつくる。

①妊産婦や子育て家庭からの相談に応じる
⇒ 子育てステーション（相談窓口）で実施

情報提供・アドバイス・保健指導
※相談を受けることは実情把握につながる。
課題やニーズとして把握し、新たな取り組みにつ
なげることができる。

②関係機関との連絡調整
相談内容から支援やサービスにつなぐ必要があれば、
関係機関と連携調整して支援を提供する。
⇒ 特に気になる親子は子ども家庭支援センターへ

③安心して妊娠・出産・子育てができる「地域づくり」
・すべての子育て家庭が、意識することなく楽しく
子育てできるしくみづくり

・関係機関が自然と連携・協力できるしくみづくり
例えば
〇親の子育て力向上のためのしくみ
〇地域全体の子育て力向上にためのしくみ
〇効果的な子ども・子育て支援を行うための
各事業との連携、関係機関との連携・協働のしくみ



令和３年度重点事業

１ 時代に即した子育て支援に向けた情報発
信・相談体制の強化

平成14年より運用してきた子育て支援サイト「三
鷹子育てネット」を、より身近で使いやすいツール
とするため、「新たなサイト」として構築します。

・スマートフォン対応
・FAQなど相談機能の充実
・随時更新機能の導入
・保育人財の募集情報

令和４年４月運用開始(予定)
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令和３年度重点事業

2 子育て家庭への支援の充実
乳幼児期の子育て家庭に対する「家庭支援ヘルパー」や「
ホームスタート事業」を拡充し、親の負担の軽減を図り、子
ども健やか育ちにつなげます。

・育児支援ヘルパー事業の拡充
利用期間を生後3か月から1歳未満に拡充

・ホームスタート事業の充実
研修を行った地域の子育て経験者が家庭訪問型の寄り添い

支援を行うホームスタート事業を、産後サポート事業とし
て位置づけ、相談員の配置・支援者の研修費の助成を行い
ます。
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令和３年度重点事業

3 子どものいる家庭への宅食・見守り支援
「フードバンクみたか」に委託し、食の提供を必

要としてる家庭に、食品・食材を宅配するとともに
、その機会を捉えて見守り活動を行います。

・配送内容
3か月に1回宅配事業者が、食品・食材を配達

・配送世帯数(申込数)
209世帯
(広報・HPのほか、児童育成手当受給世帯にご案
内を配布)
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令和３年度重点事業

４ 児童福祉施設等のあり方についての検討
保育園・学童保育所について、将来的な児童数・保育需要
率や施設の老朽化等を踏まえながら、今後の施設のあり方の
検討し「基本方針(仮称)」を策定します。

主な検討内容
・市内保育施設の保育の質の向上に向けて、公立公営保育園が
果たす役割について

・役割を踏まえた将来的な施設数、配置・環境について
・施設の統廃合や修繕を見据えた 新都市再生ピジョン(仮称)
への位置づけ
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令和３年度重点事業

5 第六小学校での学童保育所と連携した地
域子どもクラブの拡充

第六小学校の地域子どもクラブの運営について、
実行委員会方式に加え、学童保育所の運営事業への
一部民間委託を試験導入し、普通教室を活用した開
放場所の拡充、原則、夏休み期間を含めた平日の毎
日の実施などにより、放課後等における安全・安心
な「子どもの居場所づくり」を推進します。
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さいごに・・・

【子ども政策部 令和3年度運営方針】

・方針1 「子どもの最善の利益」の実現をめざした取組の推進

・方針2 今後の保育ニーズを見据えた取組と保育サービスの充実

・方針3 総合的な子ども居場所づくりの推進

・方針4 子どもの人権を保障するための施策の推進

・コロナ対応 新型コロナウイルス感染症対策の徹底

一緒に取り組んでいきましょう!!
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