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子ども計画策定にかかわる
世田谷区の特徴

ポイント：
毎年約１０００人の乳幼児人口の急増に応える



世田谷区の人口の推移
• 少子化という全国的な流れがある中、世田谷区では子どもの数が増加し続け
ています。特に平成２１年からは、０歳から５歳までの子どもが毎年１，０００人
近く増え続けています。



世田谷区の推計人口
• 区が実施した人口推計によると、今後５年間で０～５歳人口はほぼ横ばい、
６～１１歳人口は毎年１，０００人ほど上昇、１２～１７歳は微増となっている。



出生数と合計特殊出生率の推移
• 平成１７年に０．８０であった合計特殊出生率は、平成２５年には１．０４まで上
昇しています。



世田谷区の子ども施策
の構築過程

ポイント：子ども条例を軸に制度の量的・質的総合的な整
備計画を軸に展開



区の条例・計画・主な施策

条例・計画・行政組織 主な施策

Ｈ8年 子ども家庭支援センター設置

11年 子どもを取り巻く環境整備プラン策定

14年 子ども条例施行

16年 子ども部を設置
保育サービス第三者評価開始
保育内容の助言等、巡回指導員制度の充実
（看護師による健康管理等巡回指導はＳ56年度～）

17年 子ども計画策定 保育ネット烏山発足

18年
子育てステーション開設（成城）
子ども基金設置

20年 産後ケア事業開始

21年
保育ネット５地域全てで発足
24時間保育実施園開園
発達障害相談・療育センター「げんき」開設

22年 子ども計画後期計画策定
子育てステーション５地域全てで開設
ユースミーティング世田谷発足

25年 子ども部に若者支援担当課を設置 子どもの人権擁護機関「せたホッと」開設

26年 子ども・若者部に組織開始
青少年交流センター開設
若者総合支援センター開設



世田谷区子ども条例（平成14年4月施行）

◇条例の目的

子どもがすこやかに育つことができ、また、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。

◇条例の目標

• 子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせる
ようにする。

• 子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものす
ばらしさを発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜
びを分かち合う。

• 子どもが育っていく中で、子どもと一緒に地域の社会
をつくる。



◇条例の内容

• 保護者、学校、区民、事業者、区の務めを規定
• 子どもの健康の保持、増進
• 子どもの遊び、自己表現、安らぐための場や、個性を伸ばし、
人間性を豊かにするための体験や活動への支援

• 子どもが自主的に地域社会に参加する仕組みの構築
• 虐待の禁止、防止のための仕組みづくり
• いじめの禁止、防止のための仕組みづくり
• 地域の中での助け合いや連携強化による子育てへの支援
◆平成25年条例改正

◇改正の目的

子どもの人権を擁護し、権利を侵害された子どもを速やかに
救済し、子どもの最善の利益の保障を図る。

◇内容

子どもに寄り添い、子どもの立場に立った問題の解決を目指
す、公正・中立で独立性と専門性のある第三者からなる子ども
の人権擁護機関の設置、運営等を規定



世田谷区子ども計画
（第２期）

ポイント：
①子どもの今を支える：量的整備と質的向上
②他分野をつなぐ総合性
③多問題家族から育成支援までの重層性
④若者期までをつなぐ継続性



若者施策との関係
• 子ども条例では、１８歳未満のすべての人を「子ども」としています。一方、区で
は、１２歳から３９歳までを若者と位置づけ、施策を進めています。

• 若者施策は、子ども期で展開する施策と密接に関わっているため、子ども計
画策定にあたっては若者施策を見据えた検討を行うとともに、今後の若者施
策についても示すこととしました。

子 ど も 計 画

０歳

子ども・子育て支援事業計画

妊娠期 ９歳 12歳 18歳 39歳

今後の若者施策
の取組み



計画の位置づけ
• この計画は「世田谷区子ども条例」の推進計画として策定します。また、子ど
も・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策行動計画を内包します。

• 同時に、「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」や、他の関連計画等との
連携を図っていきます。

世田谷区基本構想・基本計画・実施計画

連携・
整合性

世田谷区地域保健医療福祉
総合計画

第2次世田谷区教育ビジョン

健康せたがやプラン(第二次)

関連計画

せたがやノーマライゼーションプラン
／世田谷区障害福祉計画

子ども・子育て支援事業計画

世田谷区子ども条例推進計画

次世代育成支援対策行動計画

子ども計画（第2期）

次世代育成支援対策推進法

子ども・子育て支援法

子ども・若者育成支援推進法

世田谷区

国

世田谷区子ども条例



計画の目指すべき姿

• すべての子どもが、家
庭や地域・他者との
関わりや多様な体験
の中で、本来持ってい
る力を存分に発揮し、
喜びをもって健やか
に育っていくまちを目
指します。

• 保護者と区民、事業
者等は、すべての子
どもの子ども時代が
豊かなものとなるよう、
見守り支えていきます。

子どもがいきいきわくわく育つまち

すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わり
や多様な体験の中で、本来もっている力を存分に
発揮し、喜びをもって健やかに育っていきます。

事業者
子育て支援者 子ども

保護者

区民

区



子どもが地域の中で主体的に活動できる場や機会を充実させ、すべての
子どもの生きる力を育む環境を整え、地域・社会の次代を担っていく若者、
大人、親への成長していくための基礎となる育ちを地域とともに支えます。

重点政策＝課題意識

妊娠、出産、子育てに係る父母の不安感や負担感が増えてきており、こう
した育児不安を抱え込むことは、虐待のリスクを高めることにもつながること
から、妊産婦や子育て家庭を寄り添いながら支える仕組みを身近な場から
充実します。

１ 妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防

３ 子どもの生きる力の育み

喫緊の課題である保育待機児解消に向けた保育基盤整備を中心として、
すべての子育て家庭を支える基盤の整備・拡充を図るとともに、サービスの
質の確保と向上を図ります。

２ 子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上



策定にあたっての視点
• 計画の策定にあたっては、地域の様々な資源が提供する支援が最大限活か
されるよう、つぎの４つの視点をもって検討を行います。

子ども自身や保護者が、当事者として
事業運営や事業の実施主体とどのよう
に関わっていくか。
その仕組みをどのように構築し、支え
ていくか。

当事者の参加・
参画の推進

身近な地域で安心して子どもを生み育
てられるよう、また、すべての子ども
の育ちが子ども自身にとっても保護者
にとっても喜びとなるよう、どのよう
に地域の資源を生かしながら切れ目な
く支えていくか。

サービスの実施主体が多元化する中で、
区が目指すサービスの質や利用者であ
る子どもの人権や安全・安心をどのよ
うに確保していくか。
区が主体となって運営する事業が果た
す役割をどのように位置づけるか。

やがて社会を担うとともに子どもを育
てる立場ともなっていく子どもに対し、
どのような体験が望まれ、どのような
支えや見守りが必要か。若者が直面す
る課題を見据えたとき、その手前でど
のような施策が求められるか。

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

地域で包括的に支える
仕組みの構築



体系図

中項目

子育て家庭への支援

身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実

支援を要する
子ども・家庭のサポート ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援

保育・幼児教育の充実

子どもが育つ環境整備

子どもの成長と活動の支援

子育て力発揮への支援

保育施設、多様な保育サービスの整備・拡充

保育・幼児教育の質の向上

保育と幼児教育の一体的な提供

配慮を要する子どもの支援

悩みや困難を抱えた子どもの支援

質の高い学校教育の充実

成長と活動の場と機会の充実

子どもの社会への参加・参画の機会の充実

「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進

信頼と誇りのもてる学校づくり

地域の子育て力の向上

社会環境基盤整備

子どもの人権擁護・意識の醸成

養育困難家庭・要保護児童支援

子どもと親のこころと体の健康づくり

大項目



子ども・子育て支援事業計画（案）
• 子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の実
施主体である地方自治体の責務として、それぞれの事業の需要量見込みと確
保の内容、実施時期を定めた「子ども・子育て支援事業計画」を作成しました。

【市町村子ども・子育て支援事業計画の記載事項】

○ 圏域の設定

⇒ 教育・保育事業については５つの総合支所のエリアを圏域に設定。

（３～５歳の学校教育の需要である１号認定については区全域を１つの圏域とした。）

⇒ 地域子ども・子育て支援事業については区全域を１つの圏域とした。

○ 需要量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期

子どものための教育・保育給付

施設型給付
・認定こども園 ・幼稚園 ・保育所

地域型保育給付
・小規模保育事業 ・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業

地域子ども・子育て支援事業

・地域子育て支援拠点事業、一時預かり
・乳児家庭全戸訪問事業
・延長保育事業、病児・病後児保育事業
・放課後児童クラブ
・妊婦健診 等



需要量見込み、確保内容検討の流れ
（教育・保育事業）

●国の手引きに基づき利用意向率を算出

０～２歳保育希望 ３～５歳保育希望 ３～５歳幼稚園希望

４４％ ３３％ ２７％

０～２歳保育希望 ３～５歳保育希望 ３～５歳幼稚園希望

４４％ ４３％ ２８％

●３～５歳保育需要を０～２歳の
保育利用意向率を勘案して補正

対象：０～９歳の子どもの保護者
各年齢１，０００人、合計１０，０００人

子ども計画研究会
子ども・子育て部会で

意見聴取

●ニーズ調査 平成２５年８月実施



推計人口を乗じて各年度の需要量見込みを算出

●平成３１年度需要量見込み

保育希望
０歳

保育希望
１・２歳

保育希望
３～５歳

幼稚園希望
３～５歳

２，９１１人 ６，５５６人 ９，２６２人 １２，１４７人

保育０歳 保育１・２歳 保育３～５歳 幼稚園３～５歳

２，４２７人 ８，０４２人 ９，３２７人 １３，４４６人

保育所等整備にあたっての年齢別
定員を勘案して確保の内容を検討

子ども計画研究会
子ども・子育て部会で

意見聴取●平成３１年度確保の内容

保育０歳 保育１・２歳 保育３～５歳 幼稚園３～５歳

１，３１７人 ５，３３９人 ６，７９８人 １３，４４６人

（参考）平成２５年度実績



第２期世田谷区
子ども計画検討体制など

ポイント：
市民・子ども参加、専門家の意見を集約して展開



計画の検討体制

地域保健福祉審議会

（専門部会）

子ども・子育て部会

子ども計画策定委員会

子ども計画研究会

子ども・青少年協議会

小委員会

ユースミーティング世田谷

子ども計画（第２期）の策定について

諮問

答申

若者の参加・参画を推進する
ための地域拠点の整備

諮問

答申

事業計画進捗報告

答申案提出

検討資料提出

０歳妊娠期 ９歳 12歳 18歳 39歳

子 ど も 計 画
子ども・子育て支援事業計画

提言を受けての今後の若者施策の取組み

区長



子ども計画研究会検討経過

回 開催日 主な議題

第１回
平成２５年
５月３１日（金）

・現行子ども計画、区の子ども施策、区の現況について
・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査票について

第２回 ６月２０日（木） ・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査票について

第３回 ９月１９日（木）
・子ども計画アンケート調査について
（保育サービス利用者調査、ひとり親家庭調査、中高生対象調査）

第４回 １０月１１日（金）
・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果について
・子ども・子育て支援事業計画の記載事項等について
・子ども計画策定にむけた議論について

第５回
平成２６年
１月２２日（水）

・子ども・子育て支援新制度に向けて区が定める条例の概要について
・子ども・子育て支援事業計画需要量見込み算定結果について
・子ども計画アンケート調査結果について

第６回 ３月１９日（水）
・子ども計画策定に向けた議論について
・子ども・子育て支援新制度実施に向けて区が条例で定める基準について

第７回 ５月２１日（水）
・子ども計画策定に向けた議論（骨子、基本的な考え方、計画体系）
・放課後児童クラブについて

第８回 ６月１９日（木）
・子ども計画策定に向けた議論（基本目標等、中間まとめに向けた議論）
・子ども・子育て支援事業計画案について

第９回 ７月２３日（水）
・子ども計画（第２期）素案について
・子ども・子育て支援新制度に関する基準等を定める条例（素案）について

第１０回 ９月 ４日（木）
・子ども計画（第２期）案の策定に向けた議論について
・子ども計画シンポジウムについて



子ども・子育て部会検討経過

回 開催日 主な議題

第１回
平成２５年
７月１８日（木）

・部会の運営について（設置の趣旨、役割、スケジュール等）
・子ども・子育て支援新制度・事業計画について
・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について

第２回 １１月８日（金）
・子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果について
・子ども・子育て支援事業計画の記載事項等について

第３回
平成２６年
２月 ７日（金）

・子ども・子育て支援事業計画需要量見込みの算出結果について
・子ども・子育て支援法に基づき区が条例で定める基準について

第４回 ４月１０日（金）
・子ども・子育て支援事業計画需要量見込みについて（補正）
・子ども・子育て支援新制度の実施に向けて区が条例で定める基準
について

第５回 ６月２７日（金）
・子ども計画（第２期）中間まとめについて
・子ども・子育て支援事業計画案について
・子ども・子育て支援新制度の実施に向けて区が定める条例について

第６回 ７月３０日（水）
・子ども計画（第２期）素案について
・子ども・子育て支援新制度に関する基準等を定める条例（素案）について


