第３章 基本理念と施策の体系

１．基本理念
子どもや子育て家庭を支援していくにあたっては、子どもを社会の一員として認め、
一人ひとりが健康で、幸せに育つことを第一に考えながら、
■共働き家庭、専業主婦（夫）家庭、ひとり親家庭など、多様な家庭の状況に対応し、
すべての子育て家庭を応援することが重要です。
■次代を継承していく子どもの生きる力・豊かな育ちを支えていくことが重要です。
■親やこれから親となる人たちが子育てに喜びと安心感をもてるよう支援していく
ことが重要です。
■“すみだ”ならではの地域の人と人とのつながりを再生し、地域ぐるみで子育てを
見守り・協力しあうことが重要です。
これらの視点を踏まえ、前期計画においては「子どもと親と地域が共に育ち、世代を
結ぶまち すみだ」を基本理念に掲げました。
本計画においてもこの基本理念を継承し、協治（ガバナンス）の考え方に基づき、子
育て家庭、地域、企業、関係機関、区の協働のもと、計画の推進を図っていきます。

すべての
子育て家庭
を応援する

子どもの生きる力・
豊かな育ちを
支える

【 基本理念 】
子どもと親と地域が共に育ち、
世代を結ぶまち すみだ
ｙ
子育てに喜びと
安心感をもてるよう
親を支援する

地域ぐるみで
子育てを見守り・
協力しあう
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２．平成 26 年に達成すべき新たな目標
前期計画においては、少子化に歯止めがかかり、墨田区が子どもの笑顔があふれるま
ちになっていることをめざし、平成 26 年に、18 歳未満の子ども人口を 33,000 人以上
とすることを目標として掲げました。
しかしながら、これまでの計画の実施や近年の人口動態等の状況などから、平成 26
年の 4 月の子ども人口はおおよそ 33,000 人になると予測されます（19 ページ参照）。
したがって、後期行動計画においては、すみだの「子ども」
「子育て家庭」
「地域（企業
含む）」の 5 年後の将来像として、次の内容を新たな目標に掲げることとします。
《 5 年後の将来像 》

子ども
心もからだも元気に
育ち、すみだを愛
し、いつまでも住み
続けたいという気持
ちが育まれている。

子育て家庭
安心して子どもを生
み、愛情と責任をも
って楽しく子育てを
している。

地域（企業含む）
子どもを地域全体
で見守り、支えあ
い、みんなで子育て
をしている。

《 評価指標 》
①「将来子どもをほしい」と思う子どもの割合
・ 中学生
64.4％※ ⇒ 70％ （5ポイントUPをめざす）
・ 高校生等 71.4％※ ⇒ 75％ （5ポイントUPをめざす）
②墨田区に「ずっと住み続けたい」と思う子どもの割合
・ 中学生・高校生等ともに、65％をめざす

①子育ては「楽しいと感じることの方が多い」と感じる保護者の割合
・ 乳幼児の保護者 66.9％※ ⇒ 72％ （5ポイントUPをめざす）
・ 小学生の保護者 62.8％※ ⇒ 68％ （5ポイントUPをめざす）
②家族や周囲の理解・協力を得られずに、子育てに不安や孤独
感を感じることは「ない」保護者の割合
・ 乳幼児の保護者 49.8％※ ⇒ 55％ （5ポイントUPをめざす）
・ 小学生の保護者 54.6％※ ⇒ 60％ （5ポイントUPをめざす）

①墨田区には「子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある」
と思っている保護者の割合
・ 乳幼児の保護者 35.9％※ ⇒ 41％ （5ポイントUPをめざす）
・ 小学生の保護者 39.9％※ ⇒ 45％ （5ポイントUPをめざす）
②ファミリーサポート会員・子育て支援ボランティア数
・ 252人 ⇒ 300人 （20％UPをめざす）
③職業体験の受け入れ延べ事業所数
・ 380事業所 ⇒ 450事業所 （20％UPをめざす）

※「墨田区次世代育成支援行動計画策定のための調査報告書」
（平成 21 年 3 月）
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３．将来像を実現するための５つの宣言
基本理念及び 5 年後の将来像の実現にむけて、次の 5 項目を宣言し、子どもや子育て
家庭への支援施策を展開していきます。

宣言① 子どもたちをたくましく心豊かに育てます
未来のすみだを担う子どもたちの豊かな人間性や社会性、確かな学力や生きる力を
育むとともに、命の大切さを理解し、次代を担う親として、社会的にも経済的にも自
立して家庭を築いていけるよう、地域や学校における取り組みをさらに充実していき
ます。
【 具体的な方向性 】
（1）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実
（2）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備
（3）子どもの心とからだの健康づくりの促進

27

宣言② すべての子育て家庭がゆとりをもって楽しく子育て
できるようにします
家庭の中だけで孤独に子育てをすることなく、すべての子育て家庭がゆとりをもっ
て楽しく子育てできるよう、親と子の心身の健康づくりや、子育てを支援する各種の
サービス・支援の拡充、サービスを利用しやすくするためのしくみづくりを推進しま
す。
【 具体的な方向性 】
（1）親と子の健康づくりの促進
（2）子育て支援サービスの充実
（3）保育園・幼稚園等の保育サービスの充実
（4）子育て家庭への経済的な支援

宣言③ 個別の支援が必要な子どもとその家庭をきめ細かく
サポートします
ひとり親家庭の子どもや障害のある子ども、虐待を受けた等の保護が必要な子ども
も、地域社会の中で健やかに成長していくことができるよう、個別の支援が必要な子
どもとその家庭に対するきめ細かな対応を図っていきます。
【 具体的な方向性 】
（1）ひとり親家庭等への支援
（2）障害のある子どもの発達と成長支援
（3）保護が必要な子どもとその家庭への支援
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宣言④ 地域ぐるみで子育てを見守り・協力しあいます
子どもとともに親も成長し、子育てに喜びや自信をもつことができるよう、親や家庭
の子育て力を高めていきます。また、下町すみだに根付く豊かな地域の子育て力も高め
ながらこれらの力をつなげていくことにより、地域社会全体で子育ち・子育てを見守
り・協力しあうネットワークの輪を広げていきます。
【 具体的な方向性 】
（1）親同士のつながりと子育て力の育成
（2）地域の子育て力の育成と協働
（3）企業等の子育て力との協働
（4）子育て支援ネットワークの構築

宣言⑤ 子どもと子育て家庭が暮らしやすい環境をととのえます
ワーク・ライフ・バランスを実現できる社会をめざした環境づくりを進めるととも
に、妊娠している人、子どもや保護者が、安心して墨田区で暮らすことができる環境
を整備します。
【 具体的な方向性 】
（1）ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりの推進
（2）子どもの安全を守るための環境の整備
（3）子育てにやさしいまちづくりの推進
（4）子育て家庭の視点に立った情報の発信

29

４．施策の体系
基本理念

子どもと親と地域が共に育ち、世代を結ぶまち すみだ

５年後の将来像

５つの宣言

宣言①

子ども

子どもたちをたくましく
心豊かに育てます

心もからだも元気に
育ち、すみだを愛し、
いつまでも住み続け
たいという気持ちが
育まれている

宣言②
すべての子育て家庭が
ゆとりをもって楽しく
子育てできるようにします

子育て家庭

宣言③
個別の支援が必要な
子どもとその家庭を
きめ細かくサポートします

安心して子どもを生み、
愛情と責任をもって
楽しく子育てを
している

宣言④
地域ぐるみで子育てを
見守り・協力しあいます

地域（企業含む）
宣言⑤

子どもを地域全体で
見守り、支えあい、
みんなで子育てを
している

子どもと子育て家庭が
暮らしやすい環境を
ととのえます
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具体的な方向性

重点事業
・ 児童館事業
・ 学童クラブ
・ 児童館等整備事業
・ いきいきスクール
・ 公園再整備の計画的推進
・ 国際理解教育の推進
・ 小・中学校での食育の推進
・ 健康と体力向上の推進

（1） 子どもの豊かな育ちを育む場・機会
の充実
（2） 子どもの生きるための基礎的な力を
育成する環境の整備
（3） 子どもの心とからだの健康づくりの

・ 小児医療体制の充実・確保
・ 乳児 家庭 全戸 訪問 事業（こんにちは赤ちゃん事業）
・ 食育啓発・推進事業
・ 多様な保育サービスの充実（緊急一時保育・
一時保育・特定保育・延長保育）
・ いっしょに保育
・ 子育て安心ステーション事業
・ ファミリー・サポート・センター事業
・ 子育てひろば
・ 地域の空き店舗等を活用した子育て支援事業
・ 保育所の整備（認可・認証の整備、改築計画）
・ 訪問型病後児保育・施設型病後児（病児）保育
・ 「保育所における質の向上のためのアクション
プログラム」の策定・実施
・ 認証保育所保育料利用者負担軽減助成制度

促進

（1） 親と子の健康づくりの促進
（2） 子育て支援サービスの充実
（3） 保育園・幼稚園等の保育サービスの
充実
（4） 子育て家庭への経済的な支援

・ 障害（発達障害を含む）児に対する保育育成支
援（保育所、学童クラブ、放課後対策）
・ 要保護児童対策地域協議会の機能強化
・ 要保護児童対策地域協議会を中心とした虐待
防止、再発防止の強化
・ 養育支援訪問事業

（1） ひとり親家庭等への支援
（2） 障害のある子どもの発達と成長支援
（3） 保護が必要な子どもとその家庭への
支援

・ 「すみだ家庭の日（毎月 25 日）」の普及と活用
・ 学校における地域人材の活用
・ 学校支援ネットワーク事業
・ 次世代ものづくり人材育成支援事業
・ 中学生の職業体験・保育体験学習の充実や
小学生の幼児との交流
・ 子育て支援の機能充実
・ 子育てサポーターの育成・活用
・ 地域子育てアドバイザーの育成
・ 子育て人材育成・活用ネットワーク化事業

（1） 親同士のつながりと子育て力の育成
（2） 地域の子育て力の育成と協働
（3） 企業等の子育て力との協働
（4） 子育て支援ネットワークの構築

・ ワーク・ライフ・バランス推進事業
・ 男性の育児参加にむけた意識啓発
・ 地域防犯対策
・ 安全・安心メール
・ 赤ちゃん休けいスポット事業
・ きれいなトイレ整備事業
・ 子育て支援に関する区ホームページのコーナー作成
・ 子育て支援に関する携帯電話専用Ｗｅｂサイト
の作成
・ 子育て手帳（こどもダイアリー）の作成

（1） ワーク・ライフ・バランスの実現に
むけた環境づくりの推進
（2） 子どもの安全を守るための環境の整備
（3） 子育てにやさしいまちづくりの推進
（4） 子育て家庭の視点に立った情報の
発信
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＜ 計画事業一覧 ＞
方向性（１） 子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実

宣言① 子どもたちをたくましく心豊かに育てます

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

児童館事業 ············································································································································································(41)
学童クラブ
児童館等整備事業
いきいきスクール
公園再整備の計画的推進 ··············································································································································(42)
コミュニティ会館事業
学校の校庭開放
わんぱく天国
地域体験活動支援事業
小学生の農村生活体験事業 ·········································································································································(43)
科学教室
サブ・リーダー講習会
ジュニア・リーダー研修会
少年団体の育成
就職活動サポート事業

方向性（２） 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

国際理解教育の推進 ························································································································································(44)
特色ある学校づくり·····························································································································································(45)
道徳教育の推進
体験的な活動を取り入れた学習の展開
人権尊重教育
帰国・外国人等児童生徒のための日本語指導
情報教育の推進
学校運営協議会の設置と運営 ·····································································································································(46)
開発的学力向上プロジェクト
幼小中一貫教育の推進
区立学校の適正配置
学校ＩＣＴ化の推進
5050 プログラム
こどもエコクラブ
環境学習の支援 ··································································································································································(47)
環境体験学習

方向性（３） 子どもの心とからだの健康づくりの促進
32
33
34
35
36
37
38
39
40

小・中学校での食育の推進 ············································································································································(49)
健康と体力向上の推進
思春期相談
エイズ及び性感染症等に関する性教育 ···················································································································(50)
喫煙、飲酒、薬物乱用等への対策
教育相談事業
スクールカウンセラーの配置
スクールサポート事業
ステップ学級
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方向性（１） 親と子の健康づくりの促進
41 小児医療体制の充実・確保·····························(52)
42 乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）
43 食育啓発・推進事業

宣言② すべての子育て家庭がゆとりをもって楽しく子育てできるようにします

44
45
46
47
48

母子健康手帳の交付 ·········································(53)
妊婦健康診査
妊婦歯科健康診査事業
乳児健康診査
1 歳 6 か月児健康診査・3 歳児健康診査

49
50
51
52

育児相談・出張育児相談
アレルギー健診・教室 ······································· (54)
歯科衛生相談
子どもの事故防止のための啓発活動の
推進
53 ぜん息児のための環境保健事業
（機能訓練事業）
54 子どもの予防接種

方向性（２） 子育て支援サービスの充実
55
56
57
58
59
60
61
62

緊急一時保育 ························································(56)
一時保育
特定保育
いっしょに保育
子育て安心ステーション事業
ファミリー・サポート・センター事業
子育てひろば
地域の空き店舗等を活用した
子育て支援事業····················································(57)
63 児童養育家庭ホームヘルプサービス
64 短期保育（ショートナースリー）
65 ショートステイ

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

トワイライトステイ
児童館の乳幼児事業
児童館での乳幼児一時預かり
区立保育園の保育士が実施する
子育て講座
在宅子育てママ救急ショートサポート ········ (58)
幼児の時間
すずかけ講座「子育てママの、わたしの
時間～おしゃべりルーム」
つどいの広場・子育て広場
未就園児への開放広場
ブックスタート

方向性（３） 保育園・幼稚園等の保育サービスの充実
76
77
78
79
80
81
82

認可保育園の整備 ··············································(60)
認証保育所の整備誘導
保育園改築計画 ···················································(61)
延長保育
訪問型病後児保育
施設型病後児（病児）保育
「保育所における質の向上のための
アクションプログラム」の策定・実施
83 区立保育園の民営化 ·········································(62)
84 家庭福祉員（保育ママ）制度

85
86
87
88
89
90
91
92
93

幼稚園と保育園の総合施設
認可保育園の遊具整備
休日保育
スポット延長保育
心理相談員の保育園等、児童館への巡回
保育園保育料の適正化
保育園等の第三者評価受審助成制度
私立幼稚園のあずかり保育··························· (63)
子育て出前相談

98
99
100
101
102

区立幼稚園保育料の減免
私立幼稚園等園児の保護者への助成
未熟児養育医療
育成医療及び療養給付事業
墨田区私立高等学校等入学資金貸付事業

方向性（４） 子育て家庭への経済的な支援
94 認証保育所保育料利用者負担軽減
助成制度 ··································································(65)
95 児童に関する各種手当の支給
96 子ども医療費助成制度······································(66)
97 ひとり親家庭等医療費助成制度
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方向性（１） ひとり親家庭等への支援
宣言③ 個別の支援が必要な子どもとその家庭を
きめ細かくサポートします

103 母子相談・女性相談・家庭相談···················(68)
104 女性のためのカウンセリング＆ＤＶ相談
105 東京都母子福祉資金（技能習得資金）
の貸付

106
107
108
109

母子家庭自立支援給付金事業
母子福祉応急小口資金貸付事業
母子緊急一時保護事業
母子生活支援施設

方向性（２） 障害のある子どもの発達と成長支援
110
111
112
113
114
115
116

保育園における障害児保育 ·························(70)
学童クラブへの障害児の受け入れ
障害（発達障害を含む）児の放課後対策
乳幼児経過観察
心身障害児（者）歯科相談·····························(71)
療育・訓練事業
幼稚園における障害児教育

117
118
119
120
121
122
123

就学相談
心身障害学級運営
特別支援教育への対応
障害のある児童・生徒との交流
障害者（児）各種助成事業等······················· (72)
心身障害児療育施設の整備
学齢期障害児への移動支援サービス事業

方向性（３） 保護が必要な子どもとその家庭への支援
124
125
126
127

要保護児童対策地域協議会の機能強化··············································································································(74)
要保護児童対策地域協議会を中心とした虐待防止、再発防止の強化
養育支援訪問事業···························································································································································(75)
虐待防止にむけた啓発活動の推進

方向性（１） 親同士のつながりと子育て力の育成

宣言④ 地域ぐるみで子育てを見守り・協力しあいます

128 「すみだ家庭の日（毎月 25 日）」の
普及と活用 ····························································(77)
129 出産準備クラス・パパのための出産
準備クラス

130
131
132
133

育児学級
子育て講演会
両親大学
自主グループ等への支援··························· （78）

方向性（２） 地域の子育て力の育成と協働
134
135
136
137
138
139
140

学校における地域人材の活用 ····················(79)
学校支援ネットワーク事業
高齢者と園児のふれあい給食·····················(80)
高齢者団体活動の支援
いきいきプラザにおける交流事業
次代に継ぐ平和のかたりべ事業
高齢者とのコミュニケーション
（講演会等）事業
141 伝統文化等に触れ合う機会の提供
142 青少年委員活動
143 青少年育成委員会活動の支援

144 地域の子育て支援・青少年育成団体の
連携········································································· (81)
145 総合型地域スポーツクラブの活動支援
146 町会、自治会・ＮＰＯ・ボランティア活動
等地域活動の支援
147 すみだ地域応援サイト「いっしょにネッと」
の管理運営
148 わがまちコーディネーター創出支援
モデル事業
149 地域プラザ整備事業

方向性（３） 企業等の子育て力との協働
150 次世代ものづくり人材育成支援事業 ·······················································································································(83)
151 中学生の職業体験・保育体験学習の充実や小学生の幼児との交流
152 商業体験事業

方向性（４） 子育て支援ネットワークの構築
153 子育て支援の機能充実 ··································(85)
154 子育てサポーターの育成・活用
155 地域子育てアドバイザーの育成
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156 子育て人材育成・活用ネットワーク化事業
157 乳幼児子育て相談

方向性（１） ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくりの推進
158
159
160
161
162
163
164

ワーク・ライフ・バランス推進事業 ······························································································································(87)
男性の育児参加にむけた意識啓発
働く女性のための支援事業 ·········································································································································(88)
再就職支援のための事業
すずかけサロン オットマン倶楽部
すずかけ大学
男女の機会均等の確保や待遇の改善、育児休業制度の取得促進にむけた啓発

宣言⑤ 子どもと子育て家庭が暮らしやすい環境をととのえます

方向性（２） 子どもの安全を守るための環境の整備
165
166
167
168
169
170
171
172

地域防犯対策·····································································································································································(89)
安全・安心メール·······························································································································································(90)
スクールゾーン育成事業
セーフティ教室
交通安全教室
すみだこども 110 番
緊急通報装置等の防犯設備
防犯ブザーの貸与

方向性（３） 子育てにやさしいまちづくりの推進
173
174
175
176
177
178
179
180
181

赤ちゃん休けいスポット事業········································································································································(91)
きれいなトイレ整備事業
すみだ子育て支援マンション認定・整備補助事業·····························································································(92)
放置自転車対策
交通バリアフリー事業
道路バリアフリー事業
公園出入口バリアフリー事業
公衆トイレのバリアフリー化の推進
区庁舎、公共施設への子連れの親子向けトイレ等の整備

方向性（４） 子育て家庭の視点に立った情報の発信
182
183
184
185
186
187
188
189

子育て支援に関する区ホームページのコーナー作成·····················································································(93)
子育て支援に関する携帯電話専用Ｗｅｂサイトの作成
子育て手帳（こどもダイアリー）の作成
子育て支援情報の提供 ·················································································································································(94)
区報及びＣＡＴＶによる情報提供
区ホームページ、チラシ等の外国語版の作成
いきいき子育てガイドブックの作成
子育て応援マップの作成
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