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各部会の開催状況について 

 
１ 児童福祉施設等認可部会 

 
回 開催日 種別 題目 
１ 平成 30年 8月 24日 議題 (1)部会長、副部会長の選出 

(2)認可保育所整備・運営事業者募集に係る事業者の
決定、計画承認申請及び国庫補助事業に係る審査 

報告 (1)小規模保育事業の設計変更 
(2)家庭的保育事業者の募集結果 

２ 平成 30年 10月 1日 議題 (1)長房団地建替えに伴う認可保育所整備・運営事業
者に係る審査並びに計画承認申請及び国庫補助事業

に係る審査 
(2)小規模保育事業の計画承認申請に係る審査 
(3)小規模保育事業の国庫補助事業に係る審査 

報告 (1)小規模保育事業実施者の募集結果 
(2)認可保育所大規模修繕工事の進捗率変更 

 
 
２ 計画策定部会 

 
回 開催日 種別 題目 
１ 平成 30年 5月 28日 議題 (1)部会長、副部会長の選出 

(2)第４次子ども育成計画の策定スケジュール 
(3)アンケートの質問に関し配慮すべき事項 

２ 平成 30年 7月 23日 議題 第４次子ども育成計画策定に係るアンケート調査 
その他 計画の記載事項 

 

資料 １ 
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アンケートの実施状況について 

 
 
子ども育成計画改定のため、実施するアンケート調査の概要は下表のとおりです。 

 
 ①就学前児童の保護者 ②ひとり親家庭の保護者 

（1）調査対象 0～5歳児の保護者 
18歳未満の児童がいるひと

り親家庭の保護者 

（2）回答者 保護者 保護者 

（3）抽出母体 住民基本台帳 児童育成手当受給世帯 

（4）抽出条件 子の年齢別で６地域から 住所別に６地域から 

（5）標本数 4,800（800×6年齢区分） 800 

（6）想定回収率 50% 40% 

（7）質問数 85問 55問 ※①と一部重複 

（8）調査票の頁数（A4判） 24頁 24頁 ※①と同じ調査票 

（9）配付・回収方法 郵送 郵送 

（10）調査時期 11月 11月（①と同じ） 

 
 

 ③小・中学生を対象とした調査 

小学生 中学生 

（1）調査対象 小学5年生 中学2年生 

（2）回答者 本人 本人 

（4）抽出条件 
全校（小70校・中37校）のうち、 

各校1クラス（約30人）分 

（5）標本数 2,100  1,200 

（6）想定回収率 90% 

（7）質問数 37問 

（8）調査票の頁数（A4判） 10頁 

（9）配付・回収方法 学校交換便 

（10）調査時期 12月 

 

資料 ２ 



 

                               平成30年11月12日 

児童福祉専門分科会 
                               児 童 青 少 年 課 

 

平成30年度 子ども☆ミライ会議 実施報告 

 

１ 実施内容 

  平成30年2月に開催した「子どもミライフォーラム」において、子どもミライ提言 

「八王子はわたしたちがつくるまち」を発表した。今年度の「子ども☆ミライ会議」は、

この提言に基づき、具体的な実践策について子どもたちが考え、市長・教育長に提言し

た。 

   

２ 子ども大使（子ども企画委員）及び学生リーダーについて 

（１）広報はちおうじ平成30年5月1日号に掲載し、募集開始。 

（２）子ども大使（子ども企画委員）は、小学6年生から高校2年生まで11人応募。 

（３）学生リーダーは、大学生など5人が応募。 

 

３ 活動経過 

日 程 活動名称 参加者数 

（１）平成30年6月15日 学生リーダーオリエンテーション 5人 

（２）平成30年6月24日 第1回ワークショップ 16人 

（３）平成30年6月24日 第1回学生リーダー企画会議 4人 

（４）平成30年7月29日 第2回ワークショップ 13人 

（５）平成30年7月29日 第2回学生リーダー企画会議 4人 

（６）平成30年8月26日 子ども☆ミライ会議 32人 

 

４ 子ども大使の主な意見について 

（１）公園内のゴールの設置について 

（２）防犯カメラの設置について 

（３）「わくわく八王子っ子あいさつポイントカード」について 

（４）マルベリーブリッジの八王子駅から京王八王子駅までの延伸について 

（５）子どもが興味を持つような八王子のお土産づくり 

 

【参考】子どもミライ提言「八王子はわたしたちがつくるまち」 

１ 子どもが大人と一緒に楽しく安心して遊べる場所があるまち 

２ 犯罪がなく市民全員が安心してくらせるまち 

３ 元気よくあいさつする世界一笑顔あふれるまち 

４ 自然を活かした観光が盛んで楽しめるまち 

５ 商工業によって栄え、交通が便利なまち 

資料 ３ 



1.現行計画について

2.各施策の進捗及び達成度

3.社会情勢の変化による課題や市の取り組み

4.次期計画策定の基本的な考え方について

5.今後のスケジュール

第４次八王子市子ども育成計画策定に関する

基本的な考え方について

平成30年11月12日 児童福祉専門分科会資料 1

資料 ４
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１.現行計画（第３次子ども育成計画）について

目的 「子どもにやさしいまち」と「子育てしやすいまち」の実現を
めざす

計画期間 平成27年度から31年度まで

法的な位置付け 次世代育成支援対策推進法第8条に基づく
「市町村行動計画」

内包する計画 市町村子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法第61条）

ひとり親家庭自立支援計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条）

母子保健計画（健やか親子21）

計画の体系 4つの基本方針に基づき、17の基本施策・51の施策

計画の推進 17の基本施策の進捗状況について、毎年度点検・評価を
行い、公表する

市での位置付け 基本計画（八王子ビジョン2022）の下位計画
地域福祉計画の下位計画

（１）第３次子ども育成計画（ビジョン すくすく☆はちおうじ）
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１.現行計画（第３次子ども育成計画）について

年度 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

次世代育成支援
対策推進法

延長次世代育成支援
対策推進法

第３次子ども育成計画

第４次子ども育成計画

（２）次世代育成支援対策推進法との関係

• 第４次子ども育成計画は、延長次世代法のもとで策定する後期計画とし
ての性格を有する。
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２.各施策の達成度及び評価

評価基準 Ａ：目標以上の成果が得られた Ｂ：計画・目標どおりに達成できた
Ｃ：計画・目標どおりに達成できなかった Ｄ：達成できず困難な課題がある

評価/年度 27年度 28年度 29年度

Ａ 2（11.8％） 0（0％） 1（5.9％）

Ｂ 14（82.3％） 16（94.1％） 16（94.1％）

Ｃ 1（5.9％） 1（5.9％） 0（0％）

Ｄ 0（0％） 0（0％） 0（0％）

※指標が複数ある施策で達成・未達成が混合している場合は一部達成に分類。29年度目標は40、31年度目標は39。

（1）施策指標の達成度

（2）評価

達成度/年度
平成29年度目標 平成31年度目標

27年度 28年度 29年度 27年度 28年度 29年度

達成 9（22.5％） 12（30.0％） 15（37.5％） 6（15.4％） 8（20.5％） 12（30.8％）

一部達成 9（22.5％） 14（35.0％） 13（32.5％） 10（25.6％） 14（35.9％） 11（28.2％）

未達成 22（55.0％） 14（35.0％） 12（30.0％） 23（59.0％） 17（43.6％） 16（40.0％）
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３.社会情勢の変化による課題や市の取り組み

社会情勢の変化による課題

1. 人口減少・少子化の進展
2. 子ども・若者を取り巻く状況の変化
3. 後を絶たない児童虐待
4. スマホやＳＮＳの普及を始めとしたＩＣＴの進展
5. 経験したことのないような自然災害の発生
6. 大学の移転

法改正等

7. 新しい経済政策パッケージ（女性活躍の推進など）
8. 働き方改革
9. 子育て安心プラン（幼児教育無償化など）
10. マイナンバーの情報連携開始

市の取り組み等

11. 市制100周年・子どもたちによるミライへの提言
12. 中核市移行に伴う権限移譲
13. 待機児童ゼロをめざした保育定員の増
14. 八王子市版ネウボラの開始
15. 地域福祉計画の策定
16. 中心市街地の活性化
17. 中学校給食の実施（給食センターの建設）

• 現行計画期間中の社会情勢の変化による課題や法改正、市の取り組み等
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４.次期計画策定の基本的な考え方について

1. 現行計画の基本理念「みんなで育てる みんなが育つ

はちおうじ」は堅持する

2. ビジョンフォーラムの成果を活かし、「ミライへの提言」を始
めとした次の100年を担う子どもたちの視点を取り入れる

3. 良好な保育環境の整備や教育・保育従事者の研修により、
教育・保育の質の向上に取り組む

4. 八王子版ネウボラを始めとした安心して産み育てられる
環境づくりをさらに充実する

5. 多様化・深刻化する子ども・若者に関する課題を、組織横
断的に対応していくため、子ども・若者支援計画を内包し

た計画とする
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５.今後のスケジュール

30年度

11月 12月 1月 2月 3月

児童福祉分科会 ①基本的な考え
方を検討

⑤基本的な考え
方を報告

市（政策会議） ④基本的な考え
方を決定

市（庁内会議） ②基本的な考え
方を検討

③基本的な考え
方を検討

市議会・パブコメ

31年度 32年度

4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月

児童福祉分科会 ⑥ニーズ
量の報告

⑦重点施策・
確保策を検討

⑧素案を検討 ⑩素案を答申 ⑭パブコメ結
果を報告

市（政策会議） ⑪素案を決定 ⑮計画を決定

市（庁内会議） ⑦重点施策・
確保策を検討

⑧素案を検討 ⑨素案を検討

市議会・パブコメ ⑫素案の説明
⑬パブコメ実施

⑯議会報告

新
計
画
ス
タ
ー
ト


