
１　事業の概要
① 事業概要

②平成27年度の実績・活動内容・効果・課題等

③平成28年度以降の事業計画

④対象（誰、何を対象としているのか） ⑤意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

⑥結果（どんな結果に結び付けるのか）

３ 主な支出状況

総合戦略主要事業担当課評価シート

31年度

所属係 課長名保育・幼稚園係 松葉　篤

２　重要業績評価指標（ＫＰＩ）

27年度

28年度

29年度

若い世代が地域の中で安心して子どもを産み、子育てに取り組める環境を作るとともに、子どもたちが主体的に学び
成長できる機会を提供します。

市内の教育・保育施設等 子育て環境の向上が図れる。

公私立の認可保育所：13施設、家庭的保育事業所：3施設、認証保育所：2施設、幼稚園：9園へ助成したことによ
り、教育・保育環境の充実と安定した施設運営が図れることとなった。

30年度

・補助金：３，９９３，４９２円（幼稚園、私立保育所、認証保育所、家庭的保育事業所）
・備品購入費：７５３，０７８円

30年度

年度 主な支出内容（件名、金額を記載）

所属部 子ども家庭部 所属課 児童青少年課
１．子育て世代に選ばれるまちを作るとともに、安定した雇用を創
出し、次世代を育成する

①妊娠前から子育て期の世帯を対象とする支援の充実

くにたち子育て支援事業（市内保育所・幼稚園屋外遊具、保育備
品購入助成）

基本目標

施策名

事業名

目標値

69.6

市内の教育・保育施設等に対し、屋外遊具や保育備品の購入経費を助成する。

29年度 31年度26年度

63.9 51.6

27年度 28年度単位

％

指標

子育てのしやすい環境が整っていると
思う市民の割合
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１　事業の概要
① 事業概要

②平成27年度の実績・活動内容・効果・課題等

③平成28年度以降の事業計画

④対象（誰、何を対象としているのか） ⑤意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

⑥結果（どんな結果に結び付けるのか）

３ 主な支出状況

総合戦略主要事業担当課評価シート

31年度

所属係 課長名児童･青少年係 松葉篤

２　重要業績評価指標（ＫＰＩ）

27年度

28年度

29年度

国立に住んでよかった、子どもを産んでよかった、子育てをしてよかったと思い、これからも国立で暮らしたいと思っ
てもらえる住民を増やす。

市内在住を中心とした子育て期の保護者等
子育てをする上での有益な情報を効果的に得、子育て
による負担感を減らす

他地域で既に導入されている子育て支援アプリの調査、導入に向けてのプロポーザル審査、アプリの構築をし、平
成28年3月より運用を開始した。
より多くの保護者に利用していただけるよう、効果的な広報を行う必要がある。

30年度

アプリ構築委託料4,320,000円、アプリ保守委託料（3月分のみ）82,080円

30年度

年度 主な支出内容（件名、金額を記載）

所属部 子ども家庭部 所属課 児童青少年課
１．子育て世代に選ばれるまちを作るとともに、安定した雇用を創
出し、次世代を育成する

①妊娠前から子育て期の世帯を対象とする支援の充実

くにたち子育て支援事業（子育て支援（応援）アプリ導入事業

基本目標

施策名

事業名

目標値

69.6

子育て家庭を対象に、利用者の状況（子どもの月齢や年齢、生活区域など）に合った子育て関連情報を効率的に
提供し、子育て家庭が適切に行政サービスを受けられるようサポートするためのスマートフォン用の子育て支援（応
援）アプリケーションを導入した。

29年度 31年度26年度

63.9 51.6

27年度 28年度単位

％

指標

子育てのしやすい環境が整っていると
思う市民の割合

資料５－２

－１枚目－



市報 〒186-8501 東京都国立市富士見台 2-47-1

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ホームページ

編集・発行 国立市役所政策経営部

平成28年（2016年）

月 日号（第1115号）３ ５
Public Information KUNITACHI

毎月
5日・20日
発行

☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎ 576-21100004444222 5004444222-5 1（代）
576-0264042-5

〇〇〇〇〇〇に入る
文字はなんでしょう？
大学通りには約160本の
桜の木がありますが、
一番多く植えられている
品種は〇〇〇〇〇〇です。
（答えは中面にあります）
（市長室広報担当）

平成28年2月1日現在 対前月比人
口
と
世
帯

男 36,769人 4人増
女 38,211人 5人増
計 74,980人 9人増
世帯数 36,368世帯 世帯増減なし

▲ センターから毎月発行し
ている情報誌『ぽかぽか』。

▲ アプリトップページ（イメージ）

▲ 野外撮影に挑戦する「こど
もスタッフ」。真剣なまな
ざしです。

携帯電話等で右
のＱＲコードを読
み取ると、「くに
たち発こどもホー
ムページ」にアク
セスできます。

スマートフォン等でQRコードを
読み取ると、子育てアプリ詳細
ページにアクセスできます。

▶

▶

▲ 市民の方にインタビュー
をする「こどもスタッフ」。
まちの方々からたくさん
のことを学びます。

▲ 現在制作中の『くにたち子ども
とお散歩Book 0・1・2』。ママ
たちの思いがつまっています。

◀

「
く
に
た
ち
子
育
て
応
援
ア
プ
リ
」「
こ
ど
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」に
関
す
る
問
い
合
わ
せ　

児
童
青
少
年
課
児
童
・
青
少
年
係

　スマートフォンなどでお使いいただけるアプリ
を通して、市の子育てサービスや制度、子育て世
帯へのお知らせなどをお届けします！　「普段忙
しくて、なかなか子育てに関する情報を探す暇が
ない」「うちの子の月齢に合ったサービスはどん
なものがあるの？」といった悩みにお答えし、便
利にわかりやすく情報が得られるようになります。
ぜひ、ご利用ください！
※ 本アプリは無料です。ただし、インターネット
接続のパケット通信料がかかります。

「くにたち子育て応援アプリ」はG
グ ー グ ル

oogle P
プ レ イ

layおよびA
ア ッ プ

pp S
ス ト ア

toreから
ダウンロード可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

　子ども家庭支援センターでは、子育て中の
ご家族が気軽に集える“子育てひろば”を開放
しています。ひろばでは、子育て中の親子が
交流をしたり、スタッフに相談したりするこ
ともできます。
　また、月齢グループや、地域の親子が集え
るグループ結成のお手伝い、お子さんの年代
に合わせた子育て講座の開催や、子育てに関
するさまざまな情報発信もしています。
　情報誌『ぽかぽか』では、市内の子育てに関

　公募により集まった市民編集員7名
が、「主に0～ 2歳児を子育て中のマ
マたちが、お出かけ時に持ち歩ける情
報誌」をコンセプトに、現在制作しています。
　ママたちの「外に出て息抜きしたい」「人と
つながりたい」と思う気持ちにも配慮し、編
集員自身の「あってよかった」「こんな情報が
ほしかった」という体

　市内の遊び場や公共施設の魅力をたくさん
の方に知っていただくために、小中高生たち
と協力して、映像を作成しています。
　詳しくは、「くにたち発こどもホームペー
ジ」をご覧ください。

するイベント情報や子
育てのヒントになるお
話などを掲載していま
す。市役所、児童館、
図書館など、市の施設
で配布していますので、
ぜひ、ご活用ください。

験をもとに、実際に足
を運び取材・編集をし
ています。
　発行でき次第、市報
でお知らせします。

子育てに関するイベントや講座などを一覧で表示
複雑な制度なども、わかりやすくまとめて掲載
外出先や忙しいときでも、簡単に操作できる

33月月1010日日㈭㈭よりより利用できます!利用できます!

子どもの年齢に沿った情報を随時配信

問い合わせ　子育て支援課子ども家庭支援センター（富士見台3-21-1）　☎573-0192

プッシュ通知(※2)でお知らせを自動配信

※1　アプリとは… 用途に応じてつくられたソフトウエアのこと。スマートフォンなどの端末
にダウンロード・インストールすることで使用できます。

※2　プッシュ通知とは…市からのお知らせがアプリ使用者へ自動的に通知されるもの。

子育てに役立つ市内
の場所や施設を一覧
で表示（G

ジーピーエス

PS機能を
使ってルート検索も
できます）

子どもの体重や身長
を記録して、成長グ
ラフを作成

子ども家庭支援センターに
遊びにきませんか

こどもホームページこどもホームページ
子育て情報はこちらにも!

こんな機能も…

ここが魅力!!

成

「くにたち子育て応援アプリ」で「くにたち子育て応援アプリ」で
子育てを応援します！子育てを応援します！

(※1)(※1)

▼ 国立市観光まちづくり協会キャラクター
　「くにニャン」のアイコンが目印です!

ママ目線の情報がたくさんつまった
『くにたち子どもとお散歩B

ブ ッ ク

ook
0・1・2』を3月末に発行予定！

た
ム
セ

　 携帯電話等で
左のＱＲコー
ドを読み取る
と、市ホーム
ページにアク
セスできます。



１　事業の概要
① 事業概要

②平成27年度の実績・活動内容・効果・課題等

③平成28年度以降の事業計画

④対象（誰、何を対象としているのか） ⑤意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

⑥結果（どんな結果に結び付けるのか）

３ 主な支出状況

31年度

28年度

29年度

30年度

年度 主な支出内容（件名、金額を記載）

27年度
子ども家庭支援センター「赤ちゃん・ふらっと」改修費　　　　　　　799,092円
中央児童館、西児童館、「赤ちゃん・ふらっと」新規設置費　　　1,275,912円

赤ちゃんふらっとの整備 箇所 14 - 10

子育てのしやすい環境が整っていると
思う市民の割合

％ 69.6 63.9 51.6

２　重要業績評価指標（ＫＰＩ）
指標 単位 目標値 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

平成28年度以降、具体的な計画はなし

乳幼児を持つ親
授乳やおむつ替えのことが気になり、安心して外出を
楽しめない状況がある。外出時の息抜きの場がない。

子育ての負担感や孤立化の軽減に繋がる。

事業名 くにたち子育て支援事業（授乳室整備と赤ちゃん・ふらっとの拡充）

子ども家庭支援センターの授乳スペース等を整備する。児童館に「赤ちゃん・ふらっと」を整備する。

子ども家庭支援センター内の「赤ちゃん・ふらっと」環境をより利便性の高いものにするために、空調設備の設置、備
品の入れ替え、ドアの交換等の改修を行った。また、中央児童館、西児童館に「赤ちゃん・ふらっと」を新たに設置し
た。市の施設としては、市役所、中央図書館、公民館、子ども家庭支援センターとあわせて6施設となった。
(下記指標は、児童館２、市補助金助成による民間事業所７、自主的設置民間事業所１の合計としている）

施策名 ①妊娠前から子育て期の世帯を対象とする支援の充実 所属係
子ども家庭支
援センター

課長名 宮崎きよみ

総合戦略主要事業担当課評価シート
基本目標

１．子育て世代に選ばれるまちを作るとともに、安定した雇用を創
出し、次世代を育成する

所属部 子ども家庭部 所属課 子育て支援課

資料５－３
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１　事業の概要
① 事業概要

②平成27年度の実績・活動内容・効果・課題等

③平成28年度以降の事業計画

④対象（誰、何を対象としているのか） ⑤意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

⑥結果（どんな結果に結び付けるのか）

３ 主な支出状況

31年度

28年度

29年度

30年度

年度 主な支出内容（件名、金額を記載）

27年度

かふぇカサムシカ（ワーカーズ・まちの縁がわ国立）　２４６，０００円
いしでん（株式会社　石電）　７８８，０００円
たまりば宙（社会福祉法人　かいゆう）　３７３，０００円
足もみKMR（有限会社　KMR式官足法療法院）　８９８，０００円
国立ミュージカルスタジオun-even　７７９，０００円
藍整骨院　３０２，０００円
コミュニティカフェ　ネウボラ　４８９，０００円

赤ちゃんふらっとの整備（新規） 箇所 14 - 10

子育てのしやすい環境が整っていると
思う市民の割合

％ 69.6 63.9 51.6

２　重要業績評価指標（ＫＰＩ）
指標 単位 目標値 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

平成28年度は、3事業所を目標に予算を300万円計上している。

乳幼児を持つ親
授乳やおむつ替えのことが気になり、安心して外出を
楽しめない状況がある。外出時の息抜きの場がない。

子育ての負担感や孤立化の軽減に繋がる。

事業名 くにたち子育て支援事業（赤ちゃん・ふらっとの拡充）

市内商業施設・子育て施設が新たに「赤ちゃん・ふらっと」を設置する場合、設置費用の一部を助成する。

国立市赤ちゃん・ふらっと整備事業補助金交付要綱に基づき、市内の子育て支援施設、商業施設等に新たに設置
する場合、100万円を上限として設置費用に対し補助金を交付した。当初の目標は5事業所であったが、補助額が
上限を下回る事業所が殆どであったため予算残額に余裕があり追加募集し、結果7事業所に交付した。
(下記指標は、児童館２、市補助金助成による民間事業所７、自主的設置民間事業所１の合計としている）

施策名 ①妊娠前から子育て期の世帯を対象とする支援の充実 所属係
子ども家庭支
援センター

課長名 宮崎きよみ

総合戦略主要事業担当課評価シート
基本目標

１．子育て世代に選ばれるまちを作るとともに、安定した雇用を創
出し、次世代を育成する

所属部 子ども家庭部 所属課 子育て支援課

資料５－４
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赤ちゃん・ふらっとは、乳幼児連れでも安心して外出できるようおむつ替えや授

乳などが行えるスペースの愛称です。

国立市では市民のみなさんがお子さんと一緒に安心して外出を楽しめる環境

づくりを進めていきたいと「赤ちゃん・ふらっと整備事業補助金」の制度を創設し

ました。ご協力いただける事業所には整備に係る費用100万円を限度として補助

いたします。

設置事業所を募集します。

赤ちゃん・ふらっとには以下の設備の設置を
お願いいたします。
（必須整備項目）
カーテン等で仕切りができる授乳スペース
おむつ替えができる設備
給湯設備
手洗いができる設備
冷暖房設備
（任意設備）設置しなくても可
使用済みおむつのダストＢＯＸ、乳幼児を連れ
た保護者が利用できる施設

赤ちゃん・ふらっとの
事業内容

赤ちゃん・ふらっとの開始に当たり東京都に事業開始届の
提出をお願いします。東京都からマークと適合証の交付を受
けてください。また、安心・快適に利用できるように維持管理
をお願いします。
（補助対象）
商業施設・医療施設を運営する民間事業者

(  補助対象経費)
施設の設置及び改修に係る工事費。実施事業に直接必要
な備品の購入費(おむつ交換台、授乳チェア調乳器機、カー
テン等）



ふらっとの運営管理を担う人が必要。
場所についてのわかりやすい表示が必要。

災害等非常時における安全確保について
の配慮が必要。

安全管理、衛生管理、事故や盗難の防止、
不審者の侵入等の防止に努めることが必
要

整備期間

平成27年7月～平成28年2月
整備予定事業所数 ５か所

提出書類 赤ちゃん・ふらっと整備
事業補助金交付申請書（第１号
様式）・収支計画書、見積書、事
業関係図面、その他（施設概要
パンフレット、会社概要等）

問い合わせ先 国立市子ども家庭支援
センター 042-573-0192

補助限度額 ：１施設あたり１００万円

１００万円を超えた費用につきましては事
業所負担となります。

平成２８年３月３１日までに赤ちゃん・ふらっとを整備し、費用の支払いを完
了していることが必要です。工事や備品の購入等は補助金交付決定後にお
願いします。補助金交付は実績報告の提出後に補助金請求書の提出をお
願いいたします。消耗品や運営費については補助金対象外となります。事
業内容の変更・事業の中止や廃止、補助金で取得したまたは拡充した財産
の処分については市長の承認が必要となります。また、財産処分時には減
価償却分を除いた金額の返還をしていただきます。この事業に係る帳簿・
書類は事業完了後５年間保管をお願いいたします。

平成２７年度整備は５か所を予定しております。整備予定数になり次第締め
切りとさせていただきます。

注意事項



１　事業の概要
① 事業概要

②平成27年度の実績・活動内容・効果・課題等

③平成28年度以降の事業計画

④対象（誰、何を対象としているのか） ⑤意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

⑥結果（どんな結果に結び付けるのか）

３ 主な支出状況

総合戦略主要事業担当課評価シート

31年度

所属係 課長名
子ども家庭支
援センター

宮崎きよみ

２　重要業績評価指標（ＫＰＩ）

27年度

28年度

29年度

市民編集員として就労体験をすることにより、近い将来の就労に向けた自身のイメージづくりができ、一緒に働く仲
間や取材で出会った人々とのネットワークづくりができる。ガイドブックを手にした乳幼児を持つ親が、子ども連れで
楽しく安心して外出ができるようになる。

就労意欲はあるが、子育て中のため就労を控えている親。
（市民編集員）
乳幼児を持つ親（ガイドブックの対象）

出産子育てにより仕事を辞めた親の、仕事を通して社
会復帰したいという思いや復帰できるかといった不安。
子育て中の親子が孤立しがちであること。

公募により集まった７名の市民編集員を臨時職員として採用し、子育て中の親の目線で「子どもと外出時する際に持
ち歩ける」をコンセプトに、「くにたち子どもとお散歩Book　0.1.2」を３０００部制作し、市内および市施設で配布した。
編集員の勤務時に、保育が必要な場合は保育委託により対応した。３月に配布を開始してから予想を上回る勢いで
費消し、６月上旬には在庫切れとなった。

30年度

「くにたち子どもとお散歩Book　0.1.2」印刷費　２８６，７４０円
市民編集員賃金（臨時職員）　１，１８７，８４０円
保育委託費　２９２，１６０円

30年度

年度 主な支出内容（件名、金額を記載）

PDF化したデータを市ホームページ上に掲載、子育てアプリからもリンクが貼られている。変更等があればデータの
修正で更新していく。

所属部 子ども家庭部 所属課 子育て支援課
１．子育て世代に選ばれるまちを作るとともに、安定した雇用を創
出し、次世代を育成する

①妊娠前から子育て期の世帯を対象とする支援の充実

くにたち子育て支援事業（子育て・子育ちマップの作成による母子
連携と就労支援）

基本目標

施策名

事業名

目標値

69.6

子育て世代の方の目線で、地域の施設や市の制度などをまとめた子育てマップを作成する。

29年度 31年度26年度

63.9 51.6

27年度 28年度単位

％

指標

子育てのしやすい環境が整っていると
思う市民の割合

資料５－５

－子育てガイド－







































１　事業の概要
① 事業概要

②平成27年度の実績・活動内容・効果・課題等

③平成28年度以降の事業計画

④対象（誰、何を対象としているのか） ⑤意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

⑥結果（どんな結果に結び付けるのか）

３ 主な支出状況

単位

件

指標

起業サポートプラン補助事業で起業した
件数

31年度26年度

- 1

27年度 28年度

事業名

目標値

5

（1）起業プランサポート事業補助金事業
　国立市起業プランサポート事業補助金交付要綱にもとづき、補助対象事業の認定を申請した市内で起業を予定してい
る個人のうち、国立市起業プランサポート会議の助言を得て、1事業者に対して補助対象事業の認定し、事業開始時の設
備改修費補助（対象経費の1/2　上限50万円）・家賃補助（対象経費の1／2・上限3万円　3年以内）・経営相談等専門家
相談費用（1年度26万円上限　3年間）により、継続して支援する。
（２）起業支援セミナー開催
　創業支援事業計画にもとづき、創業支援機関と連携して起業に関するセミナー等を開催する。

29年度

　平成28年度以降も、国立市起業プランサポート事業補助金交付要綱にもとづき、補助対象事業の認定を申請した市内
で起業を予定している個人のうち、国立市起業プランサポート会議の助言を得て、1事業者に対して補助対象事業の認
定し、事業開始時の設備改修費補助（対象経費の1/2　上限50万円）・家賃補助（対象経費の1／2・上限3万円　3年以
内）・経営相談等専門家相談費用（1年度26万円上限　3年間）により、継続して支援していくとともに、補助対象とならな
かった起業家に対しても、創業支援機関と連携して起業に向けた支援を行う。また、起業セミナー等の開催により起業
ニーズの掘り起こしと機運の醸成を行う。

所属部 生活環境部 所属課 産業振興課
１．子育て世代に選ばれるまちを作るとともに、安定した雇用を創出
し、次世代を育成する

③起業支援・企業誘致による新たな事業の創出支援と就業支援

起業支援事業（起業プランサポート事業補助金等）

基本目標

施策名

30年度

・起業プランサポート会議委員謝礼　　６０，０００円（５，０００円×７人-１名（辞退）×2回）
・起業セミナー講師謝礼　　２０，０００円（3/5開催）
・印刷製本費（起業プランサポート事業補助金告知ちらし　2000枚）　　２３，７６０円
※起業プランサポート事業補助金は、補助対象事業の認定が年度末のため執行なし（繰越明許のため減額補正できず）

30年度

年度 主な支出内容（件名、金額を記載）

三澤　英和

２　重要業績評価指標（ＫＰＩ）

27年度

28年度

29年度

市内で起業する個人が増え、賑わいと雇用が創出される。

市内で起業しようとしている個人 産業振興と雇用の創出

  国立市起業プランサポート事業については、市報をはじめ各種媒体で公募し、　受付期間（平成２７年１０月２２日（木）
から１２月１４日（月））に申請のあった　７事業について、書類審査（平成２８年１月１５日（月））及び面接審査（平成２８年２
月１９日（金））を開催し、１事業（ウエイトリフティング教室）を、平成28年3月15日に補助対象事業者として認定した。新規
事業であったことから、起業プランサポート会議委員の人選や事前告知期間を設定したため、27年度補助対象事業者の
年度末になってしまったが、補助制度の仕組みから、認定時期の大幅な前倒しは難しい。
  また、起業セミナー等の開催については、年２回開催を予定していたが、都合で中止となり、１回の開催実績となった。
今後のセミナーについては、起業プランサポート事業に応募する起業家を支援できるような内容を検討するなど、事業の
整合性をとる必要がある。

総合戦略主要事業担当課評価シート

31年度

所属係 課長名商工観光係

資料５－６

－１枚目－



・国立市内に住所を有する２０歳以上の個人

 の方で、新たに国立市内で起業する個人

・上記の個人が代表者となって、新たに市内

 で起業するために設立する法人（本店所在地

 も国立市内であること）

※詳しくは裏面をご覧ください。
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