
第4次清瀬市長期総合計画・実行計画（令和2年度～4年度）4.清瀬市まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂版）関連事業

基本目標Ⅰ　結婚・出産・子育ての希望実現戦略

■戦略の展開
①妊娠・出産・子育ての切れ目のないサポート体制の整備

取り組み内容
◇妊婦健康診査【継続】 施策311

取組内容

◇乳児家庭全戸訪問事業【継続】 施策311

取組内容

◇ファミリー・サポート・センター事業【継続】 施策312

取組内容

◇ホームビジター派遣事業【継続】 施策312

取組内容

◇子ども家庭支援センター事業 【継続】 施策312

取組内容

◇地域子育て支援拠点事業【継続】（つどいの広場・子育て広場） 施策312

取組内容

取組内容

◇子育てクーポン事業【継続】 施策312

取組内容

◇子どもの発達支援・交流センター（とことこ）運営事業【継続】 施策212

取組内容

◇総合相談支援センター設置の検討【継続】 施策332

取組内容

◇子育て世帯近居支援事業【継続】 施策411

取組内容
市内に在住している小学校6年生以下の子どもがいる子育て世帯又は親世帯の近くに、市外に住んでいる親世帯又は子育て世帯が
住むことになった場合の引っ越し費用などの負担軽減を行う。

子育て、教育、生き方に関する相談、支援を一貫して行う総合的な相談機関である「総合相談支援センター」の開設準備を進める。

予算事務事業 0108040103 住宅支援事業 まちづくり課

子どもの発達に不安のある保護者や関係者の方の相談支援及び市内の保育園等に対する巡回相談指導といったアウトリーチ型の
取り組みと保護者支援としてのペアレントグループ等を継続的に行う。

予算事務事業 0110010302 教育相談センター運営管理事業 指導課

市内で実施している子育てサービスに使用できるクーポン券と市内取扱店で商品を購入できる商品券を配布する。

予算事務事業 0103021001 子どもの発達支援・交流センター運営管理事業 障害福祉課

０歳からの子どもとその親が気軽に集い、交流しながら、仲間づくりや情報交換ができる場を保育園や児童館などで提供する。

予算事務事業 0103020907 子育てクーポン事業 子ども家庭支援センター

０歳からの子どもとその親が気軽に集い、交流しながら、仲間づくりや情報交換ができる場を地域センターや児童館などで提供する。

予算事務事業 0103020607 子育てひろば事業 子育て支援課

養育支援ヘルパーや、ショートステイ等のさまざまな子育て支援事業の実施や、各種講座の実施、子育てグループの組織化の支援
等を行う。

予算事務事業 0103020902 子ども家庭支援センター事業 子ども家庭支援センター

産前や就学前の乳幼児を養育する家庭にホームビジターを派遣し、協働して育児や家事等を行う。

予算事務事業 0103020902 子ども家庭支援センター事業 子ども家庭支援センター

児童の預かりなどの援助を受けることを希望する人（依頼会員）と援助を行うことを希望する人（提供会員）の連絡調整を行い、相互
援助による子育て環境を提供する。

予算事務事業 0103020905 ホームビジター派遣事業 子ども家庭支援センター

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行い、適切なサービスに
つなげる。

予算事務事業 0103020904 ファミリー・サポート・センター事業 子ども家庭支援センター

予算事務事業 0104010241 母子保健事業 健康推進課

予算事務事業 0104010242 妊婦健康診査事業 健康推進課

清瀬市版ネウボラ事業として、妊娠の届出者を対象とした保健師全数面接を実施し、妊婦全数に個別プランの作成、個々に合った
サービスを提供するなど、相談体制の充実と要フォロー妊婦の早期発見・早期支援に努める。また委託医療機関において妊婦の健
康診査を実施しその健康管理に努める。
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第4次清瀬市長期総合計画・実行計画（令和2年度～4年度）4.清瀬市まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂版）関連事業

②子育てと仕事の両立の支援
取り組み内容

◇保育園運営事業（家庭的保育事業【新規】・小規模保育事業【検討】） 施策312

取組内容

◇学童クラブ運営管理事業【継続】 施策312

取組内容

◇私立幼稚園等助成事業（私立幼稚園の認定子ども園移行に向けた取り組み）【継続】 施策312

取組内容

◇病児・病後児保育事業【継続】 施策312

取組内容

◇子育て短期支援事業（ショートステイ）【継続】 施策312

取組内容

③結婚・出産の希望の実現推進
取り組み内容

◇婚活支援事業【検討】 施策121

取組内容

◇両親学級事業【拡充】 施策311

取組内容

◇不妊、不育症治療費助成【拡充】 施策311

取組内容

④子育て世代が安心して出歩ける環境の整備
取り組み内容

◇子育て環境整備事業（子育てガイドブックの発行）【新規】 -

取組内容

◇歩道整備事業【継続】 施策412

取組内容

◇花のある公園芝生化・柳瀬川回廊事業【継続】 施策414

取組内容

◇椅子のあるまちづくり事業【継続】 -

取組内容

◇花のあるまちづくり事業【継続】 -

取組内容
清瀬の顔となる駅周辺や公共施設、公園などで年間を通して季節の花を楽しめるように、花の植え替え・管理を実施する。

まちなかに寄付による椅子を設置・管理し、豊かな自然と調和した都市環境を整備する。

予算事務事業 0108030505 花のあるまちづくり事業 水と緑の環境課

柳瀬川回廊事業の充実を図るため、「（仮称）花のある公園」及び柳瀬川親水公園の整備、散策路の距離表示及びサインの新設・更
新を行う。

予算事務事業 0108030506 椅子のあるまちづくり事業 水と緑の環境課

子育てしやすい環境づくりのため、公園トイレへのおむつ替えシートの設置や公共施設のトイレ洋式化を一体的に整備し、安心して子
どもと出歩ける環境を創出する。

予算事務事業 0108030510 柳瀬川回廊事業 水と緑の環境課

つどいの広場や保育園・幼稚園、公園などの場所や子育てサービスを網羅した子育てガイドブックを発行。2年毎（偶数年度）に更新
し常に最新の情報を子育て家庭に届ける。

予算事務事業 0108020201 道路整備事業 道路交通課

予算事務事業 子育て環境整備事業 子ども家庭支援センター

指定医療機関で特定不妊治療・不育症治療を受けた方に特定不妊・不育症治療費助成を実施する。

妊婦とその夫に対し、妊娠・出産・育児等についての理念及び知識を伝えることで、妊娠中の不安の解消、育児に関する支援を行う。
また、本学級を通して交流を図ることで、母親等の仲間づくりを支援する。

予算事務事業 0104010241 母子保健事業 健康推進課

民間事業者の未婚男女の出会いのきっかけづくりに関連した事業を支援する。

予算事務事業 0104010244 両親学級事業 健康推進課

予算事務事業 0102010826 市民協働推進事業 企画課

保護者が病気、入院、出産、出張、冠婚葬祭などで一時的に子どもを保育できない場合に、短期間児童養護施設で子どもを預かる。

予算事務事業 0103020902 子ども家庭支援センター事業 子ども家庭支援センター

児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育園等に付設された専用スペース等において、保護者に代わり保育士、看護師等
が一時的に保育を実施する。

幼稚園等に通っている児童の保護者の負担を軽減するとともに幼稚園教育の振興と充実を図る。

予算事務事業 0103020605 認可外保育施設助成事業 子育て支援課

小学校に就学している共働き家庭などの児童を保護者に代わって指導育成する『学童クラブ』において、児童の健全育成を図る。

予算事務事業 0103020104 私立幼稚園等助成事業 子育て支援課

私立認可保育園や小規模保育所など多様な保育サービスの実施や定員の弾力的運用により待機児童の解消に取り組む。

予算事務事業 0103020703 学童クラブ運営管理事業 子育て支援課

予算事務事業 0103020603 市立保育園運営管理事業 子育て支援課
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◇コミュニティバス事業【継続】 -

取組内容

◇清瀬駅南口地域児童館整備【継続】 施策331

取組内容

⑤子どもたちの学習機会の充実
取り組み内容

◇体験型講座【検討】 -

取組内容

◇命の教育【継続】 施策321

取組内容

◇清瀬市オリジナル教材活用事業【継続】 施策321

取組内容

◇オリンピック・パラリンピック教育の推進に向けた取り組み【継続】 施策321

取組内容

◇特色ある教育活動事業【継続】 施策321

取組内容

◇体験型英語学習活動【検討】 施策321

取組内容

◇学校における地産地消推進事業【拡充】 施策321

取組内容

◇子どもの学習支援事業【継続】 施策213

取組内容
駅前に学習場所を確保して利用者の拡充を図るとともに、高校中退防止と生活習慣改善の取り組みを併せて実施する。

予算事務事業 0103010131 生活困窮者自立支援事業 生活福祉課

市内農家との連携により学校給食における地場産野菜の利用拡大することで、地産地消を推進する。

東京グローバルゲートウェイと連携して行う｢Fun Funイングリッシュ｣を通して、英語学習の充実を目指す。

予算事務事業 0110010318 地産地消推進事業 教育総務課

各校の中長期的なビジョンにもとづき、自校の教育資源を活用した｢特色ある学校づくり｣を進める。

予算事務事業 0110010327 体験型英語学習活動事業 指導課

東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、児童・生徒のスポーツに対する意欲を喚起するとともに、体力の向上と困難を乗り
越える強い精神力を身につけさせる取り組みを推進する。

予算事務事業 0110010311 特色ある教育活動事業 指導課

清瀬市の郷土を題材とした道徳教材を全校で活用し、道徳教育の改善・推進を図る。

予算事務事業 0110010303 研究指定校等推進事業 指導課

「赤ちゃんのチカラプロジェクト」、｢認知症サポーター養成講座｣などの「命の教育」にかかわる体験活動を提供する。

予算事務事業 0110010308 児童・生徒健全育成事業 指導課

子ども向け市民講座として、日常生活や学校教育では学ぶことの出来ない体験型生涯学習講座を実施する。

予算事務事業 0110010308 児童・生徒健全育成事業 指導課

予算事務事業 文化活動振興事業 生涯学習スポーツ課

市民ニーズが高い市南部地域の児童館を整備する。

清瀬駅と秋津駅を結ぶコミュニティバスを運行し、公共交通不便地域の解消並びに交通弱者の移動手段を確保する。

予算事務事業 0103020804 児童センター事業 児童センター

予算事務事業 0102011003 コミュニティバス事業 道路交通課
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第4次清瀬市長期総合計画・実行計画（令和2年度～4年度）4.清瀬市まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂版）関連事業

基本目標Ⅱ　働きやすさ・地域活力向上戦略

■戦略の展開
①地域課題に対応した新たな事業創出

取り組み内容
◇創業支援【継続】 施策432

取組内容

◇融資事業【継続】 施策432

取組内容

◇ふるさとハローワーク事業【継続】 施策213

取組内容

◇女性の就労支援（相談・講座）【継続】 施策132

取組内容

◇ワーク・ライフ・バランスの推進【拡充】 施策132

取組内容

②子育て世代が楽しめる活気あるまちづくりの推進
取り組み内容

◇農業従事者の雇用促進（子育て世帯の活用、高齢者の活用）【継続】 施策431

取組内容

◇農業振興計画の推進【継続】 施策431

取組内容

◇商工業振興計画の推進【継続】 施策432

取組内容

◇スポーツを活かしたまちづくりの推進（サッカー場等整備事業）【継続】 施策123

取組内容

取組内容

◇スポーツを活かしたまちづくりの推進（健幸ポイント事業）【継続】 施策221

取組内容

◇空き店舗事業の募集（空き店舗活用コンテスト）【検討】 -

取組内容
空き店舗活用のアイデアを募る他、空き店舗情報を提供し商店街の活性化を目指す。

スポーツを通じた健康増進の意識の醸成や運動・スポーツへの興味・関心を喚起する健幸ポイント事業を行い、スポーツによる地域
の活性化を促進する。

予算事務事業 - - 産業振興課

下宿地域のサッカー場及び野球場、体育館等の整備を行い、市民が使用しやすいスポーツ振興を図る。

予算事務事業 0104010226 健幸ポイント事業 健康推進課

下宿地域のサッカー場及び野球場、体育館等の整備を行い、市民が使用しやすいスポーツ振興を図る。

予算事務事業 0110060201 清瀬内山運動公園等管理事業 生涯学習スポーツ課

清瀬市商工業振興計画を推進し、まちのにぎわいの創出を目指す。

予算事務事業 0110060104 体育等振興事業 生涯学習スポーツ課

第３次清瀬市農業振興計画にもとづく農業振興策の推進によって、清瀬市の個性である「農のある風景」の維持を図る。

予算事務事業 0107010201 商工会等育成事業 産業振興課

幅広く農業分野での雇用を促進するため、補助対象の従事者の範囲を市民に拡大し、農業分野における雇用機会の拡大、農家の経
営安定及び経営規模拡大を図る。

予算事務事業 0106010301 農業振興対策事業 産業振興課

予算事務事業 0106010301 農業振興対策事業 産業振興課

市内事業者の実態と課題を把握した上、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた研修・啓発事業を実施する。

女性のしごと（起業、就労等）支援に関する女性の自立支援講座や「しごと相談」「おしごとカフェ（グループカウンセリング）」、「子育て
しやすいまち清瀬」で女性が輝く働く場活性化事業を実施する。

予算事務事業 0102011204 起業支援事業 男女共同参画センター

国（ﾊﾛｰﾜｰｸ三鷹）と共同で清瀬・ハローワーク就職情報室を運営するとともに、東京しごとセンター等とも連携し、就職相談や職業紹
介、就職支援を行う

予算事務事業 0102011204 起業支援事業 男女共同参画センター

市内の中小事業者向けにより利用しやすくした小口事業資金融資を取扱金融機関にあっせんするとともに、資金融資にかかわる利
子補給と保証料の一部を補てんし、事業者の負担軽減を行う。

予算事務事業 0105010101 ふるさとハローワーク事業 産業振興課

市がワンストップ窓口となり、創業希望者のニーズに応じて連携支援機関の創業支援事業につなぎ、新たに創業メニューを追加した
小口事業資金融資の利用を促すことで、創業希望者を支援する。

予算事務事業 0107010202 融資事業 産業振興課

予算事務事業 0107010201 商工会等育成事業 産業振興課
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基本目標Ⅲ　まちの魅力向上・発信戦略

■戦略の展開
①地域課題に対応した新たな事業創出

取り組み内容
◇子育て環境ＰＲ事業【拡充】 施策541

取組内容

◇歴史と文化を活かしたまちづくり事業（郷土博物館事業、旧森田家運営管理事業）【継続】 -

取組内容

◇世界医療文化遺産関係事業（「歴史展」の開催、ブックカバー等PR事業）【継続】 施策541

取組内容

◇市制施行５０周年記念事業【継続】 施策512

取組内容

◇移住に関する情報提供の一元化【新規】 -

取組内容
清瀬市公式ホームページ内に、市への移住に関連した情報をまとめ、随時情報を発信していく。

市民と清瀬市のあゆみを振り返り、すべての市民と事業・祭典を作り上げ、「自分たちのまちは自分たちで創る」というまちづくりの精
神を継承することを目指す。

予算事務事業 - - 秘書広報課

結核療養の地としての歴史と文化を多くの方に知っていただくため、様々な機会や媒体を通じて情報を発信する。

予算事務事業 0102010824 市制施行50周年記念事業 企画課

郷土博物館事業や旧森田家運営管理事業など、清瀬の特色を活かした活動を推進し、清瀬の文化・歴史に対する理解と、郷土への
愛着や誇りを高めるとともに、郷土文化を伝承・継承する。

予算事務事業 0102010409 シティプロモーション推進事業 秘書広報課

子育て環境を積極的に発信し、子育ての楽しいまちを市内外にアピールする。公式ホームページのリニューアルにあたり、子育て関
連情報をまとめたページを作成し、情報発信力を強化する。

予算事務事業 - 郷土博物館

予算事務事業 0102010409 シティプロモーション推進事業 秘書広報課
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第4次清瀬市長期総合計画・実行計画（令和2年度～4年度）4.清瀬市まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂版）関連事業

基本目標Ⅳ　支え合いのある地域づくり戦略

■戦略の展開
①地域課題に対応した新たな事業創出
取り組み内容
◇地域コミュニティ活動の支援（円卓会議）【拡充】 施策121

取組内容

◇協働のきっかけづくりの支援【継続】 施策121

取組内容

◇学校支援地域本部【拡充】 施策322

取組内容

◇コミュニティ・スクール【継続】 施策322

取組内容

②行政が持つ経営資源の最適配分による地域サポート
取り組み内容
◇公共施設配置適正化事業【継続】 施策541

取組内容

◇オープンデータの推進【継続】 -

取組内容

◇広域連携の推進【継続】 -

取組内容

◇メール配信サービス・公式Facebook・twitterの活用【継続】Wi-Fiスポットの整備【継続】 施策541

取組内容
　様々な広報媒体を活用した情報発信を行い、市民に市政の情報を適時供給する。また、その基盤となるWi-Fiスポットを、現在の4施
設7APポイントから拡充を図る。

近隣市とまちづくりのさまざまな分野における連携・協力を推進し、共通する課題の解決やサービス向上を図る。

予算事務事業 0102010409 シティプロモーション推進事業 秘書広報課

さまざまな主体が公共サービスをともに担うことができるよう、二次利用可能な公共データの公開を目指す。

予算事務事業 - 広域行政（近隣市）の充実 企画課

公共施設再編計画に基づき、適切な公共サービスの提供と安定した財政運営を両立し、地域コミュニティ活動の場となる公共施設の
再編を推進する。

予算事務事業 - オープンデータの推進 情報政策課

予算事務事業 0102010801 計画行財政推進事業 企画課

各学校に学校運営協議会を設置し、学校支援地域本部との連携によって、地域とともにある学校づくりを推進する。

各学校に学校支援地域本部を設立し、地域の人材や資源を活用して学校の教育活動の充実を図る。

予算事務事業 0110050118 学校支援本部事業 生涯学習スポーツ課

市と市民活動団体、NPO、大学、企業などの各団体がそれぞれ連携し、ともに地域課題の解決に対応することが可能となるよう協働
の環境整備を行う。

予算事務事業 0110050118 学校支援本部事業 生涯学習スポーツ課

地域の課題解決の主体となる地域コミュニティの活性化や運営の継続を図るため、全小学校区での円卓会議の運営の取り組みを支
援する。

予算事務事業 0102010826 市民協働推進事業 企画課

予算事務事業 0102010826 市民協働推進事業 企画課
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