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赤ちゃん・ふらっととは、カーテンやパ

ーテーションで仕切りがあり、授乳

の時のプライバシーが確保されたス

ペースです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市内の赤ちゃん・ふらっと設置施設 
赤ちゃん・ふらっとは、平成 27年 5月現在、市内に 103か所設置されており、ママやパパが 

赤ちゃんを連れて外出できる強い味方として、多くの親子連れに利用されています。 

本市の商業施設に設置されたふらっとの中で、利用者の多い施設では１日 150 組以上の利用が 
あります。 

八王子市では、子育てしやすいまちをめざして、親子でお出かけしやすい 

環境づくりに力を入れて取り組んでいます。 

「赤ちゃん・ふらっと」は、授乳やおむつ替え、ミルクがつくれるスペースで、赤ち

ゃんと一緒に安心して外出ができる“子育てにやさしい場所”。 

市では、事業者のご協力によりこのスペースを市内に増やしていくため、商業

施設や保育園・幼稚園等に設置される際の経費の９／１０を補助します。 

（審査があります） 

給湯設備やポットなど、ミルク

がつくれる設備があります 

ベビーベッドなど赤ちゃんのおむつ

替えができる設備があります 

 

平成２６年度から保育園・

幼稚園等も補助対象になり

ました。 

エリア

セレオ八王子北館 子ども家庭支援センター

親子つどいの広場ゆめきっず 京王八王子ショッピングセンター

八王子東急スクエア おもちゃカフェ　dattochi

八王子駅南口総合事務所 Relaxation & Beauty Salon　ベル・メール

スーパーアルプス八王子駅南口店 光明第一保育園

北原ライフサポートクリニック 本町幼稚園

市立子安保育園 右田病院

子安市民センター heya-niwa（ヘヤニワ）

八王子しごと情報館（マザーズコーナー） 大横保健福祉センター

八王子市役所（1階・4階） 島田療育センターはちおうじ

白百合ベビーホーム 光明第五保育園

中央図書館 地域子ども家庭支援センター館

横山事務所 イトーヨーカドー八王子店

ヤオコー八王子並木町店 グルメシティ高尾店

市立長房中央保育園 東浅川保健福祉センター

市立長房西保育園 東浅川交通公園

中郷児童館 浅川市民センター

南多摩病院 市立高尾保育園

親子つどいの広場西八王子 市立千人保育園

白百合椚田保育園 白百合寺田保育園

エスフォルタアリーナ八王子（八王子市総合体育館）

地域子ども家庭支援センター石川 市立津久田保育園2号館

石川市民センター いなげや八王子中野店

多摩小ばと保育園 親子つどいの広場大和田

南大谷児童館 北原国際病院

村内ファニチャーアクセス八王子本店 道の駅八王子滝山

OKAY八王子店 光明第七保育園

ニトリ八王子店 市立富士見台保育園

わらべ保育園

アクロスモール八王子みなみ野 フードワン片倉店

ホーマックスーパーデポ　八王子みなみ野店 北野市民センター

三和みなみ野店 北野児童館

由井市民センターみなみ野分館 あったかホール

地域子ども家庭支援センターみなみ野 打越保育園

スーパーアルプスみなみ野店 市立北野保育園

由井事務所 市立みなみ野保育園

ウイニングショットインドアテニススクール八王子校

イトーヨーカドー南大沢店 由木中央市民センター

三井アウトレットパーク多摩南大沢 Evergreen こどもクリニック

南大沢保健福祉センター せいがの森保育園

地域子ども家庭支援センター南大沢 ミスターマックス京王堀之内店

大和ハウス工業　南多摩支店 ぐりーんうぉーく多摩

光明第八保育園 親子つどいの広場堀之内

誠美保育園 フィットハウス東京八王子店

めぐみ第二保育園 わらべ里山保育園

地域子ども家庭支援センター元八王子 からまつ保育園

元八王子児童館 光明第三保育園

光明第四保育園 親子つどいの広場楢原

城山保育園 コピオ楢原

清川交通遊園 市立元八王子保育園

なかの幼稚園 市立恩方保育園

共励第二保育園　子育て広場エレファントプレイス 元八王子市民センター

認定こども園　元八王子幼稚園

南大沢
堀之内

北西部

施設名

八王子駅
周辺

八王子
IC周辺

西八王子
高尾

みなみ野
北野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

平成 27年 6月 15日（月）～7月 15日（水） 

八王子市子どものしあわせ課にご連絡の上、 

下記の書類を提出してください。 

提出書類 

（１）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） 

（２）収支計画書（第 1号様式別紙） 

（３）収支計画書の内容が確認できる資料（見積書等） 

（４）事業関係図面一式 

（５）その他（施設のパンフレット・会社概要など） 

補助対象となるもの（赤ちゃん・ふらっとを設置する費用のうち、下記のものが対象となります。） 

 

 

 

補助金額 

 

 

 

 
 

 

補助対象となるもの（赤ちゃん・ふらっとを設置する費用のうち、下記のものが対象となります。） 

 

 

 

 

補助金額 

 

 

 

ご注意いただきたいこと 

○ 消耗品費および運営費等および条例等で設置義務のあるものについては、補助対象になりません。 

○ 平成２８年３月３１日までに赤ちゃん・ふらっとを設置し、費用の支払いを完了していることが必要です。 

○ 支払いは現金でお願いいたします。（クレジットカードは利用できません。） 

また、ポイントカード等へのポイントの付加はできません。 

○ 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。なお、補助金の交付は、実績報告によ

る補助金額の確定及び請求書の提出後となります。 

○ 事業内容の変更や事業の中止・廃止、補助金で取得又は効用の増加した財産の処分には、市長の

承認が必要です。なお、財産処分時には、減価償却分を除いた補助金額を返還していただきます。 

○ 補助金と補助事業に係る帳簿及び書類は、事業完了後５年間保管してください。 

その他 

○ 赤ちゃん・ふらっと整備事業補助金の詳細については、「平成２７年度赤ちゃん・ふらっと整備事業補助

金交付要綱」をご参照願います。交付申請する事業者の方は、必ず詳細をご確認願います。 

（規定や様式は、市ホームページでも公開しています。） 

 

 

 

赤ちゃん・ふらっとについて 
赤ちゃん・ふらっとは、乳幼児と一緒に外出を楽しめるように設置された授乳やおむつ替えの

できるスペース。（東京都が要件を定めています。）平成 27年 5 月現在、都内１，２77 か所の

商業施設や公共施設などに設置。市内ではスーパーやショッピングセンター、保育園など 103

か所（6 月現在）に設置されています。 

 

八王子市では、利用者の多い商業施設などへの設置経費を補助することで、市民のみなさんが

お子さんと一緒に安心して外出ができるような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」制度を設けました。 

 

 

 

赤ちゃん・ふらっとの事業内容 

赤ちゃん・ふらっとには、下記の設備を設置してください。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

設置にあたってのお願い 

赤ちゃん・ふらっとの開始にあたり、東京都に事業開始届を

提出します。東京都から左のマークと適合証が交付されますの

で、見やすい場所に掲示をお願いします。 

また、八王子市の子育てに関するパンフレット等を配付する

など、子育て関連の情報提供へのご協力をお願いします。   

 

 

赤ちゃん・ふらっと整備事業補助金 募集要項 (審査があります) 

 

 

【必須設備】 

①カーテン等で仕切りができる授乳スペース 

②おむつ替えができる設備 

③給湯設備 

④手洗いができる設備 

⑤冷暖房設備 

【任意設備】（設置しなくても可） 

①使用済みおむつのダストボックス 

②乳幼児を連れた保護者が利用 

できる施設 

③その他設備 

【お問い合わせ・提出先】 

   八王子市子ども家庭部子どものしあわせ課 

〒192-8501 八王子市元本郷町 3-24-1 

ＴＥＬ 042-620-7391  ＦＡＸ 042-627-7776 

E-mail b470100@city.hachioji.tokyo.jp 

補助対象(1) 商業施設・医療施設を運営する民間事業者 

（１）施設の設置及び改修に係る工事費 

（２）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、調乳機器、カーテン等） 

（３）据え付け工事費及びその関連付帯工事費  

 
【補助率】    １０分の９以内 

【補助上限額】 １施設あたり１００万円 

 

（１）施設の設置及び改修に係る工事費（園舎等施設全体の新設・改修時を除く） 

（２）実施事業に直接必要な備品の購入費 

（授乳チェア、カーテン、パーテーション、おむつ交換台等） 

（３）据え付け工事費及びその関連付帯工事費（条例等で設置義務がある場合を除く） 

 

【補助率】    １０分の９以内 

【補助上限額】 １施設あたり１０万円 

 

市ホームページ（トップ）→ 子どもとその家庭→子育て情報・市からのお知らせ→赤ちゃん・ふらっと整備事業補助金 

補助対象(2) 保育園・幼稚園等の子育て支援施設 

※１千円未満の端数は切り捨て 

 ※補助対象の経費から寄付金その他の収入を控除した額の 9/10以内 

 

※１千円未満の端数は切り捨て 

 ※補助対象の経費から寄付金その他の収入を控除した額の 9/10以内 

 

    「子育て世帯が多く利用し、

設置により利便性の向上が期待で

きるか」という視点で審査します。 
 

■主な審査のポイント 

①市内の不特定多数の親子が、

日常的に利用する施設か 

②設置された場合、不特定多数

の親子が無料で利用可能か 

③設置された場合、オープン時間

中はいつでも利用可能か 

 

審査の

視点 



イメージ 

小学校の運動会で、入口に設置された案内板 

授乳室・トイレを分かりやすく表示 

 

市内 IT事業者が制作しているアプリ 

あなたの街の教えて小児科 

in HACHIOJI 

    授乳室の設置促進等による 

子育てしやすいまちの推進について 

 

【赤ちゃん・ふらっと設置促進】 

（１）「子育てしやすいまちの推進」を目的とし、官民協働で、赤ちゃんふらっとの設置により親子で

安心して外出できる環境整備を推進している。  

・平成 27年 6月現在 103箇所（民間施設 55、公共施設 48） 

・独自の補助制度を創設（設置費用 9/10補助・上限 100万円） 

・市民のニーズ調査実施（外出時に困ること 3割、設置希望場所） 

・利用促進・周知活動（マップ・ポスター・ＳＮＳ）⇒認知度 8割 

（平成26年1月 国土交通省「バリアフリー化推進功労者大臣表彰」） 

 

（２）「移動式赤ちゃん・ふらっと」の導入 

 イベント時に、屋外で利用できる移動式の赤ちゃん・ふらっとを導入

し、希望者（団体）に貸し出す。（平成 27年 9月予定） 

  

（３）「八王子まつり（8月）」などでの赤ちゃん休憩室 

 70万人が訪れる本市最大のイベントの中心地に、赤ちゃん休憩所を 

設置。酷暑の中での親子がほっとできる居場所を提供。 

 平成 26年度は、3日間で 1,200人近くに利用され喜ばれた。 

 

（４）小学校の運動会等での授乳室の設置 

 小学校の保護者が参加する行事の際に、授乳やおむつ交換が必要な方 

への配慮をしてもらえるよう学校に依頼し、授乳室等の設置を促している。 

 

 

 

（５）オープンデータの活用促進 

 赤ちゃん・ふらっと設置施設の行政情報をオープンデータとして公開。 

それを地域の課題解決や地域貢献を行っている IT事業者が活用し、アプリ 

によるＧＰＳと連動した地図情報サービスを開発・提供している。 

 

 

 

【公共ベビーカーの貸し出しサービス】 

乳幼児親子のおでかけをサポートするため、ターミナル駅である八王子駅周辺でのお散歩、ショッピ

ング、ランチなどに駅周辺で自由に利用できる公共ベビーカーの無料貸し出しを行う。 

子育て支援と同時に、駅周辺商店街への回遊性を向上させ、地域の活性化も図る。 

（平成27年6月24日より実施） 

平 成 2 7 年 6 月 1 2 日 

第１回 女性が輝く社会づくりに
つながるトイレ等の環境整備・利
用のあり方に関する協議会資料 

 

八 王 子 市 
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民間施設への子育て支援スペースの整備支援
八王子市

喜びの声講　　評

受賞者の取組み
■  取組みの概要
　八王子市は、「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指し、市の「こども育成計画」に基づいて子育て支援の
充実を図っており、親子で安心して外出できる環境を整備するため、以下の取組みを進めた。

● 「赤ちゃん・ふらっと設置促進事業」の実施
　市が「こども育成計画」を策定する際に「子どもとの外出の際に困ったこと」についての市民アンケートを実施
したところ、「トイレがおむつ替えや親子での利用に配慮されていないこと」という回答が全体の三割を超えた。
　そこで、親子で安心して外出できる環境を整備するため、民間事業者の協力を得て、授乳や調乳・おむつ換えが
できるスペースである「赤ちゃん・ふらっと」の設置を支援する事業を平成 21年度から開始した。
　本事業は、民間事業者に一部費用負担が発生することや、スペースの確保、維持管理が必要なことから地域貢献
の要素が強く、事業への理解と協力が欠かせないため、担当職員が市民の設置ニーズを基に、直接事業者に設置に
ついての働きかけを行い、理解を得た上で設置に協力してもらっている。
　民間事業者が「赤ちゃん・ふらっと」を設置する際にかかる費用の９／ 10（上限 100万円）を補助することで
設置を促進しており、平成 25年 12月までに 16の民間事業者を支援、独自に設置した民間施設 23か所・公共施
設 35か所と合わせ、74施設に設置されている。

●   「赤ちゃん・ふらっと」の認知度アップ・
利用促進

　「赤ちゃん・ふらっと」をより多くの子育て中の市民に周知
するため、統一したかわいいデザインによるポスターやリーフ
レットを作成しており、子育て世帯が気軽に外出できる環境を
整備することで、育児ストレスの軽減にも寄与するなど、官民
協働で子育てしやすいバリアフリーのまちづくりの推進に取り
組んでいる。

◎  今後期待される取組み
　今後、日常生活圏にある小学校や多様な小規模公共施設等の
整備を推進するとともに、行政主導から民間主導に移行してい
くことが期待される。

《コメント》
　この度は、本市の取組みに高い評価をいただき、
大変うれしく思っております。
　また、これまでご協力いただいた「赤ちゃん・
ふらっと」設置事業者のみなさまに、心から御礼
申しあげます。
　少子化や核家族化の進展により、安心して子育
てできる環境づくりは、急務となっており、本市
では、子育て世帯が気軽に外出できる環境を整え
ることで、育児中の負担感の軽減に寄与したいと、
事業者の方々と連携して「赤ちゃん・ふらっと」
の設置を促進しているところです。
　今後も、一人でも多くの子育て中の市民のみな
さまに「八王子で子育てをしてよかった」と思っ
ていただけるよう、子育てにやさしいまちづくり
に取り組んでまいります。

【受賞者】
　八王子市

【連絡先】
　八王子市元本郷町 3－24－1
　TEL	042－620－7391（子どものしあわせ課）

【活動等の経緯】
　平成 20年
	 	東京都が赤ちゃん・ふらっと登録制度を開始
　平成 21年
	 	八王子市が赤ちゃん・ふらっと設置事業者

への補助制度を創設
	 	民間事業者へ設置の働きかけによる設置促

進がスタート
　平成 22年～
	 	リーフレット・ポスターにより、市民への

啓発を充実
　平成 25年 12月
	 	設置促進により、八王子市内 74か所に設

置。（うち、民間事業者への補助事業によ
り設置されたものが 16か所）

【Web − URL】　
　http://www.city.hachioji.tokyo.jp/

八王子市　
　八王子市長
　　石森　孝志　氏

　受賞者は、「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指し、親子で安心して外出できる環境を整備するため、
民間事業者の協力を得て、授乳や調乳・おむつ換えができるスペースである「赤ちゃん・ふらっと」の設置
を支援する事業に取り組んでおり、子どもと一緒に安心して外出ができる環境整備という新しいまちづくり
課題に対し、独自の補助制度を創設するなど官民協働の子育てしやすいバリアフリーのまちづくりに取り組
んだ点を高く評価し、表彰することとした。

●   補助制度を活用して「赤ちゃん・ふらっと」を設置した
施設の紹介

京王八王子ショッピングセンター
　京王八王子駅の駅ビル６階のエレベーター横に新設。
　子育て世帯の利用も多く、授乳室のニーズが高かった。設置により
利用者の利便性が向上。

【京王八王子ショッピングセンターから】
・ダストボックスに捨てられているおむつのごみは、平日だと 15
個前後。
・設置前はよく「授乳室はないの？」と聞かれたが、最近は問い合
わせがなくなった。よく利用されている。

赤ちゃん・ふらっと
シンボルマーク

八王子市中央図書館の赤ちゃん・ふらっと
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