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１．計画策定の背景と趣旨 

わが国では、少子化の急速な進行を背景に、平成 15年 7月に「次世代育成支援対策推進法」

が制定され、これに基づき、地方公共団体では平成 17～21 年度を計画期間とする「次世代育

成支援対策行動計画（前期計画）」を策定し、次世代育成支援対策の推進を図ってきたところ

です。 

しかし、法制定後も少子化の傾向は続き、平成 17 年にはわが国として初めて総人口が減少

に転じたことに加え、出生数 106 万人、合計特殊出生率 1.26 と、いずれも過去最低を記録し

ました。 

こうした事態を受け、国では平成 18年 6月には「新しい少子化対策について」、さらには平

成 19年 12 月には「子どもと家族を応援する日本」重点戦略をそれぞれ決定・とりまとめるな

ど、少子化対策の抜本的・重点的な拡充・強化を図っているところです。 

船橋市においても、合計特殊出生率は長期的な低落傾向の中、平成 16年には 1.18と過去最

低を記録しましたが、その後は上昇傾向の中で推移しており、平成 20年には 1.31にまで回復

しています。 

近年の合計特殊出生率の上昇傾向は全国的傾向であり、20 代女性の出生率低下傾向の下げ止

まりがその要因のひとつとも言われていますが、数値そのものは依然として低い状況であり、

景気の動向などにより、今後どのように推移するか懸念されるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況の中、船橋市では近年の子どもたちを取り巻く環境の変化や子育てニーズ等を

踏まえ、保健・福祉・労働・教育・生活環境等の多岐の分野にわたる施策を総合的・効果的に

推進するため、平成 17年に策定した次世代育成支援行動計画（前期計画）「ふなばし・あいプ

ラン」を見直し、新たにその後期計画の策定を行うこととしました。 

 

第１章 計画策定にあたって 

合計特殊出生率

全　 国 1.37

千葉県 1.29

千葉市 1.26

船橋市 1.31
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２．計画の位置づけ 

(1) 法的位置づけ 

本計画は、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」として策定するも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体の計画策定にあたっては、次世代育成支援対策推進法第 7条に基づく「行動計画策定指

針」（平成 21 年 3 月）を踏まえています。 

 

(2) 計画体系における位置づけ 

本計画は、「船橋市総合計画」を上位計画とする子育ち・子育て支援の実施計画として位置

づけられる計画です。 

また、「船橋市男女共同参画計画」、「船橋市地域福祉計画」、「船橋市障害者施策に関する計

画」、「ふなばし健やかプラン 21」等の関連諸計画と調和を図っています。 

 

３．計画の期間 

本計画の期間は、平成 22～26 年度の 5年間とします。 

計画期間中であっても、想定外の状況変化等により見直しの必要性が生じた場合には、適宜、

事業の柔軟な見直しを行っていくこととします。 

 

 

計画期間 
年 度 

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

ふなばし あいプラン 
前期計画  

 後期計画 

 

 

 

 

 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び

事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児

及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環

境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確

保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に

関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定するものとする。 

次世代育成支援対策推進法 
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４．計画の対象 

本計画では、子どもと親、子育てに関わる人たちだけではなく、これから子育てに関わる人

たち、さらには、子育ち・子育てを見守り、支援する地域社会全体を対象としています。 

また、本計画において、“子ども”とは特に断りのない限り、原則として 18歳未満の者を指

します。 

 

５．計画の策定体制 

本計画は、次世代育成支援行動計画（後期計画）策定のためのニーズ調査の結果や、船橋市

社会福祉審議会児童福祉専門分科会及びふなばし・あいプラン推進協議会からの意見等を踏ま

え、船橋市次世代育成支援対策推進委員会（庁内組織）と船橋市次世代育成支援行動計画策定

委員会（外部委員会）で意見交換を行って策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．計画推進の体制としくみ 

船橋市では、平成 20年度に次世代育成支援対策を推進するための庁内横断的な組織として、

副市長、局長、関係部長、そして関係 43 課の課長により構成される「船橋市次世代育成支援

対策推進委員会」を設置しており、関係部署が連携しながら後期計画に則って総合的な子育

ち・子育て支援を推進していきます。 

また、市民団体、地域団体、ＮＰＯ、企業等の子育ち・子育て支援を促進するとともに、児

童福祉、健全育成、母子保健、教育などの関係者や市民等との連携を進め、一体となって子育

ち・子育てのためのより良い環境整備を進めます。 

前期計画と同様に、外部の委員による「ふなばし・あいプラン推進協議会」を設置し、毎年

度、計画の進行管理を行います。 

船橋市次世代育成支援 

行動計画策定委員会 

学識経験者、保健・医療、

福祉、教育等の関係者、

公募による市民代表 

計 16 人

⑤計画案報告 

ふなばし・あいプラン 

推進協議会 

（前期計画の見直し） 

船橋市次世代育成支援 

対策推進委員会 

  （庁内組織） 

関係 43課 

②意見 

⑥計画策定

を指示 

船橋市社会福祉審議会

児童福祉専門分科会 

次世代育成支援行動計

画（後期計画）策定のた

めのニーズ調査 

① 調査結果 

－2－ －3－
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１．基本理念 

基本理念について、前期計画を踏襲し、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子どもと子育て家庭を、社会全体で支援することを基本とし、「 子育ち・子育て支

援都市 ― 子・親・地域がともに育ち合えるまち ― 」の実現を図ります。 

家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められ、子育ての喜びと楽しさが

実感できるように配慮し、子どもを持ちたい人が子どもを生み育てやすい環境を整えます。ま

た、次代を担う子どもたち一人ひとりが主体的に生きる力を持ち、社会の変化に柔軟かつ的確

に対応して自立できるよう、社会性や豊かな人間性を養い、将来に夢を持てるような社会をめ

ざします。 

 

２．基本的視点 

基本理念を踏まえた上で、次の基本的視点に立って、子育ち・子育て支援を総合的に推進し

ていきます。 

 

 

 

「児童の権利に関する条約（平成６年４月 22 日批准）」にもあるように、子どもの最善の利

益を第一に考慮することが必要です。子どもの視点を基本として、子どもの権利を尊重し、子

どもたち一人ひとりが市民の一員として自己肯定感を持ち、心豊かに生きていくことのできる

社会をめざして、施策の展開を図ります。 

 

 

 

若い世代が子どもたちとふれあうことは、人への関心や共感を高め、家庭や子育てについて

考える機会になるとともに、将来の子育てに関する貴重な体験と学習の場になります。思春期

の子どもたちが命の大切さを知り、豊かな人間性を形成して自立できるように支援し、次の世

代を育てる準備をします。 

第２章 計画の基本的方向 

基本理念

基本的視点１ 子どもの視点に立った支援 

基本的視点２ 次世代をはぐくむ若い世代への支援 
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子育ての第一義的責任は父母等の保護者にあり、家庭は人格形成の上で重要な役割を担って

います。子育てをするすべての人の不安感や負担感、孤立感を取り除き、家庭生活に精神的な

ゆとりを感じられるような施策が必要です。子どもの健やかな成長のために、また、子育ての

喜びや楽しさを感じられるように、子育て家庭を支援します。 

 

 

 

結婚や出産は個人の自由な選択にゆだねられるものであり、社会が個人に押し付けるもので

はありません。子どもをいつ何人持つか、または持たないかということは、一人ひとりが決め

ることで、当事者の意見を尊重することが大切です。価値観の多様性が認められる社会の実現

を目指します。 

 

 

 

家族形態や就労形態が多様化する中で、必要とされる情報や子育て支援サービスもさまざま

です。子育て支援を必要としている人の多様なニーズに合ったサービスを提供できる体制を整

備します。また、サービスの量的確保とともに、人材育成をはじめとする質の向上を図り、そ

のための情報公開や評価を進めます。 

 

 

 

都市化や核家族化で人と人とのつながりは薄くなり、地域に子育てについて相談する人も手

助けしてくれる人もなく、孤立感を抱きながら子育てをする人が増えてきています。家庭や地

域での子育て機能の低下がみられる中で、子育てサークル、ＮＰＯ、地域の高齢者や子育て経

験者などの活動を促進し、子どもも大人も育ち合えるように、社会全体で子どもと家庭を支え

ていきます。 

 

 

 

「男は仕事、女は家庭」と位置づける固定的な男女の役割分担意識が、女性の子育ての負担

感につながっています。こうした役割分担意識から脱却し、男女が互いを認め合い、助け合い

ながら、家庭における家事や子育て、学校、職場、地域社会などあらゆる場に共に参画する社

会づくりを推進していきます。また、一人ひとりの仕事と生活の調和・両立（ワーク・ライフ

・バランス）の実現を応援します。

 

 

 

基本的視点３ すべての家庭で子育てを楽しめる支援 

基本的視点４ 価値観の多様性と個人の選択の尊重 

基本的視点５ 多様なニーズに対応したサービスの提供 

基本的視点６ 社会全体での子育て支援 

基本的視点７ ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画社会の推進 
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１．基本理念 

基本理念について、前期計画を踏襲し、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子どもと子育て家庭を、社会全体で支援することを基本とし、「 子育ち・子育て支

援都市 ― 子・親・地域がともに育ち合えるまち ― 」の実現を図ります。 

家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められ、子育ての喜びと楽しさが

実感できるように配慮し、子どもを持ちたい人が子どもを生み育てやすい環境を整えます。ま

た、次代を担う子どもたち一人ひとりが主体的に生きる力を持ち、社会の変化に柔軟かつ的確

に対応して自立できるよう、社会性や豊かな人間性を養い、将来に夢を持てるような社会をめ

ざします。 

 

２．基本的視点 

基本理念を踏まえた上で、次の基本的視点に立って、子育ち・子育て支援を総合的に推進し

ていきます。 

 

 

 

「児童の権利に関する条約（平成６年４月 22 日批准）」にもあるように、子どもの最善の利

益を第一に考慮することが必要です。子どもの視点を基本として、子どもの権利を尊重し、子

どもたち一人ひとりが市民の一員として自己肯定感を持ち、心豊かに生きていくことのできる

社会をめざして、施策の展開を図ります。 

 

 

 

若い世代が子どもたちとふれあうことは、人への関心や共感を高め、家庭や子育てについて

考える機会になるとともに、将来の子育てに関する貴重な体験と学習の場になります。思春期

の子どもたちが命の大切さを知り、豊かな人間性を形成して自立できるように支援し、次の世

代を育てる準備をします。 

第２章 計画の基本的方向 

基本理念

基本的視点１ 子どもの視点に立った支援 

基本的視点２ 次世代をはぐくむ若い世代への支援 
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子育ての第一義的責任は父母等の保護者にあり、家庭は人格形成の上で重要な役割を担って

います。子育てをするすべての人の不安感や負担感、孤立感を取り除き、家庭生活に精神的な

ゆとりを感じられるような施策が必要です。子どもの健やかな成長のために、また、子育ての

喜びや楽しさを感じられるように、子育て家庭を支援します。 

 

 

 

結婚や出産は個人の自由な選択にゆだねられるものであり、社会が個人に押し付けるもので

はありません。子どもをいつ何人持つか、または持たないかということは、一人ひとりが決め

ることで、当事者の意見を尊重することが大切です。価値観の多様性が認められる社会の実現

を目指します。 

 

 

 

家族形態や就労形態が多様化する中で、必要とされる情報や子育て支援サービスもさまざま

です。子育て支援を必要としている人の多様なニーズに合ったサービスを提供できる体制を整

備します。また、サービスの量的確保とともに、人材育成をはじめとする質の向上を図り、そ

のための情報公開や評価を進めます。 

 

 

 

都市化や核家族化で人と人とのつながりは薄くなり、地域に子育てについて相談する人も手

助けしてくれる人もなく、孤立感を抱きながら子育てをする人が増えてきています。家庭や地

域での子育て機能の低下がみられる中で、子育てサークル、ＮＰＯ、地域の高齢者や子育て経

験者などの活動を促進し、子どもも大人も育ち合えるように、社会全体で子どもと家庭を支え

ていきます。 

 

 

 

「男は仕事、女は家庭」と位置づける固定的な男女の役割分担意識が、女性の子育ての負担

感につながっています。こうした役割分担意識から脱却し、男女が互いを認め合い、助け合い

ながら、家庭における家事や子育て、学校、職場、地域社会などあらゆる場に共に参画する社

会づくりを推進していきます。また、一人ひとりの仕事と生活の調和・両立（ワーク・ライフ

・バランス）の実現を応援します。

 

 

 

基本的視点３ すべての家庭で子育てを楽しめる支援 

基本的視点４ 価値観の多様性と個人の選択の尊重 

基本的視点５ 多様なニーズに対応したサービスの提供 

基本的視点６ 社会全体での子育て支援 

基本的視点７ ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画社会の推進 
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３．施策の体系 

基本理念の実現に向け、次のような体系に基づく施策の展開を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 命のはぐくみ 
１．救急医療体制の整備・充実 

２．子どもや母親の健康の確保と増進

２ 子どもの心育ち支援

１．多様なかかわりの促進 

２．遊びの促進 

３．文化活動の充実 

４．子どもの健全育成 

10 次世代の育成 
１．市民性を育てる教育の推進 

２．社会の変化に対応した教育の推進

９ 協働の子育て 
１．子育てを支援する地域社会づくり

２．子育て交流の活性化 

３ 体づくり 
１．基本的生活習慣の確立 

２．スポーツ・レクリエーションの充実

４ 子どもの学び支援 
１．教育環境の整備・充実 

２．多様な学習・体験の推進 

５ 子どもの権利保障 
１．子どもの権利の保障 

２．障害児福祉の充実 

３．児童虐待への対応 

６ 安全なまち 
１．子育てにやさしいまちづくり 

２．安全・安心のまちづくり 

３．子どもの事故予防 

７ 親への支援 

１．経済的支援の実施 

２．各種相談体制の充実 

３．多様な保育サービスの充実 

４．放課後児童対策の充実 

５．親の学習機会の充実 

６．男女共同参画社会の実現 

７．就業環境の整備 

８．子育て支援体制の充実 

９．ひとり親家庭への支援の充実 

８ 情報の提供 １．情報提供の推進 

基本的な枠組み 主要課題 基本理念 

子
育
ち
・
子
育
て
支
援
都
市 

 

～ 

子
・
親
・
地
域
が
と
も
に
育
ち
合
え
る
ま
ち 

～ 

基本的視点 

●子どもの視点に立った支援      ●多様なニーズに対応したサービス 
●次世代をはぐくむ若い世代への支援   の提供 
●すべての家庭で子育てを楽しめる   ●社会全体での子育て支援 
 支援                ●ワーク・ライフ・バランスと 
●価値観の多様性と個人の選択の尊重       男女共同参画社会の推進 
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４．重点施策 

 

① 子育てについて、「身近で気軽に何でも相談できる」体制を整備します。 

 

・児童ホームの活用を検討します  

・保育園の地域への開放についてより充実を図ります 

・母子保健事業をより活用します 

・子育て支援コーディネーター等の巡回相談を検討します      

 

  関連事業   

第７章 ２－（１０）子どもに関する相談窓口の研究  

第７章 ８－（２） 児童ホームの子育て支援機能の充実 

第９章 ２－（１） 地域のための保育園事業の推進 

第８章 １－（３） 子育て支援総合コーディネーター事業の推進 

 

② より専門的な支援を必要とする家庭を、妊娠から出産、子育てまで切れ目なく支援

します。 

  また、「気軽な相談場所」と「専門的な相談・支援機関」がしっかりと連携し、万全

な支援体制の構築を目指します。 

 

・家庭児童相談室の機能を強化します  

・「切れ目のない支援」のため、保健、療育、子育てなど、各相談・支援機関の連携を強化し

ます 

 ・保育園を、在宅の子育ても含めた地域での子育て支援の場として活用することを研究します 

   

関連事業 

第５章 ３－（１） 児童虐待の防止と対応 

第７章 ２－（１０）子どもに関する相談窓口の研究  

 

③ 保育園待機児童の増加に対応するとともに、「保育の質」の向上を図ります。 

 

・保育園の入所枠の拡大に努めます

・「保育の質」の向上を図ります

 

関連事業 

第７章 ３－（１） 保育園の整備 

第７章 ３－（１３）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  
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３．施策の体系 

基本理念の実現に向け、次のような体系に基づく施策の展開を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 命のはぐくみ 
１．救急医療体制の整備・充実 

２．子どもや母親の健康の確保と増進

２ 子どもの心育ち支援

１．多様なかかわりの促進 

２．遊びの促進 

３．文化活動の充実 

４．子どもの健全育成 

10 次世代の育成 
１．市民性を育てる教育の推進 

２．社会の変化に対応した教育の推進

９ 協働の子育て 
１．子育てを支援する地域社会づくり

２．子育て交流の活性化 

３ 体づくり 
１．基本的生活習慣の確立 

２．スポーツ・レクリエーションの充実

４ 子どもの学び支援 
１．教育環境の整備・充実 

２．多様な学習・体験の推進 

５ 子どもの権利保障 
１．子どもの権利の保障 

２．障害児福祉の充実 

３．児童虐待への対応 

６ 安全なまち 
１．子育てにやさしいまちづくり 

２．安全・安心のまちづくり 

３．子どもの事故予防 

７ 親への支援 

１．経済的支援の実施 

２．各種相談体制の充実 

３．多様な保育サービスの充実 

４．放課後児童対策の充実 

５．親の学習機会の充実 

６．男女共同参画社会の実現 

７．就業環境の整備 

８．子育て支援体制の充実 

９．ひとり親家庭への支援の充実 

８ 情報の提供 １．情報提供の推進 

基本的な枠組み 主要課題 基本理念 

子
育
ち
・
子
育
て
支
援
都
市 

 

～ 

子
・
親
・
地
域
が
と
も
に
育
ち
合
え
る
ま
ち 

～ 

基本的視点 

●子どもの視点に立った支援      ●多様なニーズに対応したサービス 
●次世代をはぐくむ若い世代への支援   の提供 
●すべての家庭で子育てを楽しめる   ●社会全体での子育て支援 
 支援                ●ワーク・ライフ・バランスと 
●価値観の多様性と個人の選択の尊重       男女共同参画社会の推進 
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４．重点施策 

 

① 子育てについて、「身近で気軽に何でも相談できる」体制を整備します。 

 

・児童ホームの活用を検討します  

・保育園の地域への開放についてより充実を図ります 

・母子保健事業をより活用します 

・子育て支援コーディネーター等の巡回相談を検討します      

 

  関連事業   

第７章 ２－（１０）子どもに関する相談窓口の研究  

第７章 ８－（２） 児童ホームの子育て支援機能の充実 

第９章 ２－（１） 地域のための保育園事業の推進 

第８章 １－（３） 子育て支援総合コーディネーター事業の推進 

 

② より専門的な支援を必要とする家庭を、妊娠から出産、子育てまで切れ目なく支援

します。 

  また、「気軽な相談場所」と「専門的な相談・支援機関」がしっかりと連携し、万全

な支援体制の構築を目指します。 

 

・家庭児童相談室の機能を強化します  

・「切れ目のない支援」のため、保健、療育、子育てなど、各相談・支援機関の連携を強化し

ます 

 ・保育園を、在宅の子育ても含めた地域での子育て支援の場として活用することを研究します 

   

関連事業 

第５章 ３－（１） 児童虐待の防止と対応 

第７章 ２－（１０）子どもに関する相談窓口の研究  

 

③ 保育園待機児童の増加に対応するとともに、「保育の質」の向上を図ります。 

 

・保育園の入所枠の拡大に努めます

・「保育の質」の向上を図ります

 

関連事業 

第７章 ３－（１） 保育園の整備 

第７章 ３－（１３）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  
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④ 遊ぶ、学ぶ、相談するなど様々な場面で、子どもの健全な育ちへの支援をします。 

 

・「中高生の居場所づくり」と「幅広い悩み・戸惑いを受け止める場所」を同時に検討します 

 ・・・ 児童ホームの活用など 

・「思春期の悩み」など、子ども自身が相談できる体制の強化を検討します 

・子どもの健全な成長を図ります 

 

関連事業 

第２章 １－（４）子どもの悩み相談体制の充実  

第２章 ２－（４）中高生の居場所づくり 

第２章 １－（２）中高生と赤ちゃんのふれあいの促進 

第２章 ２－（３）プレイパーク事業の実施 

 

    

⑤ 計画に係る全体的な事項 

 

・計画を推進する上でより効果的な組織体制を研究します 

・児童ホームの活用に関して総合的に検討します 

・地域における相談支援機能と、そのための人材育成について研究します 

・ボランティアとのより効果的な協働そして地域の人材の育成を研究します 

・市のサービスについて効果的なＰＲを図ります 
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５．基本的な枠組みと事業内容 

基本的な枠組みに基づき、主要課題と具体的な事業を次のとおり位置づけます。 

区分の「重点」は重点施策です。「既存」は既存事業を指し、「短期」は概ね平成２４年度ま

での、「中期」は概ね平成２６年度までの達成を目指す新規事業等（既存で一部新たな取組み

を行うものを含む）です。 

１ 命のはぐくみ 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．救急医療体制の整備・充実 

既存 (1) 小児救急医療体制の充実 17 

既存 (2) 周産期医療の整備 17 

既存 (3) 応急手当の普及啓発 18 

２．子どもや母親の健康の確保と

増進 

既存 (1) 健康診査等の充実 19 

既存 (2) 訪問指導事業の充実  19 

既存 (3) 母子栄養保健事業の充実 20 

既存 (4) 母子歯科保健事業の充実 20 

既存 (5) 母子精神保健事業の充実 21 

既存 (6) 予防接種・結核予防事業の充実 21 

既存 (7) 学校における健康教育の推進 21 

既存 (8) 受動喫煙の防止の推進 22 

 

２ 子どもの心育ち支援 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．多様なかかわりの促進 

既存 (1) 子どもの心の健康づくり事業の促進 23 

重点 (2) 中高生と赤ちゃんのふれあいの促進 23 

既存 (3) 世代間のふれあいの促進 24 

重点 (4) 子どもの悩み相談体制の充実 24 

２．遊びの促進 

既存 (1) 遊びを通じた健全育成の推進 25 

既存 (2) 公園緑地の整備推進 25 

重点 (3) プレイパーク事業の実施 25 

重点 (4) 中高生の居場所づくり 26 

３．文化活動の充実 

既存 (1) ブックスタート事業の実施 26 

既存 (2) 絵本の読み聞かせ事業の推進 27 

既存 (3) 読書活動の推進 27 

既存 (4) 文化芸術活動の推進 27 

既存 (5) 学校での文化活動の充実 28 

４．子どもの健全育成 

既存 (1) 青少年スポーツ・文化交流の促進 29 

既存 (2) 青少年センターの活動の充実 29 

既存 (3) 児童健全育成事業の推進 29 

－8－ －9－



第 1部 総 論 

- 8 - 

 

④ 遊ぶ、学ぶ、相談するなど様々な場面で、子どもの健全な育ちへの支援をします。 

 

・「中高生の居場所づくり」と「幅広い悩み・戸惑いを受け止める場所」を同時に検討します 

 ・・・ 児童ホームの活用など 

・「思春期の悩み」など、子ども自身が相談できる体制の強化を検討します 

・子どもの健全な成長を図ります 

 

関連事業 

第２章 １－（４）子どもの悩み相談体制の充実  

第２章 ２－（４）中高生の居場所づくり 

第２章 １－（２）中高生と赤ちゃんのふれあいの促進 

第２章 ２－（３）プレイパーク事業の実施 

 

    

⑤ 計画に係る全体的な事項 

 

・計画を推進する上でより効果的な組織体制を研究します 

・児童ホームの活用に関して総合的に検討します 

・地域における相談支援機能と、そのための人材育成について研究します 

・ボランティアとのより効果的な協働そして地域の人材の育成を研究します 

・市のサービスについて効果的なＰＲを図ります 
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５．基本的な枠組みと事業内容 

基本的な枠組みに基づき、主要課題と具体的な事業を次のとおり位置づけます。 

区分の「重点」は重点施策です。「既存」は既存事業を指し、「短期」は概ね平成２４年度ま

での、「中期」は概ね平成２６年度までの達成を目指す新規事業等（既存で一部新たな取組み

を行うものを含む）です。 

１ 命のはぐくみ 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．救急医療体制の整備・充実 

既存 (1) 小児救急医療体制の充実 17 

既存 (2) 周産期医療の整備 17 

既存 (3) 応急手当の普及啓発 18 

２．子どもや母親の健康の確保と

増進 

既存 (1) 健康診査等の充実 19 

既存 (2) 訪問指導事業の充実  19 

既存 (3) 母子栄養保健事業の充実 20 

既存 (4) 母子歯科保健事業の充実 20 

既存 (5) 母子精神保健事業の充実 21 

既存 (6) 予防接種・結核予防事業の充実 21 

既存 (7) 学校における健康教育の推進 21 

既存 (8) 受動喫煙の防止の推進 22 

 

２ 子どもの心育ち支援 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．多様なかかわりの促進 

既存 (1) 子どもの心の健康づくり事業の促進 23 

重点 (2) 中高生と赤ちゃんのふれあいの促進 23 

既存 (3) 世代間のふれあいの促進 24 

重点 (4) 子どもの悩み相談体制の充実 24 

２．遊びの促進 

既存 (1) 遊びを通じた健全育成の推進 25 

既存 (2) 公園緑地の整備推進 25 

重点 (3) プレイパーク事業の実施 25 

重点 (4) 中高生の居場所づくり 26 

３．文化活動の充実 

既存 (1) ブックスタート事業の実施 26 

既存 (2) 絵本の読み聞かせ事業の推進 27 

既存 (3) 読書活動の推進 27 

既存 (4) 文化芸術活動の推進 27 

既存 (5) 学校での文化活動の充実 28 

４．子どもの健全育成 

既存 (1) 青少年スポーツ・文化交流の促進 29 

既存 (2) 青少年センターの活動の充実 29 

既存 (3) 児童健全育成事業の推進 29 

－8－ －9－
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３ 体づくり 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．基本的生活習慣の確立 

既存 (1) 食育の推進 30 

既存 (2) 学校教育における食育の推進 30 

既存 (3) 映像メディア漬けの防止 31 

２．スポーツ・レクリエーション

の充実 

既存 (1) スポーツ・レクリエーション活動の推進 31 

既存 (2) スポーツ・レクリエーション施設の整備 32 

既存 (3) 学校でのスポーツ活動の充実 32 

 

４ 子どもの学び支援 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．教育環境の整備・充実 

既存 (1) 学校施設等の整備・充実 34 

既存 (2) 青少年教育施設の整備・充実 34 

既存 (3) 図書施設の整備・充実 35 

既存 (4) プラネタリウム館の充実 35 

既存 (5) 幼稚園運営費の補助 35 

既存 (6) 不登校児童生徒の支援体制の充実 35 

既存 (7) 不登校児童生徒の居場所づくり 36 

既存 (8) 幼稚園、保育園と小学校の連携 36 

２．多様な学習・体験の推進 

既存 (1) 研究学校の推進 37 

既存 (2) 子どもの地域における学習の促進 37 

既存 (3) 青年期における障害児の社会教育 37 

��
��� ������������������

�� 
37 

 

５ 子どもの権利保障 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．子どもの権利の保障 
�� �1� �������� 39 

�� ��� ���������������� 39 

２．障害児福祉の充実 

既存 (1) 障害児在宅福祉の充実 39 

既存 (2) 療育支援の充実 40 

�� ��� ������� 40 

既存 (4) 特別支援教育の充実 40 

３．児童虐待への対応 

�� �1� ���������� 41 

既存
(2) 要保護児童及びＤＶ対策地域協議会によ

る連携の強化 
42 

�� ��� ������������� 42 
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６ 安全なまち 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．子育てにやさしいまちづくり 

既存 (1) 人にやさしいみちづくり 43 

既存 (2) 子育てにやさしい公共交通施設 43 

既存 (3) 使いやすい施設等の整備  44 

２．安全・安心のまちづくり 

 44 りくづちみな全安 )1(存既

既存 (2) 防災体制の推進 44 

既存 (3) 学校における防災対策の充実 44 

既存 (4) 防犯対策の推進 45 

既存 (5) 学校等における防犯対策の充実 45 

既存 (6) 社会環境の浄化・整備 46 

３．子どもの事故予防 
既存 (1) 子どもの事故予防教育の実施 46 

既存 (2) 交通安全教育の推進 47 

 

７ 親への支援 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．経済的支援の実施 

既存 (1) 児童手当・子ども手当の支給 48 

既存 (2) 子ども医療費助成事業の実施 48 

既存
(3) 国民健康保険加入者出産費資金貸付事業

の実施 
49

既存 (4) 小児慢性特定疾患児に対する助成 49 

既存 (5) 認可外保育施設通園児に対する助成 49 

既存 (6) 幼稚園通園に伴う保護者負担の軽減 49 

既存 (7) 就学援助等の実施 49 

既存 (8) 子育てにやさしい住宅の整備 49 

既存
(9) ひとり親家庭への各種手当・医療費の助

成 
50 

既存 (10)母子寡婦福祉資金の貸付 50 

既存 (11)母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給 50 

既存
(12)障害児のいる家庭への各種手当・医療費

の助成 
50 

既存 (13)日常生活用具・補装具の給付 50 

既存 (14)特定不妊治療費助成事業 51 

中期 (15)子育て応援パスポート事業の検討 51 

２．各種相談体制の充実 

 15 実充の談相康健子母 )1(存既

既存 (2) 育児相談の充実 52 

既存 (3) 療育相談の充実 52 

既存 (4) 家庭児童相談の充実 52 

既存 (5) 家庭教育相談の充実 52 

既存 (6) 教育相談の充実 53 

－10－ －11－
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３ 体づくり 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．基本的生活習慣の確立 

既存 (1) 食育の推進 30 

既存 (2) 学校教育における食育の推進 30 

既存 (3) 映像メディア漬けの防止 31 

２．スポーツ・レクリエーション

の充実 

既存 (1) スポーツ・レクリエーション活動の推進 31 

既存 (2) スポーツ・レクリエーション施設の整備 32 

既存 (3) 学校でのスポーツ活動の充実 32 

 

４ 子どもの学び支援 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．教育環境の整備・充実 

既存 (1) 学校施設等の整備・充実 34 

既存 (2) 青少年教育施設の整備・充実 34 

既存 (3) 図書施設の整備・充実 35 

既存 (4) プラネタリウム館の充実 35 

既存 (5) 幼稚園運営費の補助 35 

既存 (6) 不登校児童生徒の支援体制の充実 35 

既存 (7) 不登校児童生徒の居場所づくり 36 

既存 (8) 幼稚園、保育園と小学校の連携 36 

２．多様な学習・体験の推進 

既存 (1) 研究学校の推進 37 

既存 (2) 子どもの地域における学習の促進 37 

既存 (3) 青年期における障害児の社会教育 37 

��
��� ������������������

�� 
37 

 

５ 子どもの権利保障 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．子どもの権利の保障 
�� �1� �������� 39 

�� ��� ���������������� 39 

２．障害児福祉の充実 

既存 (1) 障害児在宅福祉の充実 39 

既存 (2) 療育支援の充実 40 

�� ��� ������� 40 

既存 (4) 特別支援教育の充実 40 

３．児童虐待への対応 

�� �1� ���������� 41 

既存
(2) 要保護児童及びＤＶ対策地域協議会によ

る連携の強化 
42 

�� ��� ������������� 42 
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６ 安全なまち 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．子育てにやさしいまちづくり 

既存 (1) 人にやさしいみちづくり 43 

既存 (2) 子育てにやさしい公共交通施設 43 

既存 (3) 使いやすい施設等の整備  44 

２．安全・安心のまちづくり 

 44 りくづちみな全安 )1(存既

既存 (2) 防災体制の推進 44 

既存 (3) 学校における防災対策の充実 44 

既存 (4) 防犯対策の推進 45 

既存 (5) 学校等における防犯対策の充実 45 

既存 (6) 社会環境の浄化・整備 46 

３．子どもの事故予防 
既存 (1) 子どもの事故予防教育の実施 46 

既存 (2) 交通安全教育の推進 47 

 

７ 親への支援 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．経済的支援の実施 

既存 (1) 児童手当・子ども手当の支給 48 

既存 (2) 子ども医療費助成事業の実施 48 

既存
(3) 国民健康保険加入者出産費資金貸付事業

の実施 
49

既存 (4) 小児慢性特定疾患児に対する助成 49 

既存 (5) 認可外保育施設通園児に対する助成 49 

既存 (6) 幼稚園通園に伴う保護者負担の軽減 49 

既存 (7) 就学援助等の実施 49 

既存 (8) 子育てにやさしい住宅の整備 49 

既存
(9) ひとり親家庭への各種手当・医療費の助

成 
50 

既存 (10)母子寡婦福祉資金の貸付 50 

既存 (11)母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給 50 

既存
(12)障害児のいる家庭への各種手当・医療費

の助成 
50 

既存 (13)日常生活用具・補装具の給付 50 

既存 (14)特定不妊治療費助成事業 51 

中期 (15)子育て応援パスポート事業の検討 51 

２．各種相談体制の充実 

 15 実充の談相康健子母 )1(存既

既存 (2) 育児相談の充実 52 

既存 (3) 療育相談の充実 52 

既存 (4) 家庭児童相談の充実 52 

既存 (5) 家庭教育相談の充実 52 

既存 (6) 教育相談の充実 53 

－10－ －11－
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既存 (7) 就学・教育相談の充実 53 

既存 (8) ひとり親家庭相談の充実 54 

既存 (9) 青少年相談の充実 54 

�� �1�� �������������� 54 

３．多様な保育サービスの充実 

�� �1� ������ 55 

既存 (2) 延長保育の充実 55 

既存 (3) 休日保育の充実 55 

既存 (4) 一時保育の充実 55 

既存 (5) ファミリーサポートセンター事業の推進 56 

既存 (6) 病児・病後児保育事業 56 

既存 (7) 幼稚園の預かり保育の実施 56 

既存
(8) 社会参加促進事業における保育ヘルパー

派遣 
56 

既存 (9) 私立保育所に対する助成 57 

既存 (10)認可外保育所に対する助成 57 

�� �11����第����������� 57 

�� �1��������� 57 

��
�1��������������������

������� 
57 

既存 (14)子育て短期支援事業 58 

４．放課後児童対策の充実 既存 (1) 放課後ルームの充実 58 

５．親の学習機会の充実 
既存 (1) 母子健康教育の充実 59 

既存 (2) 子育て学習等の講座の開催 59 

６．男女共同参画社会の実現 

既存 (1) 男女共同参画に向けた意識の形成 60 

��
��� ������������������

������� 
60 

既存 (3) 家庭・地域社会への共同参画の促進 61 

既存 (4) 女性の健康への理解促進 61 

７．就業環境の整備 
��

�1� ������������������

���������� 
61 

既存 (2) 育児・介護休業制度の普及と共同参画 61 

８．子育て支援体制の充実 

既存 (1) 子育て支援センターの充実 62 

�� ��� ���������������� 62 

既存 (3) 子育てサークルの活動支援 62 

既存 (4) 妊産婦へのホームヘルプサービス 63 

既存 (5) 職場研修の推進 63 

９．ひとり親家庭への支援の充実 

既存
(1) ひとり親家庭等の福祉の充実（ホームヘ

ルパー） 
63 

既存 (2) 母子家庭等の自立支援の推進 63 

既存 (3) 母子ホームの充実 64 

既存 (4) 母子家庭等自立促進計画の推進 64 
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８ 情報の提供 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．情報提供の推進 

既存 (1) 子育て支援関連ページの充実 65 

既存 (2) 子育て情報誌の作成 65 

��
��� �����総������������

�� 
66 

既存 (4) こどもホームページの充実 66 

 

９ 協働の子育て 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．子育てを支援する地域社会づ

くり 

既存 (1) 子育て支援ネットワークの構築 67 

既存
(2) 子育ち・子育てに関する地域貢献活動の

推進 
67 

既存 (3) 子育ち・子育て支援意識の形成 68 

既存 (4) ボランティア意識の形成 68 

既存 (5) ボランティアセンターの充実 68 

既存 (6) 市民と行政の協働の推進 69 

既存 (7) 民生委員児童委員活動の充実 69 

既存 (8) 地域に根ざした青少年健全育成 69 

既存 (9) 地域の子育て支援事業の推進 69 

２．子育て交流の活性化 

�� �1� �������������� 70 

既存 (2) 地域に開かれた学校づくりの推進 70 

既存 (3) 発達支援保育等の充実 71 

既存 (4) 障害児の幼児教育の充実 71 

既存 (5) 巡回相談の充実 71 

 

10 次世代の育成 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．市民性を育てる教育の推進 

既存 (1) 子ども参加の推進 73 

既存 (2) 福祉教育の推進 73 

既存 (3) 職場体験・現場学習の推進 74 

既存 (4) 命を大切にする人権教育の充実 74 

既存
(5) ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）

の実施 
74 

２．社会の変化に対応した教育の

推進 

既存 (1) 情報活用能力の育成 75 

既存 (2) 環境教育の推進 75 

既存 (3) 男女平等教育の浸透 75 

既存 (4) 国際理解教育の充実 76 

－12－ －13－
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既存 (7) 就学・教育相談の充実 53 

既存 (8) ひとり親家庭相談の充実 54 

既存 (9) 青少年相談の充実 54 

�� �1�� �������������� 54 

３．多様な保育サービスの充実 

�� �1� ������ 55 

既存 (2) 延長保育の充実 55 

既存 (3) 休日保育の充実 55 

既存 (4) 一時保育の充実 55 

既存 (5) ファミリーサポートセンター事業の推進 56 

既存 (6) 病児・病後児保育事業 56 

既存 (7) 幼稚園の預かり保育の実施 56 

既存
(8) 社会参加促進事業における保育ヘルパー

派遣 
56 

既存 (9) 私立保育所に対する助成 57 

既存 (10)認可外保育所に対する助成 57 

�� �11����第����������� 57 

�� �1��������� 57 

��
�1��������������������

������� 
57 

既存 (14)子育て短期支援事業 58 

４．放課後児童対策の充実 既存 (1) 放課後ルームの充実 58 

５．親の学習機会の充実 
既存 (1) 母子健康教育の充実 59 

既存 (2) 子育て学習等の講座の開催 59 

６．男女共同参画社会の実現 

既存 (1) 男女共同参画に向けた意識の形成 60 

��
��� ������������������

������� 
60 

既存 (3) 家庭・地域社会への共同参画の促進 61 

既存 (4) 女性の健康への理解促進 61 

７．就業環境の整備 
��

�1� ������������������

���������� 
61 

既存 (2) 育児・介護休業制度の普及と共同参画 61 

８．子育て支援体制の充実 

既存 (1) 子育て支援センターの充実 62 

�� ��� ���������������� 62 

既存 (3) 子育てサークルの活動支援 62 

既存 (4) 妊産婦へのホームヘルプサービス 63 

既存 (5) 職場研修の推進 63 

９．ひとり親家庭への支援の充実 

既存
(1) ひとり親家庭等の福祉の充実（ホームヘ

ルパー） 
63 

既存 (2) 母子家庭等の自立支援の推進 63 

既存 (3) 母子ホームの充実 64 

既存 (4) 母子家庭等自立促進計画の推進 64 
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８ 情報の提供 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．情報提供の推進 

既存 (1) 子育て支援関連ページの充実 65 

既存 (2) 子育て情報誌の作成 65 

��
��� �����総������������

�� 
66 

既存 (4) こどもホームページの充実 66 

 

９ 協働の子育て 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．子育てを支援する地域社会づ

くり 

既存 (1) 子育て支援ネットワークの構築 67 

既存
(2) 子育ち・子育てに関する地域貢献活動の

推進 
67 

既存 (3) 子育ち・子育て支援意識の形成 68 

既存 (4) ボランティア意識の形成 68 

既存 (5) ボランティアセンターの充実 68 

既存 (6) 市民と行政の協働の推進 69 

既存 (7) 民生委員児童委員活動の充実 69 

既存 (8) 地域に根ざした青少年健全育成 69 

既存 (9) 地域の子育て支援事業の推進 69 

２．子育て交流の活性化 

�� �1� �������������� 70 

既存 (2) 地域に開かれた学校づくりの推進 70 

既存 (3) 発達支援保育等の充実 71 

既存 (4) 障害児の幼児教育の充実 71 

既存 (5) 巡回相談の充実 71 

 

10 次世代の育成 

 

主要課題 区分 事 業 頁 

１．市民性を育てる教育の推進 

既存 (1) 子ども参加の推進 73 

既存 (2) 福祉教育の推進 73 

既存 (3) 職場体験・現場学習の推進 74 

既存 (4) 命を大切にする人権教育の充実 74 

既存
(5) ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）

の実施 
74 

２．社会の変化に対応した教育の

推進 

既存 (1) 情報活用能力の育成 75 

既存 (2) 環境教育の推進 75 

既存 (3) 男女平等教育の浸透 75 

既存 (4) 国際理解教育の充実 76 

－12－ －13－




