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第１章 命のはぐくみ 
 

新たな命の誕生と、子どもの健やかな成長は、その家族だけではなく、地域社会にとってか

けがえのない願いです。 

誰もが安心して子どもを産み、健やかに育てられるよう、妊娠中から誕生を経て思春期まで、

母子の健康について心とからだの両面から支えていきます。 

 

１．救急医療体制の整備・充実 

［現状と課題］ 

少子化社会の進展を背景に、子どもの健康、特に小児救急医療体制の充実に多くの市民が関

心を寄せています。しかしながら、全国的にも小児科医が不足しており、船橋市でも例外では

なく、小児救急において深刻な問題となっています。平成 20 年度ニーズ調査の小学生調査と

市民調査では、子育てしやすい環境を整備するために市が積極的にすべきことの第１位として

「小児救急医療体制の充実」が望まれています。 

また、小児救急医療と縁の深い周産期の救急についても、産科医不足が大きな社会問題とな

っており、母子保健の重要性が増している現状において、安心して子どもが産める周産期医療

の充実が求められています。 

(1) 小児救急医療体制の充実             【健康政策課、消防局救急課】 

小児患者の症状は変わりやすく、病態も多岐にわたり重篤な状態になることも珍しくないた

め、専門医の診療が不可欠であることから、小児救急医療体制を整備・充実します。 

船橋市では、一次から三次までの救急医療体制を整備しています。症状が軽い時は、一次救

急医療機関である夜間休日急病診療所や休日在宅当番医が初期診療を行い、特に、夜間休日急

病診療所では、小児科専門医による小児救急患者に対する初期診療を、平日は午後８時から午

後 11 時まで、土曜日・日曜日・祝休日と年末年始は午後６時から午後９時までの 365 日の体

制で診療をするとともに、日曜・年末年始の昼間の診療も行っています。担当医師の判断によ

り検査や入院が必要な場合には二次救急医療機関へ搬送し、小児科医の専門的な検査や入院が

必要な場合には小児二次救急医療機関へ搬送します。さらに、手術を要するような重篤な状態

であれば小児三次救急医療機関へ搬送するなど、救急医療機関の間での連携強化を図っていま

す。 

また、消防局では、各救急隊に常時救急救命士の有資格者が乗務できるよう計画するととも

に、救急現場で器具を用いた気道確保や薬剤を使用することができる認定救命士の養成に努め、

ドクターカーと連携した高度二次救命処置実施体制の整備を進めます。  

(2) 周産期医療の整備                       【健康政策課】 

周産期死亡率改善のため、船橋市をはじめとする東葛南部保健医療圏と千葉県とが連携して

周産期医療の充実に努めます。 

第１章 命のはぐくみ 
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平成15年４月、社会保険船橋中央病院内に周産期母子医療センターが開設されるにあたり、

東葛南部保健医療圏の６市と千葉県により医療機器の一部を支援し、また、平成 21 年度には

東葛南部保健医療圏のうち５市で、周産期母子医療センターの医師不足による常勤医師の過重

労働を緩和し、安定した運営体制を確立するために運営費の一部を支援しました。 

近年、働く女性の増加や、初婚年齢や初産年齢の高年齢化、不妊治療による妊娠などから、

ハイリスクの出産の増加を招いています。これらに対応する医療施設は、妊娠中の異常、分娩

時の異常、胎児・新生児の異常に適切に対処するために、産科医と小児科医の協力はもちろん

のこと、他の医療スタッフと総合的な医療の提供が必要です。 

(3) 応急手当の普及啓発               【消防局救急課、保健体育課】 

傷病者の救命のため、より多くの市民の方に応急手当を覚えていただけるように、各種講習

会を実施しています。 

重篤な傷病者が発生した場合、その傷病者に対していかに早く救命のための心肺蘇生法など

の応急手当を行なうかが、その後の傷病者の状態に大きく影響します。このことから、傷病者

が発生した現場にいる人は、救急車が到着し救急隊員に引き継ぐまでの間、傷病者に対して適

切な応急手当を行なうことが求められています。 

消防署では、成人の心肺蘇生法を中心とした普通救命講習の他に、乳幼児や小児の応急手当

を含む上級救命講習を行なうとともに、依頼に応じて学校や幼稚園に出張して２時間未満の講

習を行なうなど、応急手当の普及啓発を行なっています。 

誰でも心肺蘇生法ができるようになるために、中学校においては、３年生の保健体育の授業

の中で心肺蘇生法の実施を行っています。また、教員に対しても各学校で水泳指導が始まる前

の５月に市内小・中・高等学校の教員１校１名に悉皆研修として、心肺蘇生法の講習を行って

います。 

 

２．子どもや母親の健康の確保と増進 

［現状と課題］ 

妊娠・出産と産後の育児など、母親にとっては大きな喜びであると同時に不安を感じること

も多いでしょう。しかし、核家族化、地域の結びつきの希薄化などにより、母親にとって、出

産・育児に伴う母性としての身体的・精神的不安などを、個人的に気軽に相談できる人が少な

くなっています。 

こうした母親の孤立化は、マタニティーブルー、産後うつ、虐待、ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス）などの温床とも言えます。一方で、こうした状況に対する配偶者・家族の問題

意識が乏しく、家庭内で潜在化しやすいため、母子保健事業の場においても早期発見、早期対

応が必要です。 

乳幼児健康診査後に支援が必要な場合の医療機関との連携、親が健診に来て良かったと思え

るような健診体制、経過観察が必要な幼児に対する支援体制を整備する必要があります。 
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(1) 健康診査等の充実                       【健康増進課】 

妊婦や子どもの心身の問題の早期発見、早期治療や正しい知識の普及に努め、安全な妊娠、

出産や適切な療育を促すとともに、子どもの心身の状態や親子関係の状況を把握し、育児不安

や悩みを軽減し、子育てに自信や喜びがもてるように支援します。 

妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付業務は、健康診査、保健指導、子育て支援のための情

報提供などといった各種母子保健サービスの周知を図れる重要な機会です。このため、母子健

康手帳は出来るだけ保健師が面接して交付し、保健指導や、必要に応じて医療、福祉などの各

種サービスの情報を提供していきます。 

特に初妊婦については、広報やホームページ、市内の産婦人科に周知し、保健師が面接して

交付するよう努めていきます。 

母子健康手帳交付の際には、妊婦に対して妊婦及び乳児一般健康診査の受診票を交付し、定

期的な健診により、異常の早期発見や早期治療を図るとともに正しい知識の普及に努め、安心、

安全な妊娠・出産を支援します。この妊婦健康診査については、公費負担の回数を、標準的妊

婦健診の回数である 14回とし、経済的負担の軽減も図っています。 

乳児健康診査・1 歳６か月児健康診査・３歳児健康診査においては、異常の早期発見や早期

治療を図り、子どもの健全な育成のために適切な保健指導を行います。また、療育施設、医療

機関等との連携を強化し、適宜早期療育につなげるとともに、乳幼児虐待の早期発見や未然防

止、育児不安を軽減するための育児支援の場とします。なお、１歳６か月児健康診査・３歳児

健康診査は、受ける機会を増やすために休日健診も行っています。 

１歳６か月児健康診査において経過をみる必要のある子どもについては、フォロー教室（ひ

よこ教室）を開催し、集団教室の中で親が子どもとの接し方を学び親子関係の改善を図りなが

ら子どもの発達を促すように支援します。 

３歳児健康診査後は、保育園、幼稚園等に入園し、集団生活の中で過ごす子どもが多くなっ

ています。子どもの集団生活への適応状況を見ながら適切な支援が行われています。 

(2) 訪問指導事業の充実                      【健康増進課】 

母親が安心して安全な妊娠、出産・育児ができ、すべての子どもが健やかに成長することが

できるよう必要な家庭には家庭訪問を行い、個別的に保健指導を行っています。 

母子健康手帳交付時の面接相談等において、母子健康手帳や受診票等の活用方法や日常生活

の過ごし方について保健指導を行い、必要な妊婦に対しては妊婦訪問を行っています。 

また、生後 60 日までの子どものいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育

て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等を把握して助言し、

支援が必要な家庭に対しては、適切なサービス提供につとめる「こんにちは赤ちゃん事業」を

助産師・保健師・看護師が行っています。 

その他に、乳児健康相談（４か月児健康相談）、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査を

実施し、未健診の方に対しては、訪問や面接、電話等により全数を把握し、必要な方には育児

支援を実施しています。健康診査等で継続観察が必要となった母子に対しては、医療機関、教

育機関、療育機関等と連携しながら指導、援助を継続的に行っています。 

出産時の体重が 2,500ｇ未満の低体重児のいる家庭を訪問し、発育・発達の状況を把握しな

－18－ －19－
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妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付業務は、健康診査、保健指導、子育て支援のための情

報提供などといった各種母子保健サービスの周知を図れる重要な機会です。このため、母子健

康手帳は出来るだけ保健師が面接して交付し、保健指導や、必要に応じて医療、福祉などの各

種サービスの情報を提供していきます。 

特に初妊婦については、広報やホームページ、市内の産婦人科に周知し、保健師が面接して

交付するよう努めていきます。 

母子健康手帳交付の際には、妊婦に対して妊婦及び乳児一般健康診査の受診票を交付し、定

期的な健診により、異常の早期発見や早期治療を図るとともに正しい知識の普及に努め、安心、

安全な妊娠・出産を支援します。この妊婦健康診査については、公費負担の回数を、標準的妊

婦健診の回数である 14回とし、経済的負担の軽減も図っています。 

乳児健康診査・1 歳６か月児健康診査・３歳児健康診査においては、異常の早期発見や早期

治療を図り、子どもの健全な育成のために適切な保健指導を行います。また、療育施設、医療

機関等との連携を強化し、適宜早期療育につなげるとともに、乳幼児虐待の早期発見や未然防

止、育児不安を軽減するための育児支援の場とします。なお、１歳６か月児健康診査・３歳児

健康診査は、受ける機会を増やすために休日健診も行っています。 

１歳６か月児健康診査において経過をみる必要のある子どもについては、フォロー教室（ひ

よこ教室）を開催し、集団教室の中で親が子どもとの接し方を学び親子関係の改善を図りなが

ら子どもの発達を促すように支援します。 

３歳児健康診査後は、保育園、幼稚園等に入園し、集団生活の中で過ごす子どもが多くなっ

ています。子どもの集団生活への適応状況を見ながら適切な支援が行われています。 

(2) 訪問指導事業の充実                      【健康増進課】 

母親が安心して安全な妊娠、出産・育児ができ、すべての子どもが健やかに成長することが

できるよう必要な家庭には家庭訪問を行い、個別的に保健指導を行っています。 

母子健康手帳交付時の面接相談等において、母子健康手帳や受診票等の活用方法や日常生活

の過ごし方について保健指導を行い、必要な妊婦に対しては妊婦訪問を行っています。 

また、生後 60 日までの子どものいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育

て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等を把握して助言し、

支援が必要な家庭に対しては、適切なサービス提供につとめる「こんにちは赤ちゃん事業」を

助産師・保健師・看護師が行っています。 

その他に、乳児健康相談（４か月児健康相談）、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査を

実施し、未健診の方に対しては、訪問や面接、電話等により全数を把握し、必要な方には育児

支援を実施しています。健康診査等で継続観察が必要となった母子に対しては、医療機関、教

育機関、療育機関等と連携しながら指導、援助を継続的に行っています。 

出産時の体重が 2,500ｇ未満の低体重児のいる家庭を訪問し、発育・発達の状況を把握しな

－18－ －19－
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がら、個々の状況に合わせた育児指導を実施しています。 

また、育児不安の強い親や虐待のおそれのある家庭に対して、家庭児童相談室や児童相談所、

医療機関等と連携をとりながら虐待の未然防止のための家庭訪問を行っています。    

(3) 母子栄養保健事業の充実                    【健康増進課】 

生涯を通じて健康的に過ごすためには、乳幼児期からの生活の基礎となる望ましい食習慣の

確立が重要です。そのため、妊婦や乳幼児の食生活に関する知識の普及に努め、生活習慣病や

アレルギー疾患の予防及び健康の保持増進を推進するとともに、幼児期から思春期において、

食を通じた心身の健全育成を図るため、保育園や子育て支援センター、教育機関などと連携し

ながら支援します。 

「はじめてママになるための教室」、「はじめての離乳食教室」、地区健康教育などにおいて、

健やかな妊娠期を過ごすための食生活のポイント、食生活アレルギーの予防、離乳食のすすめ

方、乳幼児の食生活などについての講話や調理実習・試食・グループワークなどを行っていま

す。 

乳児健康相談（４か月児健康相談）、１歳６か児健康診査、３歳児健康診査、地区健康相談

などにおいて、授乳量や離乳食の作り方・与え方と幼児食の生活リズムと食事の仕方などに関

する相談を行うと同時に、継続的に支援が必要な場合には家庭訪問し、望ましい食習慣の確立

が図れるよう支援します。 

さらに、２歳６か月児歯科検診の会場において、食育の一環として「食生活習慣ミニ講座」

を行い、３歳児健康診査では、来所の保護者に対して「生活習慣病予防のための食生活ミニ講

話」を実施しています。 

(4) 母子歯科保健事業の充実                    【健康増進課】 

8020（はちまるにいまる。80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保つ）達成を目標に、歯の

生える前から歯や口に対する正しい知識等について情報提供を行い、歯や口腔機能の大切さを

理解することにより、生涯健康な歯で食事が出来るよう支援します。 

妊娠期においては、「ママになるための教室」で妊娠中の口腔内の状況や生まれてくる赤ち

ゃんの歯について情報提供するとともに、妊婦歯科健診ではむし歯や歯周病の早期発見・早期

治療を促します。また、「パパ・ママ教室」参加者には、乳幼児期の仕上げ歯みがきの重要性

について掲載したパンフレットを配布しています。 

むし歯予防は、その特性から母子や家族ぐるみで行っていくことが効果的なため、乳幼児期

からライフステージに沿った歯科保健事業を実施しています。一緒に来所する保護者や祖父母

の歯や口の相談にも応じています。               

現在、１歳６か月児、３歳児健康診査及び２歳６か月児歯科検診においてのむし歯有病者率

は減少しています。さらに減少させるために、乳臼歯が生え始める１歳児以降の正しい知識等

について情報提供を強化することが重要と思われます。歯科健康教育を実施する場として保健

センターをはじめ、各地区の児童ホーム等に出向き予防効果の高い０歳から１歳代を対象に歯

の健康についての教育を実施しています。      
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(5) 母子精神保健事業の充実                    【健康増進課】 

安全な妊娠・出産や安心した子育てができるように、妊娠中からの健康管理や仲間づくりを

支援し、必要に応じて専門的な保健指導を実施していきます。 

妊娠中の健康管理やお互いに相談できるような友だちづくりができるように、母親学級「は

じめてママになるための教室」を開催しています。赤ちゃんを抱いたことがない妊婦が、子育

て中の産婦から直接、出産や育児の話を聞いたり、赤ちゃんを抱っこしたりできるような「先

輩ママとの交流会」を同時に実施しています。 

母子の精神保健には、家族への育児支援、相談・指導体制の充実は必要です。夫やパートナ

ーが、妊娠中の女性とともに妊娠期を支えあえ共に子育てできるように、妊婦とその夫やパー

トナーを対象に「パパ・ママ教室」を開催し、父親の役割についての講話や沐浴実習等を行っ

たり、妊婦ジャケット着用したりすることにより、妊婦への思いやりを育てています。 

また、必要に応じて、妊娠中の家庭訪問や出産後の「こんにちは赤ちゃん事業」で訪問を行

い、産後うつのスクリーニングとして問診票を活用し、産後うつを早期に発見し、早期に個々

の状況に合わせた支援を行い、育児不安を軽減し健全な育児を促します。 

(6) 予防接種・結核予防事業の充実                  【健康増進課】 

予防接種法により、感染症の発生及び蔓延を予防するために、乳幼児、児童、生徒を対象に

予防接種を実施します。 

乳幼児を対象に三種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）、ポリオ、МＲ（麻疹・風疹）、日

本脳炎、ＢＣＧを、また、児童・生徒を対象に二種混合（ジフテリア・破傷風）、日本脳炎予

防接種を実施しています。乳幼児のポリオは保健センター、公民館等で集団接種を実施し、ポ

リオ以外については協力医療機関での個別接種を実施しています。 

平成６年の予防接種法改正により、医師が事前に充分な予診を行い、接種不適者を的確に識

別、除外することで健康被害・予防接種事故の発生を未然に防ぐことを目的として、個別接種

への移行が求められているため、集団接種を行っているものの個別化を検討します。 

また、平成 16 年度から、千葉県内定期予防接種相互乗入制度により、一部の予防接種が県

内の市町村で接種できるようになりました。 

(7) 学校における健康教育の推進        【保健体育課、指導課、健康増進課、

保健所保健予防課、保健所総務課】 

子どもの心身の発達やより良い成長のため、学校では保健学習、学級活動、道徳の時間等、

学校生活全体の中で、心と身体の健康づくり、命を大切にする教育を進めています。 

学校では、各校の子どもの実態に合わせ「栄養、運動、休養」を３本柱として、心と身体を

大切にできるように育てています。小学校では、３・４年生２年間で８単位時間程度、５・６

年生２年間で 16 単位時間程度、教科書を使って保健学習をしています。３学年で「毎日の生

活と健康」４学年で「育ちゆく体とわたし」、５・６学年で「心の健康」「けがの予防」「病気

の予防」を学習する構成になっており、これらの中で「思春期の心とからだの変化」「薬物乱

用防止」「エイズ教育」「喫煙防止」「飲酒の害」等について計画的に学習が進められています。  

小学校１、２年生においても、生活科や学級活動の時間の中で、３～６年生の保健学習との

－20－ －21－
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がら、個々の状況に合わせた育児指導を実施しています。 

また、育児不安の強い親や虐待のおそれのある家庭に対して、家庭児童相談室や児童相談所、

医療機関等と連携をとりながら虐待の未然防止のための家庭訪問を行っています。    

(3) 母子栄養保健事業の充実                    【健康増進課】 

生涯を通じて健康的に過ごすためには、乳幼児期からの生活の基礎となる望ましい食習慣の

確立が重要です。そのため、妊婦や乳幼児の食生活に関する知識の普及に努め、生活習慣病や

アレルギー疾患の予防及び健康の保持増進を推進するとともに、幼児期から思春期において、

食を通じた心身の健全育成を図るため、保育園や子育て支援センター、教育機関などと連携し

ながら支援します。 

「はじめてママになるための教室」、「はじめての離乳食教室」、地区健康教育などにおいて、

健やかな妊娠期を過ごすための食生活のポイント、食生活アレルギーの予防、離乳食のすすめ

方、乳幼児の食生活などについての講話や調理実習・試食・グループワークなどを行っていま

す。 

乳児健康相談（４か月児健康相談）、１歳６か児健康診査、３歳児健康診査、地区健康相談

などにおいて、授乳量や離乳食の作り方・与え方と幼児食の生活リズムと食事の仕方などに関

する相談を行うと同時に、継続的に支援が必要な場合には家庭訪問し、望ましい食習慣の確立

が図れるよう支援します。 

さらに、２歳６か月児歯科検診の会場において、食育の一環として「食生活習慣ミニ講座」

を行い、３歳児健康診査では、来所の保護者に対して「生活習慣病予防のための食生活ミニ講

話」を実施しています。 

(4) 母子歯科保健事業の充実                    【健康増進課】 

8020（はちまるにいまる。80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保つ）達成を目標に、歯の

生える前から歯や口に対する正しい知識等について情報提供を行い、歯や口腔機能の大切さを

理解することにより、生涯健康な歯で食事が出来るよう支援します。 

妊娠期においては、「ママになるための教室」で妊娠中の口腔内の状況や生まれてくる赤ち

ゃんの歯について情報提供するとともに、妊婦歯科健診ではむし歯や歯周病の早期発見・早期

治療を促します。また、「パパ・ママ教室」参加者には、乳幼児期の仕上げ歯みがきの重要性

について掲載したパンフレットを配布しています。 

むし歯予防は、その特性から母子や家族ぐるみで行っていくことが効果的なため、乳幼児期

からライフステージに沿った歯科保健事業を実施しています。一緒に来所する保護者や祖父母

の歯や口の相談にも応じています。               

現在、１歳６か月児、３歳児健康診査及び２歳６か月児歯科検診においてのむし歯有病者率

は減少しています。さらに減少させるために、乳臼歯が生え始める１歳児以降の正しい知識等

について情報提供を強化することが重要と思われます。歯科健康教育を実施する場として保健

センターをはじめ、各地区の児童ホーム等に出向き予防効果の高い０歳から１歳代を対象に歯

の健康についての教育を実施しています。      
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(5) 母子精神保健事業の充実                    【健康増進課】 

安全な妊娠・出産や安心した子育てができるように、妊娠中からの健康管理や仲間づくりを

支援し、必要に応じて専門的な保健指導を実施していきます。 

妊娠中の健康管理やお互いに相談できるような友だちづくりができるように、母親学級「は

じめてママになるための教室」を開催しています。赤ちゃんを抱いたことがない妊婦が、子育

て中の産婦から直接、出産や育児の話を聞いたり、赤ちゃんを抱っこしたりできるような「先

輩ママとの交流会」を同時に実施しています。 

母子の精神保健には、家族への育児支援、相談・指導体制の充実は必要です。夫やパートナ

ーが、妊娠中の女性とともに妊娠期を支えあえ共に子育てできるように、妊婦とその夫やパー

トナーを対象に「パパ・ママ教室」を開催し、父親の役割についての講話や沐浴実習等を行っ

たり、妊婦ジャケット着用したりすることにより、妊婦への思いやりを育てています。 

また、必要に応じて、妊娠中の家庭訪問や出産後の「こんにちは赤ちゃん事業」で訪問を行

い、産後うつのスクリーニングとして問診票を活用し、産後うつを早期に発見し、早期に個々

の状況に合わせた支援を行い、育児不安を軽減し健全な育児を促します。 

(6) 予防接種・結核予防事業の充実                  【健康増進課】 

予防接種法により、感染症の発生及び蔓延を予防するために、乳幼児、児童、生徒を対象に

予防接種を実施します。 

乳幼児を対象に三種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）、ポリオ、МＲ（麻疹・風疹）、日

本脳炎、ＢＣＧを、また、児童・生徒を対象に二種混合（ジフテリア・破傷風）、日本脳炎予

防接種を実施しています。乳幼児のポリオは保健センター、公民館等で集団接種を実施し、ポ

リオ以外については協力医療機関での個別接種を実施しています。 

平成６年の予防接種法改正により、医師が事前に充分な予診を行い、接種不適者を的確に識

別、除外することで健康被害・予防接種事故の発生を未然に防ぐことを目的として、個別接種

への移行が求められているため、集団接種を行っているものの個別化を検討します。 

また、平成 16 年度から、千葉県内定期予防接種相互乗入制度により、一部の予防接種が県

内の市町村で接種できるようになりました。 

(7) 学校における健康教育の推進        【保健体育課、指導課、健康増進課、

保健所保健予防課、保健所総務課】 

子どもの心身の発達やより良い成長のため、学校では保健学習、学級活動、道徳の時間等、

学校生活全体の中で、心と身体の健康づくり、命を大切にする教育を進めています。 

学校では、各校の子どもの実態に合わせ「栄養、運動、休養」を３本柱として、心と身体を
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の予防」を学習する構成になっており、これらの中で「思春期の心とからだの変化」「薬物乱

用防止」「エイズ教育」「喫煙防止」「飲酒の害」等について計画的に学習が進められています。  

小学校１、２年生においても、生活科や学級活動の時間の中で、３～６年生の保健学習との
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関連を図りながら指導を行っています。 

中学校では保健学習として「心身の機能の発達」「健康と環境」「傷害の防止」「健康な生活

と疾病の予防」の単元を３年間にわたって学習し、特に薬物乱用防止、喫煙・飲酒の防止、エ

イズ教育等については、養護教諭の授業参加を積極的に行っています。 

思春期保健対策としては、中高生が乳幼児とふれあう体験により、生命の大切さを実感する

とともに乳幼児の養育や家庭の大切さを知り、将来親になるための貴重な体験を通し、人への

思いやりや共感を高めるため、保健部門と学校が情報交換しながら推進し、家庭、地域も含め

た連携を図ります。 

また、思春期を迎える児童生徒の「心」の健全な育成を支援するため、スクールカウンセラ

ー配置事業を活用しながら、各校の実態に基づき、教諭、養護教諭、スクールカウンセラーの

協力体制のもと、積極的な保健指導を展開します。 

保健所では、エイズ・性感染症予防教育として、養護教諭等と連携の上、市内小中高校に講

師を派遣し講演会を行っています。なお、市内高校と協働で高校文化祭に参加し、若者に対す

る普及啓発活動にも取り組んでいます。 

また、学校等での薬物乱用防止教室に協力しています。 

(8) 受動喫煙の防止の推進     【健康政策課、健康増進課、保育課、児童育成課】 

家族や周囲の人の喫煙は、胎児や子どもたちの体にもさまざまな悪影響を与えます。妊産婦

の禁煙を促すとともに妊産婦と子どもの受動喫煙の防止を進めます。 

健康増進法第 25 条においても、「多数の人が利用する施設等の管理者は受動喫煙の防止に努

めなければならない」とされています。妊娠時の喫煙や受動喫煙は、胎児の発達遅滞の原因と

なり、出産時の体重が少なくなる傾向があるとともに、子どもたちにおいては、副流煙による

呼吸器疾患の悪化などが報告されています。 

妊婦には、母子健康手帳交付時に禁煙を呼びかけるとともに、妊婦相談、初産婦を対象とし

た「はじめてママになるための教室」「パパ・ママ教室」など、あらゆる事業の中で禁煙の指

導に努めるとともに、妊婦や乳幼児が集まる保健センター、子どもの施設である子育て支援セ

ンター、保育園、児童ホーム、放課後ルームは全面禁煙としています。 

また、妊産婦以外の人に対しても、たばこと健康に関する情報の提供と禁煙についての啓発

を各保健事業の機会を捉え実施していきます。 

また、市内各公共施設に対しても受動喫煙防止対策をすすめるよう、リーフレットを配布し

啓発に努めています。 
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第２章 子どもの心育ち支援 
 

子どもの健やかな成長には、子ども同士が集い、思い思いにのびのびと過ごし、遊べる機会

と環境が必要です。 

また、同年齢・同世代同士とのふれあいだけではなく、さまざまな世代と出会い、交流する

ことにより、子ども自身で自らの世界を広げていくことができます。 

子どもの自己肯定感を高め、社会性を養うため、子どもたちの居場所とふれあいの場、感性

を育てる機会を創っていきます。 

 

１．多様なかかわりの促進 

［現状と課題］ 

少子化、核家族化など社会の変化は、子どもを取り巻く環境の変化でもあり、子どもが赤ち

ゃんにふれあう機会や家族の死と出会う体験の減少を誘い、生命の大切さを学ぶ機会が減って

います。 

同時に、さまざまな世代の人との日常的かつ多様なふれあいも減り、同年齢・同世代という

比較的狭い世界にとどまる傾向があり、異年齢・他世代そして地域社会の中で、さまざまな人

との多様な人間関係を築くことが難しい状況にあります。 

子どもの心が健全に育つためには、さまざまな人とのふれあいの機会を創出・提供するなど、

思春期に至るまでの継続的・循環的な取り組みが重要です。 

(1) 子どもの心の健康づくり事業の促進               【健康増進課】 

子どもが心身ともに健やかに育ち、生涯にわたって健康に過ごせるように、母子保健事業を

通し、心の健康について学ぶ機会を設けています。親の役割について学んでもらい、親子がふ

れあい、子育ての楽しさを感じられるように、親と子の心の絆づくりのために健康相談や健康

診査における子育て支援に努めるとともに、母子のこころの健康講座等を実施しています。 

また、子どもの発達やしつけ等で心配なことがあれば、保健師が面接や家庭訪問を実施し、

子育て支援を図り、必要があれば、心理士による心理発達相談も実施しています。 

(2) 中高生と赤ちゃんのふれあいの促進         【児童育成課、健康増進課】 

児童ホームで中高生が赤ちゃんと直接ふれあうことで、児童の健全育成を進めるとともに、

子育ての予備体験とします。 

赤ちゃんとふれあい関わることで、中高生の人に関する関心、共感能力を高め、赤ちゃんに

対する愛着の感情を醸成することができます。そのため、乳幼児から中高生までが集い、ふれ

あうことのできる児童ホームの機能を生かし、中高生が赤ちゃんと直接ふれあい関れる機会を

提供します。児童の健全育成を進めるとともに、将来結婚し、家庭を持ち、子育てに関ったと

きの貴重な予備体験とし、併せて、育児不安や虐待の予防につなげ、“正しい性”や“命の尊

さ”を知ってもらい、自分自身・親・他者との関係について考えることを目的にしています。

第２章 子どもの心育ち支援 
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関連を図りながら指導を行っています。 

中学校では保健学習として「心身の機能の発達」「健康と環境」「傷害の防止」「健康な生活

と疾病の予防」の単元を３年間にわたって学習し、特に薬物乱用防止、喫煙・飲酒の防止、エ

イズ教育等については、養護教諭の授業参加を積極的に行っています。 

思春期保健対策としては、中高生が乳幼児とふれあう体験により、生命の大切さを実感する

とともに乳幼児の養育や家庭の大切さを知り、将来親になるための貴重な体験を通し、人への

思いやりや共感を高めるため、保健部門と学校が情報交換しながら推進し、家庭、地域も含め

た連携を図ります。 

また、思春期を迎える児童生徒の「心」の健全な育成を支援するため、スクールカウンセラ

ー配置事業を活用しながら、各校の実態に基づき、教諭、養護教諭、スクールカウンセラーの

協力体制のもと、積極的な保健指導を展開します。 

保健所では、エイズ・性感染症予防教育として、養護教諭等と連携の上、市内小中高校に講

師を派遣し講演会を行っています。なお、市内高校と協働で高校文化祭に参加し、若者に対す

る普及啓発活動にも取り組んでいます。 

また、学校等での薬物乱用防止教室に協力しています。 

(8) 受動喫煙の防止の推進     【健康政策課、健康増進課、保育課、児童育成課】 

家族や周囲の人の喫煙は、胎児や子どもたちの体にもさまざまな悪影響を与えます。妊産婦

の禁煙を促すとともに妊産婦と子どもの受動喫煙の防止を進めます。 

健康増進法第 25 条においても、「多数の人が利用する施設等の管理者は受動喫煙の防止に努

めなければならない」とされています。妊娠時の喫煙や受動喫煙は、胎児の発達遅滞の原因と

なり、出産時の体重が少なくなる傾向があるとともに、子どもたちにおいては、副流煙による

呼吸器疾患の悪化などが報告されています。 

妊婦には、母子健康手帳交付時に禁煙を呼びかけるとともに、妊婦相談、初産婦を対象とし

た「はじめてママになるための教室」「パパ・ママ教室」など、あらゆる事業の中で禁煙の指

導に努めるとともに、妊婦や乳幼児が集まる保健センター、子どもの施設である子育て支援セ

ンター、保育園、児童ホーム、放課後ルームは全面禁煙としています。 

また、妊産婦以外の人に対しても、たばこと健康に関する情報の提供と禁煙についての啓発

を各保健事業の機会を捉え実施していきます。 

また、市内各公共施設に対しても受動喫煙防止対策をすすめるよう、リーフレットを配布し

啓発に努めています。 
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第２章 子どもの心育ち支援 
 

子どもの健やかな成長には、子ども同士が集い、思い思いにのびのびと過ごし、遊べる機会

と環境が必要です。 

また、同年齢・同世代同士とのふれあいだけではなく、さまざまな世代と出会い、交流する

ことにより、子ども自身で自らの世界を広げていくことができます。 

子どもの自己肯定感を高め、社会性を養うため、子どもたちの居場所とふれあいの場、感性

を育てる機会を創っていきます。 

 

１．多様なかかわりの促進 

［現状と課題］ 

少子化、核家族化など社会の変化は、子どもを取り巻く環境の変化でもあり、子どもが赤ち

ゃんにふれあう機会や家族の死と出会う体験の減少を誘い、生命の大切さを学ぶ機会が減って

います。 

同時に、さまざまな世代の人との日常的かつ多様なふれあいも減り、同年齢・同世代という

比較的狭い世界にとどまる傾向があり、異年齢・他世代そして地域社会の中で、さまざまな人

との多様な人間関係を築くことが難しい状況にあります。 

子どもの心が健全に育つためには、さまざまな人とのふれあいの機会を創出・提供するなど、

思春期に至るまでの継続的・循環的な取り組みが重要です。 

(1) 子どもの心の健康づくり事業の促進               【健康増進課】 

子どもが心身ともに健やかに育ち、生涯にわたって健康に過ごせるように、母子保健事業を

通し、心の健康について学ぶ機会を設けています。親の役割について学んでもらい、親子がふ

れあい、子育ての楽しさを感じられるように、親と子の心の絆づくりのために健康相談や健康

診査における子育て支援に努めるとともに、母子のこころの健康講座等を実施しています。 

また、子どもの発達やしつけ等で心配なことがあれば、保健師が面接や家庭訪問を実施し、

子育て支援を図り、必要があれば、心理士による心理発達相談も実施しています。 

(2) 中高生と赤ちゃんのふれあいの促進         【児童育成課、健康増進課】 

児童ホームで中高生が赤ちゃんと直接ふれあうことで、児童の健全育成を進めるとともに、

子育ての予備体験とします。 

赤ちゃんとふれあい関わることで、中高生の人に関する関心、共感能力を高め、赤ちゃんに

対する愛着の感情を醸成することができます。そのため、乳幼児から中高生までが集い、ふれ

あうことのできる児童ホームの機能を生かし、中高生が赤ちゃんと直接ふれあい関れる機会を

提供します。児童の健全育成を進めるとともに、将来結婚し、家庭を持ち、子育てに関ったと

きの貴重な予備体験とし、併せて、育児不安や虐待の予防につなげ、“正しい性”や“命の尊

さ”を知ってもらい、自分自身・親・他者との関係について考えることを目的にしています。

第２章 子どもの心育ち支援 

－22－ －23－



第 2部 実施計画 2.子どもの心育ち支援 

- 24 - 

また、妊婦体験ジャケットを活用することで、妊婦の大変さを体験し、他者へのいたわりのこ

ころも育成しています。 

今後も、ふれあいの機会の提供にとどまらず、命の尊さや性に対する正しい知識を身に付け、

性の逸脱行動等の予防を推進するため、学校や主任児童委員等、地域と連携し、活動の展開を

図っていきます。 

(3) 世代間のふれあいの促進               【高齢者福祉課、公民館】 

子どもと高齢者が、遊びや軽スポーツなどを通じて交流し、地域コミュニティでの心のふれ

あいや相互理解を深め、家庭・学校・地域の連携・融合を図っていきます。異世代が地域社会

でともに暮らしているという認識を育むため、学校教育や学校外活動の中で、積極的に世代間

の交流の機会を提供していきます。 

平成 21年４月１日現在、市内に 284 の老人クラブがあり、これら老人クラブが平成 20年度

において地元の小学校では 131 クラブ、中学校では 21クラブ、保育園・幼稚園では 25クラブ、

児童ホームでは 13 クラブが世代間交流を行っており、その他公民館等においても交流活動を

行っています。また、現在 20 の児童ホームのうち 14 箇所に老人憩の家が併設されています。  

公民館における交流事業としては、グランドゴルフ大会や地域ふれあいコンサートなど、子

どもから高齢者まで楽しめるレクリエーションやスポーツ・文化活動を行っています。また、

生涯学習社会の実現を目指し、学習した成果が活かせるような取組みとして、高齢者には子ど

もたちとのふれあいや文化等を伝承することで教える喜びを得るとともに生きがいを持てる

ようふれあいを促進します。 

(4) 子どもの悩み相談体制の充実        【指導課、児童家庭課、児童育成課】 

学校における児童生徒の悩みに関しては、日頃から人間関係づくりに重点を置き、教職員が

スクールカウンセラーの協力を得て児童生徒の教育相談を行い効果を上げています。 

市内の全中学校にスクールカウンセラーを配置し、学区の小・中学校の児童生徒及び保護者

からの相談に対応しています。相談の状況は、児童生徒からの相談が中心ですが、保護者や教

職員からの相談も増えてきています。また、相談内容については「不登校」の相談が一番多く

約 36％となっています。平成 21 年度のスクールカウンセラーは、週１日（５～６時間）の勤

務状況です。児童生徒や保護者からの相談が多いことから、ホームページで専門機関や相談機

関の紹介を掲載しています。 

家庭児童相談室では、フリーダイヤルの相談電話を設置し、相談啓発カードの配布や、学校

や児童ホーム等でのポスターの掲示により、利用を呼びかけています。 

また、児童ホームは児童が自由に来館し遊べる施設であり、そのような日常の活動の中で、

また、職員との関わりの中で、児童が気軽に相談事や悩み事を言えるような雰囲気づくりをし

ていきます。 
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２．遊びの促進 

［現状と課題］ 

都市化の進展に伴い、子どもが自由にのびのびと遊べ、さまざまなことを学び発見し、体験

できる自然豊かな環境が次第に失われているとともに、今日では、子どもを対象とした犯罪が

日常化・多発化していることなどから、子どもが安心して遊べる場の重要性がますます高まっ

ています。 

併せて、少子化により、子どもたちの遊びを通じた友達づくりや社会性の発達、規範意識の

形成への影響も懸念されており、子どもが集い、自らの成長と年齢に応じた主体性の中で自由

に過ごせる遊び場・居場所を創出・提供していくことが大切です。 

(1)遊びを通じた健全育成の推進                  【児童育成課】 

児童ホームは、児童に健全な遊びを与え、健康の増進と情操を豊かにすることを目的として

います。 

また、昨今の少子化や児童をとりまく諸問題の中で、児童ホームには、児童健全育成の拠点

施設として機能することが強く求められています。 

児童ホームは、現在 20 館設置されており、単なる遊び場の提供だけでなく、遊びを指導す

る児童厚生員を配置し、遊びの提供や、それぞれの児童ホームで地域にあった「子どもまつり」

などの行事、「映画会」や「ドッジボール大会」などの事業を行っています。これらの行事や

事業を通じ、異年齢間の交流、地域の大人との交流、心身の健康の増進、情操の涵養、社会性

や協調性・主体性や自主性の育みを図っています。 

児童健全育成という目的を明確にし、事業や行事を計画的に提供していくとともに、遊びの

中で児童とのふれあいをもつ児童厚生員の質の向上を図っていきます。 

(2) 公園緑地の整備推進              【みどり推進課、みどり管理課】 

平成 19 年度に見直し改定を行った｢緑の基本計画」の方針に則り、「身近な公園が充実した

まちづくり」と「自然林などの保全対策の推進による船橋らしい緑の積極的な保全」といった

観点からの公園、緑地の整備を行っています。 

平成 20 年度末現在、都市公園面積約 173ha、一人当たりの都市公園面積は 2.86 ㎡を確保し

ています。今後ともこの事業を推進していきます。 

また、平成 8 年 10 月に、ワンパク王国を拡張して「アンデルセン公園」がオープンし、以

降多くの市民また市外の方にも利用され、親しまれています。アンデルセン公園の運営は、平

成 18 年 4 月より、多様化する市民ニーズ等に対応するため、指定管理者制度を導入し、斬新

なイベントに取り組んでいます。 

(3) プレイパーク事業の実施   ★新規★             【児童育成課】 

子どもたちが想像力を生かし、自分の責任で、異年齢の子どもたちとも自由に遊ぶことによ

って、子どもたちはコミュニケーション能力や社会性を身に付けることができます。 

「プレイパーク」は子どもがのびのびと、思い切り遊べるように禁止事項をなくし、「自分
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また、妊婦体験ジャケットを活用することで、妊婦の大変さを体験し、他者へのいたわりのこ

ころも育成しています。 

今後も、ふれあいの機会の提供にとどまらず、命の尊さや性に対する正しい知識を身に付け、

性の逸脱行動等の予防を推進するため、学校や主任児童委員等、地域と連携し、活動の展開を

図っていきます。 

(3) 世代間のふれあいの促進               【高齢者福祉課、公民館】 

子どもと高齢者が、遊びや軽スポーツなどを通じて交流し、地域コミュニティでの心のふれ

あいや相互理解を深め、家庭・学校・地域の連携・融合を図っていきます。異世代が地域社会

でともに暮らしているという認識を育むため、学校教育や学校外活動の中で、積極的に世代間

の交流の機会を提供していきます。 

平成 21年４月１日現在、市内に 284 の老人クラブがあり、これら老人クラブが平成 20年度

において地元の小学校では 131 クラブ、中学校では 21クラブ、保育園・幼稚園では 25クラブ、

児童ホームでは 13 クラブが世代間交流を行っており、その他公民館等においても交流活動を

行っています。また、現在 20 の児童ホームのうち 14 箇所に老人憩の家が併設されています。  

公民館における交流事業としては、グランドゴルフ大会や地域ふれあいコンサートなど、子

どもから高齢者まで楽しめるレクリエーションやスポーツ・文化活動を行っています。また、

生涯学習社会の実現を目指し、学習した成果が活かせるような取組みとして、高齢者には子ど

もたちとのふれあいや文化等を伝承することで教える喜びを得るとともに生きがいを持てる

ようふれあいを促進します。 

(4) 子どもの悩み相談体制の充実        【指導課、児童家庭課、児童育成課】 

学校における児童生徒の悩みに関しては、日頃から人間関係づくりに重点を置き、教職員が

スクールカウンセラーの協力を得て児童生徒の教育相談を行い効果を上げています。 

市内の全中学校にスクールカウンセラーを配置し、学区の小・中学校の児童生徒及び保護者

からの相談に対応しています。相談の状況は、児童生徒からの相談が中心ですが、保護者や教

職員からの相談も増えてきています。また、相談内容については「不登校」の相談が一番多く

約 36％となっています。平成 21 年度のスクールカウンセラーは、週１日（５～６時間）の勤

務状況です。児童生徒や保護者からの相談が多いことから、ホームページで専門機関や相談機

関の紹介を掲載しています。 

家庭児童相談室では、フリーダイヤルの相談電話を設置し、相談啓発カードの配布や、学校

や児童ホーム等でのポスターの掲示により、利用を呼びかけています。 

また、児童ホームは児童が自由に来館し遊べる施設であり、そのような日常の活動の中で、

また、職員との関わりの中で、児童が気軽に相談事や悩み事を言えるような雰囲気づくりをし

ていきます。 
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２．遊びの促進 

［現状と課題］ 

都市化の進展に伴い、子どもが自由にのびのびと遊べ、さまざまなことを学び発見し、体験

できる自然豊かな環境が次第に失われているとともに、今日では、子どもを対象とした犯罪が

日常化・多発化していることなどから、子どもが安心して遊べる場の重要性がますます高まっ

ています。 

併せて、少子化により、子どもたちの遊びを通じた友達づくりや社会性の発達、規範意識の

形成への影響も懸念されており、子どもが集い、自らの成長と年齢に応じた主体性の中で自由

に過ごせる遊び場・居場所を創出・提供していくことが大切です。 

(1)遊びを通じた健全育成の推進                  【児童育成課】 

児童ホームは、児童に健全な遊びを与え、健康の増進と情操を豊かにすることを目的として

います。 

また、昨今の少子化や児童をとりまく諸問題の中で、児童ホームには、児童健全育成の拠点

施設として機能することが強く求められています。 

児童ホームは、現在 20 館設置されており、単なる遊び場の提供だけでなく、遊びを指導す

る児童厚生員を配置し、遊びの提供や、それぞれの児童ホームで地域にあった「子どもまつり」

などの行事、「映画会」や「ドッジボール大会」などの事業を行っています。これらの行事や

事業を通じ、異年齢間の交流、地域の大人との交流、心身の健康の増進、情操の涵養、社会性

や協調性・主体性や自主性の育みを図っています。 

児童健全育成という目的を明確にし、事業や行事を計画的に提供していくとともに、遊びの

中で児童とのふれあいをもつ児童厚生員の質の向上を図っていきます。 

(2) 公園緑地の整備推進              【みどり推進課、みどり管理課】 

平成 19 年度に見直し改定を行った｢緑の基本計画」の方針に則り、「身近な公園が充実した

まちづくり」と「自然林などの保全対策の推進による船橋らしい緑の積極的な保全」といった

観点からの公園、緑地の整備を行っています。 

平成 20 年度末現在、都市公園面積約 173ha、一人当たりの都市公園面積は 2.86 ㎡を確保し

ています。今後ともこの事業を推進していきます。 

また、平成 8 年 10 月に、ワンパク王国を拡張して「アンデルセン公園」がオープンし、以

降多くの市民また市外の方にも利用され、親しまれています。アンデルセン公園の運営は、平

成 18 年 4 月より、多様化する市民ニーズ等に対応するため、指定管理者制度を導入し、斬新

なイベントに取り組んでいます。 

(3) プレイパーク事業の実施   ★新規★             【児童育成課】 

子どもたちが想像力を生かし、自分の責任で、異年齢の子どもたちとも自由に遊ぶことによ

って、子どもたちはコミュニケーション能力や社会性を身に付けることができます。 

「プレイパーク」は子どもがのびのびと、思い切り遊べるように禁止事項をなくし、「自分
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の責任で自由に遊ぶ」ことを大切にし、自分のしたいことを実現できる場であり、社会性を身

に付けることなどができます。 

関係各課と場所及び運営について調整を図り実施していきます。 

(4)中高生の居場所づくり   ★新規★           【児童育成課、関係課】 

子どもを取り巻く環境の変化により、子どもたちにとってサンマ（空間、仲間、時間）がな

くなっていると言われています。また、地域においても、子どもとの関わりが薄れてきていま

す。このような状況において、子どもがさまざまな人間関係の中で多様な価値観の存在や我慢

することなどを学ぶ機会が減少し、それにより、創造性や活力を失うばかりでなく、社会性に

欠け、人の心の痛みを感じることができなくなるなど、子どもの健やかな成長に大きな影響を

もたらすおそれがあるとも言われています。このようなことは、小学校高学年、中高生におい

ても例外ではなく、現状において中高生にも社会的な支援は必要となっています。 

児童ホームでの中高生の居場所づくりにおいては、単なる居場所にとどまらず、中高生の自

主的な活動の支援や、地域社会との関わりを持てる事業などを、中高生の状況に応じ展開でき

るように、児童ホームの活用を図っていきます。 

また、児童ホームの他に中高生の居場所としての活用できる場所を研究します。 

 

３．文化活動の充実 

［現状と課題］ 

子どもは、文化活動への参加、芸術との出会いから、感性豊かに育っていきます。 

最も身近な文化活動とも言える読書についても、幼い頃から本と出会い、読書を楽しむきっ

かけとなるような機会を提供するなど、子どもの成長に応じた文化活動を促していくことが重

要です。 

そのためには、子どもたちのまわりのおとなたちが積極的に文化活動に参加し、さらには優

れた文化芸術にふれる機会を増やしていくことが、子どもたちが文化活動を理解し、その文化

環境を醸成することにつながります。 

こうした観点から、社会全体として、身近に文化芸術にふれる機会と場を増やしていくこと

が必要です。 

(1) ブックスタート事業の実施                   【健康増進課】 

出来るだけ早い時期に言葉と活字の文化である「本」と出会う機会を作り、生涯にわたって

読書を楽しむきっかけにするとともに、親子が絵本を通してふれあい、語り合い、親子の絆を

深め、また、絵本を読むことで興味や関心、好奇心や創造力が育成され、社会への適応性や親

子関係を向上させることを目的として実施しています。 

４か月児健康相談時に、絵本の読み聞かせを実施しながら「本を開いてお話する楽しさ」を

伝え、ブックスタートの主旨について説明をして絵本を渡しています。「船橋市子どもの読書

活動推進計画」の中でも、ブックスタート事業の推進を図っていくことが望まれています。 
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(2) 絵本の読み聞かせ事業の推進                  【児童育成課】 

絵本の読み聞かせを通して、親子のふれあいの機会を提供するとともに、親同士の交流の場

を提供します。 

絵本の読み聞かせの楽しさを体験するため、各児童ホームにおいて、乳幼児親子を対象とし

た絵本の読み聞かせ事業を積極的に展開していきます。 

また、乳幼児を持つ親を対象に、絵本の選定のポイントや読み聞かせの方法に関する講習会

を開催するとともに、乳幼児期に適した絵本を紹介するなど、情報提供も行っていきます。 

(3) 読書活動の推進                          【図書館】 

図書館においては、乳幼児向け「えほんの会」、幼児小学生向け「本とおはなしの会」を定

期的に実施し、本に親しむ機会を提供するとともに、「子ども読書の日」には特別おはなし会

を全館で開催し、親子で絵本を楽しむきっかけや重要性の理解を図ります。 

また、幼児、小中学生には、保育園・小中学校に出向いて「出張おはなし会」を実施し、本

への興味を促します。 

学校の休業前には、全小学校に「じどうしつだより」の配布など本との橋渡しを行います。 

学校・サークル等での読み聞かせや市民グループや施設には大型絵本の貸出し、小学校の放

課後ルームにも一定期間の本の貸出しを行うなど、あらゆる機会を捉え本と触れ合える機会を

つくり読書活動の推進に努めます。 

(4) 文化芸術活動の推進 【文化課、市民文化ホール、郷土資料館、 

飛ノ台史跡公園博物館、市民文化創造館、みどり管理課】 

優れた芸術鑑賞や文化活動への参加を通して、子どもの情操を養います。 

さざんか少年少女合唱団等、子どもの文化にかかわる団体への支援を通して、子どもの健全

で豊かな文化環境を醸成しています。千人の音楽祭へは市内の小中学校の音楽関係クラブが参

加しており、市民の音楽関係者や一般市民との交流を行うとともに、子どもの文化活動の場と

なっています。 

市民文化ホールでは、親子で楽しめる音楽・演劇の鑑賞の機会を提供しています。また、一

般の主催事業にも子ども向けの料金区分を設けることで、鑑賞の機会の増加を図っています。 

郷土資料館では、親と子の歴史見学会等の教育普及事業を行っています。子どもたち向けの

解説展示や資料を用意することにより、郷土文化への理解を図っています。 

飛ノ台史跡公園博物館では、常設展示の中に本物の土器片や貝に触れることができるコーナ

ーを設けたり、縄文体験ワークショップのメニューに石の勾玉作りやどんぐりクッキー作りな

どを入れるなど、子どもたちが縄文時代を体験できる博物館となっています。また、小学校の

見学用に学習ノートを児童一人ひとりに用意し、解説員が分かりやすい解説を行うなど、子ど

もたちの歴史学習も支援しています。 

市民文化創造館（きららホール）では、青少年のためのワークショップ等、子どもたちが創

造活動を体験できる場を用意し、将来の地域文化における基盤づくりのための人材育成にも寄

与します。 

平成８年 10 月に、オープンしたアンデルセン公園は、大きく 4ゾーンに区別されますが、「子
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の責任で自由に遊ぶ」ことを大切にし、自分のしたいことを実現できる場であり、社会性を身

に付けることなどができます。 

関係各課と場所及び運営について調整を図り実施していきます。 

(4)中高生の居場所づくり   ★新規★           【児童育成課、関係課】 

子どもを取り巻く環境の変化により、子どもたちにとってサンマ（空間、仲間、時間）がな

くなっていると言われています。また、地域においても、子どもとの関わりが薄れてきていま

す。このような状況において、子どもがさまざまな人間関係の中で多様な価値観の存在や我慢

することなどを学ぶ機会が減少し、それにより、創造性や活力を失うばかりでなく、社会性に

欠け、人の心の痛みを感じることができなくなるなど、子どもの健やかな成長に大きな影響を

もたらすおそれがあるとも言われています。このようなことは、小学校高学年、中高生におい

ても例外ではなく、現状において中高生にも社会的な支援は必要となっています。 

児童ホームでの中高生の居場所づくりにおいては、単なる居場所にとどまらず、中高生の自

主的な活動の支援や、地域社会との関わりを持てる事業などを、中高生の状況に応じ展開でき

るように、児童ホームの活用を図っていきます。 

また、児童ホームの他に中高生の居場所としての活用できる場所を研究します。 

 

３．文化活動の充実 

［現状と課題］ 

子どもは、文化活動への参加、芸術との出会いから、感性豊かに育っていきます。 

最も身近な文化活動とも言える読書についても、幼い頃から本と出会い、読書を楽しむきっ

かけとなるような機会を提供するなど、子どもの成長に応じた文化活動を促していくことが重

要です。 

そのためには、子どもたちのまわりのおとなたちが積極的に文化活動に参加し、さらには優

れた文化芸術にふれる機会を増やしていくことが、子どもたちが文化活動を理解し、その文化

環境を醸成することにつながります。 

こうした観点から、社会全体として、身近に文化芸術にふれる機会と場を増やしていくこと

が必要です。 

(1) ブックスタート事業の実施                   【健康増進課】 

出来るだけ早い時期に言葉と活字の文化である「本」と出会う機会を作り、生涯にわたって

読書を楽しむきっかけにするとともに、親子が絵本を通してふれあい、語り合い、親子の絆を

深め、また、絵本を読むことで興味や関心、好奇心や創造力が育成され、社会への適応性や親

子関係を向上させることを目的として実施しています。 

４か月児健康相談時に、絵本の読み聞かせを実施しながら「本を開いてお話する楽しさ」を

伝え、ブックスタートの主旨について説明をして絵本を渡しています。「船橋市子どもの読書

活動推進計画」の中でも、ブックスタート事業の推進を図っていくことが望まれています。 
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(2) 絵本の読み聞かせ事業の推進                  【児童育成課】 

絵本の読み聞かせを通して、親子のふれあいの機会を提供するとともに、親同士の交流の場

を提供します。 

絵本の読み聞かせの楽しさを体験するため、各児童ホームにおいて、乳幼児親子を対象とし

た絵本の読み聞かせ事業を積極的に展開していきます。 

また、乳幼児を持つ親を対象に、絵本の選定のポイントや読み聞かせの方法に関する講習会

を開催するとともに、乳幼児期に適した絵本を紹介するなど、情報提供も行っていきます。 

(3) 読書活動の推進                          【図書館】 

図書館においては、乳幼児向け「えほんの会」、幼児小学生向け「本とおはなしの会」を定
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見学用に学習ノートを児童一人ひとりに用意し、解説員が分かりやすい解説を行うなど、子ど

もたちの歴史学習も支援しています。 
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平成８年 10 月に、オープンしたアンデルセン公園は、大きく 4ゾーンに区別されますが、「子
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ども美術館」はそのうちの 1ゾーンであり、子ども達が自由な発想でのびのびと作る楽しさや

喜びを体験する施設として、各種イベント等を通し子ども達に利用され、また親しまれていま

す。アンデルセン公園の運営は、平成 18 年４月より、多様化する市民ニーズ等に対応するた

め、指定管理者制度を導入し、斬新なイベントに取り組んでいます。 

個性豊かな市民文化を創造するために、文化芸術を振興し、更にふるさとの歴史と文化の保

存と活用を行っていきます。 

(5) 学校での文化活動の充実                      【指導課】 

子どもたちが芸術鑑賞や表現活動に親しみ、創造活動の喜びを味わうための基礎的な能力を

育てながら、生涯にわたって積極的に文化活動に親しむ資質や能力の育成を図るため、国語、

図画工作、美術、音楽の授業や部活動、学校行事など、学校での文化活動の充実を推進します。 

学校では、国語、図画工作、美術、音楽などの教科における授業だけではなく、特別活動や

総合的な学習の時間、部活動など教育活動全般を通して文化活動の向上を図ります。各学校が

実施している文化祭や合唱祭、音楽会、演劇鑑賞等においては、学校全体の行事として確立し、

意図的・計画的に組織的な活動を推進しています。 

学校の文化活動は、生涯にわたる文化的な生活の基礎を培う場であり、児童生徒が、文化活

動に親しみ、その楽しさや喜びを味わう機会として大変重要です。また、学校教育活動に文化

活動を取り組む機会を確保することで、文化活動に親しむ契機とするだけではなく、一人一人

の児童生徒が「豊かな情操」を養う上にも大きな意味を持っています。このような文化活動は、

個に応じた学習指導への充実を図る上でも重要な教育活動です。 

各小・中学校では、プロの優れたオーケストラの演奏を子どもたちが直接鑑賞できる機会と

して、音楽鑑賞教室を開催しています。また、音楽・演劇等さまざまな芸術鑑賞の場を設け、

さらに文化関係の部活動等を通して、子どもの豊かな感性と創造力を養います。 

文化部の活動は、絵画や音楽・演劇等に興味関心のある同好者が集まり、お互いが創りだす

喜びや発表の楽しさなど、自己の能力に応じてより豊かな技能へと高める大変意味深いもので

あり、生涯にわたる文化活動の基礎づくりとなる教育活動です。 

新しい教育課題に対応して、特色ある教育活動が展開できるよう創意と工夫を凝らした教育

課程の編成に取り組んでいるところですが、児童生徒の学習を支援するという意味でも、多く

の民間の方々が学校の教育活動を支援しています。特に、読み聞かせ、茶道や伝統音楽などの

専門的な知識・技術を提供することにより、学校の文化活動に広がりと深まりが現れてきてい

ます。 

 

４．子どもの健全育成 

［現状と課題］ 

心身ともに健康な子どもを育んでいくためには、部活動・課外活動といった学校教育の中だ

けではなく、自然体験・社会体験活動等の学校外活動を通して、さまざまな体験をしていくこ

とが大切です。 

各地域・団体において、青少年の健全育成のためのさまざまな事業・活動が行なわれていま
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すが、今後はさらに実効性あるものとするために、各地域・団体等が連携し継続的な取り組み

として、子どもたちを「地域で育てる」という観点から、子どもの健全育成のためのしくみづ

くりを進めていくことが重要です。 

(1) 青少年スポーツ・文化交流の促進     【生涯スポーツ課、秘書課国際交流室】 

船橋市は世界の３都市と姉妹・友好都市を提携し、青少年などを含め様々な分野で交流を行

うとともに、船橋市国際交流協会等の民間団体と協力しながら市民主体の国際交流を促進して

います。 

その中で、今後も引き続き子どもたちが国際交流への関心を深められるよう子どもたちの交

流機会の充実を図り、外国人市民への支援と交流により多文化共生を進めていきます。 

スポーツ・レクリエーションの国際交流事業としては、国際交流に関係する機関や民間団体

と協力しながら、諸外国との親善と技術向上を目的とするスポーツ交流や市内に在住する外国

人とスポーツ・レクリエーションを通じた交流を促進し、相互理解や認識を一層深めます。ス

ポーツを通じた交流は、技術力の向上だけでなく、青少年の健全育成や相互理解、国際人の育

成にも寄与できることから、引き続き推進します。 

(2) 青少年センターの活動の充実                【青少年センター】 

街頭補導活動、相談活動を実施し、青少年非行の早期発見、未然防止を目的に適切な指導助

言を行います。 

また、青少年の健全育成・非行防止のため、学校・船橋市青少年の環境を良くする市民の会

や関係機関と連携をとりながら活動を推進していきます。 

(3) 児童健全育成事業の推進                      【学務課】 

幼児教育に対しては、市民の多種多様な要望があり、それに長年にわたって応えている幼稚

園類似団体に運営費の一部を補助し、保護者の負担軽減を図ることで、児童の健全育成を推進

します。 
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の児童生徒が「豊かな情操」を養う上にも大きな意味を持っています。このような文化活動は、

個に応じた学習指導への充実を図る上でも重要な教育活動です。 

各小・中学校では、プロの優れたオーケストラの演奏を子どもたちが直接鑑賞できる機会と

して、音楽鑑賞教室を開催しています。また、音楽・演劇等さまざまな芸術鑑賞の場を設け、

さらに文化関係の部活動等を通して、子どもの豊かな感性と創造力を養います。 

文化部の活動は、絵画や音楽・演劇等に興味関心のある同好者が集まり、お互いが創りだす

喜びや発表の楽しさなど、自己の能力に応じてより豊かな技能へと高める大変意味深いもので
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新しい教育課題に対応して、特色ある教育活動が展開できるよう創意と工夫を凝らした教育

課程の編成に取り組んでいるところですが、児童生徒の学習を支援するという意味でも、多く

の民間の方々が学校の教育活動を支援しています。特に、読み聞かせ、茶道や伝統音楽などの

専門的な知識・技術を提供することにより、学校の文化活動に広がりと深まりが現れてきてい
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成にも寄与できることから、引き続き推進します。 
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街頭補導活動、相談活動を実施し、青少年非行の早期発見、未然防止を目的に適切な指導助
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また、青少年の健全育成・非行防止のため、学校・船橋市青少年の環境を良くする市民の会
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第３章 体づくり 
 

健全な身体を育み、生涯にわたって心身の健康を保持・増進するためには、子どもの頃から

体を動かす楽しさを知り、身近な運動等に親しむ習慣をつけていくことが大切です。 

「スポーツ健康都市」として、子どもたちが思いきり体を動かせる場と機会を提供していく

とともに、食育などを含め、健全な身体を育むための規則正しい生活習慣についても十分に配

慮していくことが重要になっています。 

 

１．基本的生活習慣の確立 

［現状と課題］ 

都市化の進展、ライフスタイルの多様化等を背景に、子どもの夜更かしや朝食の欠食など、

子どもの健やかな成長に不可欠な基本的生活習慣の乱れがみられるとともに、そうした乱れが

半ば日常化している状況もあります。 

このような基本的生活習慣の乱れは、子どもたちの体力・気力・学力や規範意識などにも悪

い影響を与えています。 

また、テレビやビデオなど、日常の生活の中で身近にあふれた映像メディアについても、長

時間視聴することによる生活習慣の乱れだけではなく、脳の発達への悪影響も懸念されること

などから、一定の節度を持って楽しむことが重要です。 

(1) 食育の推進                【健康増進課、保育課、児童育成課】 

食べることは生きるための基本であり、子どもの健やかな心と身体の発達に欠かせないもの

です。乳幼児期から発育・発達段階に応じた豊かな食の体験を積み重ねていくことによって、

生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送る基本としての食習慣が育まれていきます。   

はじめての離乳食教室では離乳食への不安を解消し、その後のフォローとして９～11 か月児

の離乳食（３回食）・歯みがきの教室を開催し、発達に応じた食事指導をしています。２歳６

か月児歯科検診では待ち時間に、保護者と子どもに早寝・早起き・朝ごはんを啓発しています。 

保育園では、食育の基本となる「食を楽しむ」ための、環境づくりや食の体験に力を入れま

す。月齢、年齢や個々の発達に応じた食形態の提供と介助を行う中で、摂食機能の獲得と食べ

る意欲へつなげます。また、食の自立に伴い、栽培や調理等の体験を積み命の大切さや食への

興味を広げます。保護者に対して、保育園での食育の様子を随時報告したり、親子一緒の調理

体験等を計画し、親子のふれあいの場の提供を行います。  

児童ホームでは、子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成を図るため、健全な食事環境

を通じた家族の団らんの大切さや食事の楽しさ等を学び、食に関する学習の機会や情報提供を

推進していきます。 

(2) 学校教育における食育の推進                  【保健体育課】 

子どもたちが正しい食習慣を身につけ、心身共に健康な生活を営む態度を育てることは、こ
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れからの社会生活を送るために不可欠であり、学校教育活動全体を通じて食に関する指導を推

進しています。 

子どもたちの食生活をとりまく社会環境等の変化に伴い、外食・加工食品の利用者の増加や

朝食欠食率の増加など、個々人の食行動の多様化が進んでいます。そして、このような食行動

の多様化を背景に偏った栄養摂取、肥満症等の生活習慣病の増加及び若年化など、食に起因す

る新たな健康に関する課題が増加しています。 

現在、小・中学校では食生活を営む健康教育は、家庭科・保健体育科・総合的な学習の時間

等の分野で行われています。また、食の専門家である学校栄養職員が給食を通して望ましい食

習慣を伝えるほか、児童生徒に直接「食に関する指導」を行い、食事の大切さを伝えています。

さらに、アレルギーや肥満・偏食傾向の子どもたちには、専門性を生かした指導助言も行って

います。 

(3) 映像メディア漬けの防止                    【健康増進課】 

幼児を持つ保護者に対して、テレビやビデオ等の映像メディアに長時間接することによる、

子どもの発達に与える影響について伝え、子どもを映像メディア漬けから守ります。 

具体的には、４か月児健康相談の場で、テレビ等をつけたままにしないように話し、生活習

慣の確立や親子の絆を深めるための親子のふれあいの大切さを伝えています。 

また、幼児の精神発達（特に言葉）には、テレビを見る時間が影響すると言われているので、

１歳６か月児・３歳児健康診査の問診票で長時間テレビを見ている子どもの保護者に対しては、

子どものテレビ等の視聴時間とその影響について話し、子どもが映像メディア漬けにならない

よう働きかけていきます。 

 

２．スポーツ・レクリエーションの充実 

【現状と課題】 

日常生活において身体を動かす機会やスポーツをする機会が減少してきており、青少年の体

力・運動能力の低下傾向や中高年のメタボリックシンドロームが課題になっています。また、

平成 19 年度市民調査結果では、スポーツ活動を定期的に行っていない人でも、活動する機会

があれば始めたい・続けたいと思っている人が多いことから、スポーツ・レクリエーション活

動の機会を充実させていく必要があります。 

(1) スポーツ・レクリエーション活動の推進            【生涯スポーツ課】 

市民一人ひとりが生涯にわたり、生きがいを感じ健康な生活を送ることができるよう、それ

ぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでも気軽に楽しく参加できるスポーツ・レク

リエーション活動の機会を提供します。また、活動の場となる施設の整備や指導者の養成など、

スポーツの推進環境の整備に努め、市民の生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興を図り

ます。 

船橋市は「人もまちも健康でありたい」との願いを込めて、昭和 58 年 10 月 10 日に「スポ

ーツ健康都市」を宣言し、各種スポーツ・レクリエーション施設や生涯スポーツ・レクリエー
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体を動かす楽しさを知り、身近な運動等に親しむ習慣をつけていくことが大切です。 

「スポーツ健康都市」として、子どもたちが思いきり体を動かせる場と機会を提供していく

とともに、食育などを含め、健全な身体を育むための規則正しい生活習慣についても十分に配

慮していくことが重要になっています。 

 

１．基本的生活習慣の確立 

［現状と課題］ 

都市化の進展、ライフスタイルの多様化等を背景に、子どもの夜更かしや朝食の欠食など、

子どもの健やかな成長に不可欠な基本的生活習慣の乱れがみられるとともに、そうした乱れが

半ば日常化している状況もあります。 

このような基本的生活習慣の乱れは、子どもたちの体力・気力・学力や規範意識などにも悪

い影響を与えています。 

また、テレビやビデオなど、日常の生活の中で身近にあふれた映像メディアについても、長

時間視聴することによる生活習慣の乱れだけではなく、脳の発達への悪影響も懸念されること

などから、一定の節度を持って楽しむことが重要です。 

(1) 食育の推進                【健康増進課、保育課、児童育成課】 

食べることは生きるための基本であり、子どもの健やかな心と身体の発達に欠かせないもの

です。乳幼児期から発育・発達段階に応じた豊かな食の体験を積み重ねていくことによって、

生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送る基本としての食習慣が育まれていきます。   

はじめての離乳食教室では離乳食への不安を解消し、その後のフォローとして９～11 か月児

の離乳食（３回食）・歯みがきの教室を開催し、発達に応じた食事指導をしています。２歳６

か月児歯科検診では待ち時間に、保護者と子どもに早寝・早起き・朝ごはんを啓発しています。 

保育園では、食育の基本となる「食を楽しむ」ための、環境づくりや食の体験に力を入れま

す。月齢、年齢や個々の発達に応じた食形態の提供と介助を行う中で、摂食機能の獲得と食べ

る意欲へつなげます。また、食の自立に伴い、栽培や調理等の体験を積み命の大切さや食への

興味を広げます。保護者に対して、保育園での食育の様子を随時報告したり、親子一緒の調理

体験等を計画し、親子のふれあいの場の提供を行います。  

児童ホームでは、子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成を図るため、健全な食事環境

を通じた家族の団らんの大切さや食事の楽しさ等を学び、食に関する学習の機会や情報提供を

推進していきます。 

(2) 学校教育における食育の推進                  【保健体育課】 

子どもたちが正しい食習慣を身につけ、心身共に健康な生活を営む態度を育てることは、こ

第３章 体づくり 

第２部 実施計画 3.体づくり 

- 31 - 
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ション推進体制の整備を進めています。また、指導者の養成・活用や生涯スポーツ・レクリエ

ーション活動の機会を拡充するとともに、施設・イベント案内などの情報発信や施設利用の予

約システムの活用及び改善をしていくなど、市民がスポーツ・レクリエーション活動をしやす

い環境づくりに努めています。 

さらに、日常的・継続的にスポーツ・レクリエーション活動を実施していけるよう、総合型

地域スポーツクラブを24コミュニティに１クラブ設置に向けた取り組みを推進していきます。 

総合型地域スポーツクラブは地域住民が自主的に運営し、子どもから高齢者まで健常者や障

害者の区別なく、いろいろなスポーツなどを愛好する人達が参加できる総合的なクラブで、学

校を卒業しても継続的にスポーツなどを楽しむことができます。現在、大穴スポーツクラブ、

塚田地区ジュニアスポーツクラブ、八木が谷スポーツクラブが設立され、クラブ活動を中心に

地域住民対象のスポーツや健康等の事業を企画・運営しています。今後も、総合型地域スポー

ツクラブを育成・支援し、地域住民の健康づくり・生きがいづくり、地域の活性化に向けた取

り組みを推進していきます。 

また、地域におけるスポーツ・レクリエーション活動が継続的にできる場として、学校体育

施設を学校教育に支障のない範囲で積極的に開放していきます。 

(2) スポーツ・レクリエーション施設の整備      【生涯スポーツ課、商工振興課】 

既存の施設の整備・充実を図るほか、市民が身近なところで気軽にスポーツ・レクリエーシ

ョンが楽しめるような施設や遊休地等の活用による多目的に利用できる広場等の整備を進め

ます。 

市全域に機能する施設として、運動公園体育施設（夏見台）、法典公園（グラスポ、藤原）、

総合体育館（船橋アリーナ、習志野台）、武道センター（市場）があり、老朽箇所の整備や不

足施設の配備、バリアフリー化など計画的に整備を進めます。また、施設の利用がしやすいよ

うに、スポーツ施設の一元管理を進めます。 

また、身近なところで気軽にスポーツ・レクリエーションが楽しめる施設として、民間の遊

休地などを活用した運動広場（１万㎡程度）やまちかどスポーツ広場の整備を進めています。

平成 21 年度現在、運動広場は市内６箇所、まちかどスポーツ広場は 16 箇所あります。運動広

場は、市域のバランスを考慮して未達成地域（東部・中部・西部地区）を中心に設置を促進し、

まちかどスポーツ広場は、現在ある 16 箇所の利用状況の把握とともに機能していない箇所の

整理を含め設置・促進します。 

ふなばし三番瀬海浜公園では、潮干狩り、流れるプールなどが楽しめます。 

(3) 学校でのスポーツ活動の充実          【保健体育課、生涯スポーツ課】 

子どもたちが運動に親しみ、基礎的な体力や運動能力を向上させながら生涯にわたって積極

的に運動に親しむ資質や能力の育成を図るため、体育の授業や運動部活動など学校でのスポー

ツ活動の充実を推進します。 

学校では、教科における体育の授業だけでなく、特別活動や総合的な学習の時間、運動部活

動など教育活動全体を通じて体力の向上を図ります。体力向上や健康安全等について、各学校

に設置している体力向上推進委員会を中心として学校全体としての指導体制を確立し、意図的、
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計画的、組織的な活動を推進します。 

学校の体育・スポーツ活動は、生涯にわたるスポーツライフの基礎を培う場であり、児童生

徒がスポーツに親しみ、その楽しさや喜びを味わう機会として大変重要です。また、意図的、

計画的にスポーツ活動をする機会を確保することで、スポーツに親しむ資質や能力を育て、豊

かなスポーツライフの基礎を培えるように、個に応じた学習指導の充実を図ります。 

運動部活動はスポーツに興味関心がある同好者が集まり、お互いの競争・激励、自己の能力

に応じてより高い水準の技能や記録に挑戦する中でスポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな

学校生活を経験するなど大変意義深いものであり、生涯にわたる体育・スポーツの基礎づくり

の上からも有意義な教育活動です。 

近年、少子化に伴う児童生徒数の減少、指導者の高齢化や指導力不足などから、一部の運動

部活動では存続が難しい状況も起きています。しかし、ここ数年の新規採用者の増加により、

若い指導者が増えている状況もあります。また、専門的な指導力を備えた指導者を必要とする

小・中学校に対して民間の指導者を派遣することにより、顧問教師の指導力の向上と運動部活

動の充実に努めます。 
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学校では、教科における体育の授業だけでなく、特別活動や総合的な学習の時間、運動部活

動など教育活動全体を通じて体力の向上を図ります。体力向上や健康安全等について、各学校
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計画的、組織的な活動を推進します。 

学校の体育・スポーツ活動は、生涯にわたるスポーツライフの基礎を培う場であり、児童生

徒がスポーツに親しみ、その楽しさや喜びを味わう機会として大変重要です。また、意図的、

計画的にスポーツ活動をする機会を確保することで、スポーツに親しむ資質や能力を育て、豊

かなスポーツライフの基礎を培えるように、個に応じた学習指導の充実を図ります。 

運動部活動はスポーツに興味関心がある同好者が集まり、お互いの競争・激励、自己の能力

に応じてより高い水準の技能や記録に挑戦する中でスポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな

学校生活を経験するなど大変意義深いものであり、生涯にわたる体育・スポーツの基礎づくり

の上からも有意義な教育活動です。 

近年、少子化に伴う児童生徒数の減少、指導者の高齢化や指導力不足などから、一部の運動

部活動では存続が難しい状況も起きています。しかし、ここ数年の新規採用者の増加により、

若い指導者が増えている状況もあります。また、専門的な指導力を備えた指導者を必要とする

小・中学校に対して民間の指導者を派遣することにより、顧問教師の指導力の向上と運動部活

動の充実に努めます。 
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第４章 子どもの遊び支援 
 

子どもたちが自立心や社会性を養いながら、心身ともに健全に育つためには、子どもたちの

集団生活の場でもある学校教育等を通じて、多様な学習・生活体験を積む機会を創出・提供し

ていくことが必要です。 

また、不登校児童生徒への対応など、子ども一人ひとりの成長・状況や社会の変化に対応し

た教育環境づくりを進めるとともに、子どもの心を豊かにし、自立心や社会性を育てていける

ような活動の場と機会を確保していきます。 

 

１．教育環境の整備・充実 

［現状と課題］ 

教育施設等については、児童生徒の学習及び生活のための空間として、児童の健康と安全を

十分に確保することはもちろんのこと、快適で豊かな施設環境づくりにも配慮していくことが

大切です。 

学校校舎等の老朽化が進む中、今後も防災的観点から耐震改修等に取り組んでいくほか、子

どもたちがより豊かな時間を過ごせるよう、教育環境の向上を図っていく必要があります。 

(1) 学校施設等の整備・充実                      【施設課】 

老朽化が進んでいる校舎等の内部、外部及び設備等について、各学校の要望により学校現場

の実態を調査し、危険な所や緊急を要するものに優先順位をつけて、施設・設備の改修を行っ

ています。 

今後も改修工事規模を拡大し、教育環境の充実を図ります。 

(2) 青少年教育施設の整備・充実  【青少年課、青少年センター、一宮少年自然の家】 

青少年健全育成のための活動の場である青少年センター、青少年キャンプ場、青少年会館、

一宮少年自然の家等の青少年教育施設の整備、充実を図ります。 

青少年センターは青少年の健全育成及び非行防止について、青少年補導委員、学校、警察等

の関係諸機関や青少年の環境を良くする市民の会、ＰＴＡ等と連携を図って、総合的・効果的

に実践するための合同活動の拠点となっています。平成 21 年度には、特別支援学校高根台校

舎内に北部分室が開設され、北部地域の拠点としての役割を担っています。 

青少年キャンプ場、一宮少年自然の家では、青少年団体等が自然にふれあいながら心身の健

全な育成を図ることができます。一宮少年自然の家では、平成 17 年度から市内在住の中学生

以下の利用料金を無料にし、利用促進を図っています。 

また、青少年会館では、青少年の健全育成と青少年指導者の養成を図っています。 

今後は、利用者が利用しやすいように施設・設備を整備していくとともに、主催事業のさら

なる充実と十分な広報活動により、利用機会の拡大を目指します。 

 

第４章 子どもの学び支援 
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(3) 図書施設の整備・充実                   【指導課、図書館】 

子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより

よく生きる力を身につけていく上で、読書活動は欠くことができないという見地から、子ども

の自主的な読書活動を推進するため、学校や図書館の環境整備を行っています。 

子どもの学校図書館活用を支援するために、平成 17 年度から全小学校に図書事務職員を配

置し、平成 19 年度からは全小学校に配置した図書事務職員が中学校へ週１日出張勤務するこ

とにより週２日間中学校で活動しています。これにより、子どもの読書活動が一層盛んになっ

てきています。 

また、学校図書館蔵書をデータベース化し、学校間、学校と公共図書館の間に図書流通シス

テムが出来ており、総合的な学習の時間や、各教科における調べ学習などでの活用が進んでい

るところです。 

今後も、学校間、学校と公立図書館の間をつなぐ図書流通システムにより、インターネット

経由での図書貸出依頼受付など、学校での読書活動を迅速に支援していきます。 

(4) プラネタリウム館の充実                 【総合教育センター】 

プラネタリウム館では、幼児、児童生徒の理科の体験学習の場としてプラネタリウムの投映

を行うとともに、星を見る会、天文教室、親子科学教室などの催しの充実を図ります。 

プラネタリウム学習投映では、学校等での天文学習を補完しながら、科学への興味・関心を

高める投映を行っています。 

また、土曜日・日曜日のプラネタリウム一般投映では、楽しく親しみやすい内容の幼児向け

投映も行っています。昨今、子どもたちの理科離れ、体験不足が指摘されています。そこで多

くの子どもたちが地球や宇宙について知的好奇心をもち、科学への関心が高まるよう、各種事

業への参加促進を図っていきます。 

なお、市内の中学生以下のプラネタリウム観覧料は無料となっております。 

(5) 幼稚園運営費の補助                        【学務課】 

幼稚園に補助金を支給することによって、園の施設等の整備を拡充して、安心して幼児教育

を実施できる環境を整備します。  

幼稚園に対して、私立幼稚園運営費補助金を支給しています。船橋市の幼児教育は私学が担

っているため、今後も補助の充実を図ります。 

(6) 不登校児童生徒の支援体制の充実             【総合教育センター】 

不登校児童生徒を対象に、カウンセリングや学習指導、個別指導、小集団活動等を組織的・

計画的に行い、社会的自立や学校生活への復帰を援助するために、峰台小学校の敷地内に総合

教育センター適応指導教室を設置しています。 

適応指導教室では、通室児童生徒への支援、市内相談機関に相談している児童生徒への体験

教室や野外活動の提供、通室児童生徒の保護者への支援、不登校児童生徒の適応指導に関する

研究を行っています。また、各小中学校を通じて不登校児童生徒の保護者向けに、講師を招い
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第４章 子どもの遊び支援 
 

子どもたちが自立心や社会性を養いながら、心身ともに健全に育つためには、子どもたちの

集団生活の場でもある学校教育等を通じて、多様な学習・生活体験を積む機会を創出・提供し

ていくことが必要です。 

また、不登校児童生徒への対応など、子ども一人ひとりの成長・状況や社会の変化に対応し

た教育環境づくりを進めるとともに、子どもの心を豊かにし、自立心や社会性を育てていける

ような活動の場と機会を確保していきます。 

 

１．教育環境の整備・充実 

［現状と課題］ 

教育施設等については、児童生徒の学習及び生活のための空間として、児童の健康と安全を

十分に確保することはもちろんのこと、快適で豊かな施設環境づくりにも配慮していくことが

大切です。 

学校校舎等の老朽化が進む中、今後も防災的観点から耐震改修等に取り組んでいくほか、子

どもたちがより豊かな時間を過ごせるよう、教育環境の向上を図っていく必要があります。 

(1) 学校施設等の整備・充実                      【施設課】 

老朽化が進んでいる校舎等の内部、外部及び設備等について、各学校の要望により学校現場

の実態を調査し、危険な所や緊急を要するものに優先順位をつけて、施設・設備の改修を行っ

ています。 

今後も改修工事規模を拡大し、教育環境の充実を図ります。 

(2) 青少年教育施設の整備・充実  【青少年課、青少年センター、一宮少年自然の家】 

青少年健全育成のための活動の場である青少年センター、青少年キャンプ場、青少年会館、

一宮少年自然の家等の青少年教育施設の整備、充実を図ります。 

青少年センターは青少年の健全育成及び非行防止について、青少年補導委員、学校、警察等

の関係諸機関や青少年の環境を良くする市民の会、ＰＴＡ等と連携を図って、総合的・効果的

に実践するための合同活動の拠点となっています。平成 21 年度には、特別支援学校高根台校

舎内に北部分室が開設され、北部地域の拠点としての役割を担っています。 

青少年キャンプ場、一宮少年自然の家では、青少年団体等が自然にふれあいながら心身の健

全な育成を図ることができます。一宮少年自然の家では、平成 17 年度から市内在住の中学生

以下の利用料金を無料にし、利用促進を図っています。 

また、青少年会館では、青少年の健全育成と青少年指導者の養成を図っています。 

今後は、利用者が利用しやすいように施設・設備を整備していくとともに、主催事業のさら

なる充実と十分な広報活動により、利用機会の拡大を目指します。 
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(3) 図書施設の整備・充実                   【指導課、図書館】 

子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより

よく生きる力を身につけていく上で、読書活動は欠くことができないという見地から、子ども

の自主的な読書活動を推進するため、学校や図書館の環境整備を行っています。 

子どもの学校図書館活用を支援するために、平成 17 年度から全小学校に図書事務職員を配

置し、平成 19 年度からは全小学校に配置した図書事務職員が中学校へ週１日出張勤務するこ

とにより週２日間中学校で活動しています。これにより、子どもの読書活動が一層盛んになっ

てきています。 

また、学校図書館蔵書をデータベース化し、学校間、学校と公共図書館の間に図書流通シス

テムが出来ており、総合的な学習の時間や、各教科における調べ学習などでの活用が進んでい

るところです。 

今後も、学校間、学校と公立図書館の間をつなぐ図書流通システムにより、インターネット

経由での図書貸出依頼受付など、学校での読書活動を迅速に支援していきます。 

(4) プラネタリウム館の充実                 【総合教育センター】 

プラネタリウム館では、幼児、児童生徒の理科の体験学習の場としてプラネタリウムの投映

を行うとともに、星を見る会、天文教室、親子科学教室などの催しの充実を図ります。 

プラネタリウム学習投映では、学校等での天文学習を補完しながら、科学への興味・関心を

高める投映を行っています。 

また、土曜日・日曜日のプラネタリウム一般投映では、楽しく親しみやすい内容の幼児向け

投映も行っています。昨今、子どもたちの理科離れ、体験不足が指摘されています。そこで多

くの子どもたちが地球や宇宙について知的好奇心をもち、科学への関心が高まるよう、各種事

業への参加促進を図っていきます。 

なお、市内の中学生以下のプラネタリウム観覧料は無料となっております。 

(5) 幼稚園運営費の補助                        【学務課】 

幼稚園に補助金を支給することによって、園の施設等の整備を拡充して、安心して幼児教育

を実施できる環境を整備します。  

幼稚園に対して、私立幼稚園運営費補助金を支給しています。船橋市の幼児教育は私学が担

っているため、今後も補助の充実を図ります。 

(6) 不登校児童生徒の支援体制の充実             【総合教育センター】 

不登校児童生徒を対象に、カウンセリングや学習指導、個別指導、小集団活動等を組織的・

計画的に行い、社会的自立や学校生活への復帰を援助するために、峰台小学校の敷地内に総合

教育センター適応指導教室を設置しています。 

適応指導教室では、通室児童生徒への支援、市内相談機関に相談している児童生徒への体験

教室や野外活動の提供、通室児童生徒の保護者への支援、不登校児童生徒の適応指導に関する

研究を行っています。また、各小中学校を通じて不登校児童生徒の保護者向けに、講師を招い
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て年間３回のリフレッシュ講座を実施しています。 

適応指導教室に通室している児童生徒は、不登校期間、個々のもつ課題、学年などがさまざ

まです。それぞれの発達課題に即した活動内容及び相談活動を充実させるために、相談機関等

と連携を図るとともに、男女、年齢のバランスのとれる職員を配置します。 

また、社会的な自立や学校復帰に向け、グループ活動による人とのふれあいの場や学力の回

復・補充など必要な支援をしていきます。さらに、必要に応じてスタッフの教育や訓練を設け

研修を深める体制の充実を図ります。 

保護者への支援も必要であり、各学校との連携のもとに、保護者研修会や親子で参加する体

験教室や野外活動の充実をしていきます。 

(7) 不登校児童生徒の居場所づくり              【総合教育センター】 

不登校児童生徒が将来の夢と希望を持ち、個性・能力に応じた進路を見つけ出せるよう、教

育委員会とＮＰＯの協働により新しい居場所づくり事業を推進します。 

学校や適応指導教室等関係機関へ通えず家庭にひきこもりがちな小中学生のために、新たな

居場所づくりとして、教育委員会とＮＰＯの協働により、青少年会館に『ふれあい「夢のふな

っこ」』を開設しています。 

ふれあい「夢のふなっこ」に通えるまでは、ＮＰＯのスタッフが家庭訪問や教育相談を十分

に行います。子どもたちが気軽に通えるようになると、一人ひとりの状況に応じてスポーツ、

音楽、絵画やゲームなど体験活動を中心に行い、ＮＰＯのスタッフや学生など、人とのふれあ

いを促進します。 

(8) 幼稚園、保育園と小学校の連携               【学務課、保育課】 

幼稚園、保育園から学校教育へのなめらかな移行ができるように、幼稚園、保育園と小学校

の連携を図ります。 

学務課では、幼稚園教育の充実を図るために船橋市幼稚園教育研究協力者会議を設置してい

ます。 

主な取り組みとしては、幼稚園、保育園、小学校の連携を推進するために年間５回、各職員

参加の合同研修会を実施し、職員間の話し合い、授業・保育相互参観、講演会をとおして教師

や保育士としての資質向上を目指しています。 

さらに、幼稚園と小学校では、それぞれの先生がチームを組んで授業や保育に参加し、お互

いに教育・保育内容や方法についての共通理解を図っています。 

また小学校では、地域の幼稚園、保育園等に働きかけ、就学前の子どもたちが小学校の生活

に触れる機会を設けています。各園、各小学校の行事予定に沿って幼稚園や保育園等の子ども

と小学校の子どもが一緒になって活動したり、施設見学を行ったりして、地域によって様々な

交流を進めています。 
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２．多様な学習・体験の推進 

［現状と課題］ 

社会環境や価値観が急激に変化する中で、子どもがそれぞれの生活の中で夢を持って生き生

きと学び、自分の人生を生きられる人になるよう、子どもの多様な学習・体験環境や体制につ

いて整備・構築していくことが重要となっています。 

(1) 研究学校の推進            【指導課、保健体育課、総合教育センター】 

国や県の教育動向を踏まえて、社会の変化や新しい時代に対応した教育課題等に対して、研

究学校を指定し、実践的な教育研究を行い、児童生徒に生きる力や夢を育み、望ましい成長に

資することを目的としています。 

研究領域として、小学校では確かな学力の向上・道徳教育・国際理解教育・情報教育・図書

館の活用・健康教育・学校体育・総合的な学習の時間・特別支援教育、中学校では確かな学力

の向上・道徳教育・国際理解教育・図書館の活用・情報教育・学校体育・総合的な学習の時間・

特別支援教育を研究し、児童生徒の生きる力を高めています。 

研究課題は、将来市内の学校に波及できるような課題や現代的な課題等先進的に取り組める

課題とします。また、国や県の教育の動向を踏まえて新しい時代や社会に対応した教育実践を

行い、児童生徒の育成を図ります。 

公開研究会の開催や研究報告書を作成し、市内各学校に配付するなどの方法により、研究成

果を市内各学校に広め、本市教育の充実・発展を図っています。 

(2) 子どもの地域における学習の促進            【公民館、社会教育課】 

公民館では、土曜日や夏休みなど学校休業日を利用して、子どもや親子が参加できる様々な

事業を行い、地域で開催される「子どもまつり」などにおいては、子ども自身の参画も視野に

入れて、子どもの生きる力を育んでいます。 

また、小・中学生の長期学校休業日を対象とした生涯学習事業を「子どもイベント情報」と

して社会教育課のホームページにも掲載し、参加促進を図っています。 

(3) 青年期における障害児の社会教育                【中央公民館】 

障害のある青年の社会教育の場として、中央公民館で「青年教室」を開催しています。 

毎月第１日曜日を中心に、年間 12 回の内、９回分を中央公民館の主催事業として実施して

います。特別支援学級や特別支援学校の卒業生が集い、自分たちで各種活動を相談しながら、

仲間と一緒に楽しんでいます。今後も引き続き行っていきます。 

(4) 船橋市教育振興基本計画に基づく施策の実施  ★新規★  【教育委員会総務課】 

教育委員会では、船橋市総合計画に示された目標「生き生きとしたふれあいの都市・ふなば

し」を目指し、教育分野からのアプローチとして、平成 16 年 4 月に策定した教育ビジョン「ふ

なばしの教育」に基づき諸施策を展開してきました。 

平成 18 年、60 年ぶりに教育基本法が改正され、新しい時代の教育の基本理念が明示されま
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て年間３回のリフレッシュ講座を実施しています。 

適応指導教室に通室している児童生徒は、不登校期間、個々のもつ課題、学年などがさまざ

まです。それぞれの発達課題に即した活動内容及び相談活動を充実させるために、相談機関等

と連携を図るとともに、男女、年齢のバランスのとれる職員を配置します。 

また、社会的な自立や学校復帰に向け、グループ活動による人とのふれあいの場や学力の回

復・補充など必要な支援をしていきます。さらに、必要に応じてスタッフの教育や訓練を設け

研修を深める体制の充実を図ります。 

保護者への支援も必要であり、各学校との連携のもとに、保護者研修会や親子で参加する体

験教室や野外活動の充実をしていきます。 

(7) 不登校児童生徒の居場所づくり              【総合教育センター】 

不登校児童生徒が将来の夢と希望を持ち、個性・能力に応じた進路を見つけ出せるよう、教

育委員会とＮＰＯの協働により新しい居場所づくり事業を推進します。 

学校や適応指導教室等関係機関へ通えず家庭にひきこもりがちな小中学生のために、新たな

居場所づくりとして、教育委員会とＮＰＯの協働により、青少年会館に『ふれあい「夢のふな

っこ」』を開設しています。 

ふれあい「夢のふなっこ」に通えるまでは、ＮＰＯのスタッフが家庭訪問や教育相談を十分

に行います。子どもたちが気軽に通えるようになると、一人ひとりの状況に応じてスポーツ、

音楽、絵画やゲームなど体験活動を中心に行い、ＮＰＯのスタッフや学生など、人とのふれあ

いを促進します。 

(8) 幼稚園、保育園と小学校の連携               【学務課、保育課】 

幼稚園、保育園から学校教育へのなめらかな移行ができるように、幼稚園、保育園と小学校

の連携を図ります。 

学務課では、幼稚園教育の充実を図るために船橋市幼稚園教育研究協力者会議を設置してい

ます。 

主な取り組みとしては、幼稚園、保育園、小学校の連携を推進するために年間５回、各職員

参加の合同研修会を実施し、職員間の話し合い、授業・保育相互参観、講演会をとおして教師

や保育士としての資質向上を目指しています。 

さらに、幼稚園と小学校では、それぞれの先生がチームを組んで授業や保育に参加し、お互

いに教育・保育内容や方法についての共通理解を図っています。 

また小学校では、地域の幼稚園、保育園等に働きかけ、就学前の子どもたちが小学校の生活

に触れる機会を設けています。各園、各小学校の行事予定に沿って幼稚園や保育園等の子ども

と小学校の子どもが一緒になって活動したり、施設見学を行ったりして、地域によって様々な

交流を進めています。 
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２．多様な学習・体験の推進 

［現状と課題］ 

社会環境や価値観が急激に変化する中で、子どもがそれぞれの生活の中で夢を持って生き生
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究学校を指定し、実践的な教育研究を行い、児童生徒に生きる力や夢を育み、望ましい成長に

資することを目的としています。 
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の向上・道徳教育・国際理解教育・図書館の活用・情報教育・学校体育・総合的な学習の時間・

特別支援教育を研究し、児童生徒の生きる力を高めています。 

研究課題は、将来市内の学校に波及できるような課題や現代的な課題等先進的に取り組める

課題とします。また、国や県の教育の動向を踏まえて新しい時代や社会に対応した教育実践を

行い、児童生徒の育成を図ります。 

公開研究会の開催や研究報告書を作成し、市内各学校に配付するなどの方法により、研究成

果を市内各学校に広め、本市教育の充実・発展を図っています。 

(2) 子どもの地域における学習の促進            【公民館、社会教育課】 

公民館では、土曜日や夏休みなど学校休業日を利用して、子どもや親子が参加できる様々な

事業を行い、地域で開催される「子どもまつり」などにおいては、子ども自身の参画も視野に

入れて、子どもの生きる力を育んでいます。 

また、小・中学生の長期学校休業日を対象とした生涯学習事業を「子どもイベント情報」と

して社会教育課のホームページにも掲載し、参加促進を図っています。 

(3) 青年期における障害児の社会教育                【中央公民館】 

障害のある青年の社会教育の場として、中央公民館で「青年教室」を開催しています。 

毎月第１日曜日を中心に、年間 12 回の内、９回分を中央公民館の主催事業として実施して

います。特別支援学級や特別支援学校の卒業生が集い、自分たちで各種活動を相談しながら、

仲間と一緒に楽しんでいます。今後も引き続き行っていきます。 

(4) 船橋市教育振興基本計画に基づく施策の実施  ★新規★  【教育委員会総務課】 

教育委員会では、船橋市総合計画に示された目標「生き生きとしたふれあいの都市・ふなば

し」を目指し、教育分野からのアプローチとして、平成 16 年 4 月に策定した教育ビジョン「ふ

なばしの教育」に基づき諸施策を展開してきました。 

平成 18 年、60 年ぶりに教育基本法が改正され、新しい時代の教育の基本理念が明示されま
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した。さらに、教育基本法の改正に伴って、教育関係諸法の改正も行われました。 

このような中、平成 20 年 8 月、今後の船橋市の教育分野における基本的な計画の在り方に

ついて、船橋市教育振興ビジョン及び船橋市教育振興基本計画策定委員会に諮問しました。国

の「教育振興基本計画」や「千葉県教育の戦略的なビジョン」を参酌しつつ、教育の現場や市

民の意見を参考にし、議論を重ね、平成 21 年 11 月に答申をいただき、これを基に「船橋の教

育」を策定しました。これは、平成 22 年度からの 10 年間を見据えた教育の姿「教育ビジョン」

を示すとともに、平成 22 年度から平成 26 年度までの 5 年間に実施すべき教育施策ごとの事業

計画「振興計画」を具体的に示したものです。 

教育委員会では、関係諸機関の協力を得ながら、「船橋の教育」に示した基本方針に沿って、

市民の皆様の期待に応えるべく船橋の教育を推進します。 

 

第２部 実施計画 5.子どもの権利保障 

- 39 - 

第５章 子どもの権利保障 
 

子どもたちを家庭や保護者の状況、障害、虐待などによる権利の侵害からまもるため、個々

の事情に応じた支援を行います。さらに、子どもたちがお互いの権利を尊重する大切さを学ぶ

ように支援するとともに、子どもの社会参画を促します。 

 

１．子どもの権利の保障 

［現状と課題］ 

子どもの権利については、まだまだ十分に浸透しているとは言えず、子どもたち自身を含め

た地域に暮らす人すべてに対する啓発を進めていく必要があります。 

併せて、すべての子どもたちが健やかに安心して暮らせるよう、地域社会全体で、子どもの

権利を守るという意識を醸成させていくことが大切です。 

(1) 子ども条例の研究                     【児童家庭課】 

近年、いくつかの自治体で「子ども条例」が制定されています。この「子ども条例」には子

育て支援と少子化対策に主眼を置いた総合的なもの、また児童虐待の防止などに係る個別の問

題に重点的に対応するためのものなどがあります。 

それぞれの特徴や効果などについて研究します。 

(2) 子どもオンブズパーソン制度の研究               【児童家庭課】 

子どもオンブズパーソン制度は、子どもが安心して生活していくための、自治体レベルのセ

ーフティネットであり、子どもの権利侵害に対する「予防」効果を持つと言われています。 

子どもの権利の擁護・救済にあたる公的第三者機関である、子どもオンブズパーソン制度に

ついて研究します。 

 

２．障害児福祉の充実 

［現状と課題］ 

平成 18 年４月の障害者自立支援法の施行や関係法令の制定・改正により、障害のある人を

取り巻く環境が大きく変化しています。 

平成 21 年４月１日現在の市内の身体障害児は 317 人、知的障害児は 869 人です。現在は健

康増進課（１歳６か月児・３歳児健康診査）、障害福祉課、療育支援課、総合教育センターで

それぞれ相談、支援を行っていますが、障害のある子やその家族に対し、乳幼児期から学校卒

業後まで一貫して相談に応じ、支援できる体制が必要です。 

(1) 障害児在宅福祉の充実                     【障害福祉課】 

心身障害者を介護している家族が、疾病等の理由で一時的に介護が困難になったとき等に、

第５章 子どもの権利保障 

－38－ －39－



第２部 実施計画 4.子どもの学び支援 

- 38 - 

した。さらに、教育基本法の改正に伴って、教育関係諸法の改正も行われました。 

このような中、平成 20 年 8 月、今後の船橋市の教育分野における基本的な計画の在り方に

ついて、船橋市教育振興ビジョン及び船橋市教育振興基本計画策定委員会に諮問しました。国

の「教育振興基本計画」や「千葉県教育の戦略的なビジョン」を参酌しつつ、教育の現場や市

民の意見を参考にし、議論を重ね、平成 21 年 11 月に答申をいただき、これを基に「船橋の教

育」を策定しました。これは、平成 22 年度からの 10 年間を見据えた教育の姿「教育ビジョン」

を示すとともに、平成 22 年度から平成 26 年度までの 5 年間に実施すべき教育施策ごとの事業

計画「振興計画」を具体的に示したものです。 

教育委員会では、関係諸機関の協力を得ながら、「船橋の教育」に示した基本方針に沿って、

市民の皆様の期待に応えるべく船橋の教育を推進します。 
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第５章 子どもの権利保障 
 

子どもたちを家庭や保護者の状況、障害、虐待などによる権利の侵害からまもるため、個々

の事情に応じた支援を行います。さらに、子どもたちがお互いの権利を尊重する大切さを学ぶ

ように支援するとともに、子どもの社会参画を促します。 

 

１．子どもの権利の保障 

［現状と課題］ 

子どもの権利については、まだまだ十分に浸透しているとは言えず、子どもたち自身を含め

た地域に暮らす人すべてに対する啓発を進めていく必要があります。 

併せて、すべての子どもたちが健やかに安心して暮らせるよう、地域社会全体で、子どもの

権利を守るという意識を醸成させていくことが大切です。 

(1) 子ども条例の研究                     【児童家庭課】 

近年、いくつかの自治体で「子ども条例」が制定されています。この「子ども条例」には子

育て支援と少子化対策に主眼を置いた総合的なもの、また児童虐待の防止などに係る個別の問

題に重点的に対応するためのものなどがあります。 

それぞれの特徴や効果などについて研究します。 

(2) 子どもオンブズパーソン制度の研究               【児童家庭課】 

子どもオンブズパーソン制度は、子どもが安心して生活していくための、自治体レベルのセ

ーフティネットであり、子どもの権利侵害に対する「予防」効果を持つと言われています。 

子どもの権利の擁護・救済にあたる公的第三者機関である、子どもオンブズパーソン制度に

ついて研究します。 

 

２．障害児福祉の充実 

［現状と課題］ 

平成 18 年４月の障害者自立支援法の施行や関係法令の制定・改正により、障害のある人を

取り巻く環境が大きく変化しています。 

平成 21 年４月１日現在の市内の身体障害児は 317 人、知的障害児は 869 人です。現在は健

康増進課（１歳６か月児・３歳児健康診査）、障害福祉課、療育支援課、総合教育センターで

それぞれ相談、支援を行っていますが、障害のある子やその家族に対し、乳幼児期から学校卒

業後まで一貫して相談に応じ、支援できる体制が必要です。 

(1) 障害児在宅福祉の充実                     【障害福祉課】 

心身障害者を介護している家族が、疾病等の理由で一時的に介護が困難になったとき等に、

第５章 子どもの権利保障 

－38－ －39－



第２部 実施計画 5.子どもの権利保障 

- 40 - 

福祉施設等に有料で介護または介護派遣を依頼した場合の費用の一部または全部を助成し、経

済的負担等の軽減を図ります。 

障害者及び障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、居宅介護や移動

支援等必要な福祉サービスに係る給付その他の支援を障害者自立支援法の改定を注視しなが

ら実施します。 

(�)療育支援の充実                        【療育支援課】 

市内には、相談機関としてこども発達相談センターとことばの相談室があり、療育機関とし

て親子教室が２か所、簡易マザーズホームが２か所、知的障害児通園施設が２か所、民間児童

デイサービス事業所が１か所あります。 

こうした施設においては、子どもの発達状況や障害種別に応じた専門的な支援を、身近な地

域で提供しています。子どもの発達上、別の施設に変わる場合や、就学などの場合にも、支援

の方向性の検討や引き継ぎのための情報提供を行い、切れ目のない一貫した支援を実施します。 

こども発達相談センターでは、心理発達相談員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保

育士などの専門職が、総合的な療育の方向性を検討し、より適切な支援に結びつけるようにし

ています。 

また、市内の幼稚園・保育園等の職員に対して、発達障害の理解に関する研修会を行ってい

ます。この他、療育技術の研修や巡回相談などの支援を行うことで、幼稚園・保育園等の指導

者の指導力の向上を図っています。こうしたことにより、療育施設を定期的に通園していない

子どもにも、支援の手が行き届く体制を整えます。 

さらに、広く市民に対する啓発活動を行い、周囲の理解を得やすくしていくとともに、早期

発見にむけて関係機関との連携を強化し、早期療育へつなげていきます。 

今後は、さらに療育機関として専門性の向上を図り、新たな療育事業の研究などを行ってい

きます。 

(3)療育施設の充実                        【療育支援課】 

平成 18 年 10 月１日、とらのこキッズ（運営法人さざんか会）が開設し、知的障害児通園施

設は船橋市立さざんか学園と併せて市内に２施設、定員は 60 人となり、さらに平成 20 年度か

らは国の規制緩和を受けて、定員を超過して受け入れられるようにしたことにより、療育を受

ける機会はさらに拡大しています。 

専門の療育機関での支援へのニーズの高まりにより、老朽化したさざんか学園を移転整備す

ると同時に、定員数の増加を行う方向で検討を行います。 

さらに、肢体不自由児の療育について課題の整理を行い、施設の在り方などについての検討

を行います。 

(4) 特別支援教育の充実                   【総合教育センター】 

障害のある児童生徒がその能力や特性に応じた適切な教育を受けられるよう就学相談支援

体制を充実するとともに、その可能性を最大限に伸ばし、社会的な自立ができるよう特別支援

学級や特別支援学校、通級指導教室の充実を図ります。 
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障害のある児童生徒が安心して学べる環境づくりとして、通学の利便性を考慮した特別支援

学級等を適正に配置し、21 世紀にふさわしい学びの環境を整えていきます。教育内容の充実

を図るため、個別の指導計画を立て、個のニーズに応じた教育が行えるよう教員の専門性を向

上させます。 

また、障害福祉課やハローワークとの連携を図り、実習等を積極的に行うことで学校教育卒

業後の進路に結びつけていけるよう指導の充実を図っています。 

さらに、平成 16 年度より、通常の学級で教育を受けている学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動

性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等の児童生徒について、適切な教育支援体制を整えるため、

市内の全小・中学校に校内委員会を設けました。校内委員会の中心となる教員を「特別支援教

育コーディネーター」とし、研修会を実施します。また、専門家チームを設け、巡回相談員を

おいて、各学校への助言・援助を行います。 

 

３．児童虐待への対応 

［現状と課題］ 

学校等におけるいじめの問題だけでなく、本来は心休まる場所であるべき家庭においても、

ネグレクト（育児放棄）などを含めた児童虐待が大きな問題となっています。 

家庭内におけるこうした児童虐待は、子育ての負担が母親に集中しているという状況を反映

してか、母親が主たる虐待者となるケースも多く、母親への子育ての負担の集中を解消してい

く必要があります。平成 20 年度ニーズ調査においても、多くの子育て家庭が、子育てそのもの

への不安感や負担感を感じている状況がみられ、約６割が「子どもをたたきたくなることやあたり

たくなることがある」としていることからも、児童虐待は決して特殊なことではなく、誰にでも起

こり得ることといえます。 

加えて、家庭内の児童虐待は、その閉鎖性から顕在化しにくい側面があり、そうした意味で

も、地域で子どもたちを見守るという意識が重要になっています。 

(1) 児童虐待の防止と対応               【児童家庭課、健康増進課】 

児童虐待の早期発見や未然防止、そして発見後の適切な対応を図るため、庁内の体制を整え

ると同時に、庁外の様々な関係機関との密接な連携を図っています。                                

児童虐待は家庭内という言わば密室で発生することが多く、しかも乳幼児は自ら助けを求め

ることが困難です。妊娠・出産から子育てまでの全期間を通して、医療機関や保健センター、

保育園や幼稚園、学校など、子どもや養育者に接点のあるあらゆる機関が、虐待や養育者の育

児不安のサインを早期にキャッチし、必要により医療機関や児童相談関係機関などと連携をと

りながら適切な支援を行うことが重要です。  

本市では要保護児童及びＤＶ対策地域協議会を設置し、多数の関係機関がこのような認識を

共有するとともに、毎年、ポスターを作成し、市民に通報を呼び掛けています。また、育児不

安など、虐待のリスクを有する家庭を把握した場合には、保健師や家庭児童相談室の相談員、

育児支援家庭訪問事業の支援員などがきめ細かい支援を行い、虐待の予防に努めます。さらに、

通報等により虐待を発見した場合には、迅速に実態の把握に努め、組織的に対応します。   
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福祉施設等に有料で介護または介護派遣を依頼した場合の費用の一部または全部を助成し、経

済的負担等の軽減を図ります。 

障害者及び障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、居宅介護や移動

支援等必要な福祉サービスに係る給付その他の支援を障害者自立支援法の改定を注視しなが

ら実施します。 

(�)療育支援の充実                        【療育支援課】 

市内には、相談機関としてこども発達相談センターとことばの相談室があり、療育機関とし

て親子教室が２か所、簡易マザーズホームが２か所、知的障害児通園施設が２か所、民間児童

デイサービス事業所が１か所あります。 

こうした施設においては、子どもの発達状況や障害種別に応じた専門的な支援を、身近な地

域で提供しています。子どもの発達上、別の施設に変わる場合や、就学などの場合にも、支援

の方向性の検討や引き継ぎのための情報提供を行い、切れ目のない一貫した支援を実施します。 

こども発達相談センターでは、心理発達相談員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保

育士などの専門職が、総合的な療育の方向性を検討し、より適切な支援に結びつけるようにし

ています。 

また、市内の幼稚園・保育園等の職員に対して、発達障害の理解に関する研修会を行ってい

ます。この他、療育技術の研修や巡回相談などの支援を行うことで、幼稚園・保育園等の指導

者の指導力の向上を図っています。こうしたことにより、療育施設を定期的に通園していない

子どもにも、支援の手が行き届く体制を整えます。 

さらに、広く市民に対する啓発活動を行い、周囲の理解を得やすくしていくとともに、早期

発見にむけて関係機関との連携を強化し、早期療育へつなげていきます。 

今後は、さらに療育機関として専門性の向上を図り、新たな療育事業の研究などを行ってい

きます。 

(3)療育施設の充実                        【療育支援課】 

平成 18 年 10 月１日、とらのこキッズ（運営法人さざんか会）が開設し、知的障害児通園施

設は船橋市立さざんか学園と併せて市内に２施設、定員は 60 人となり、さらに平成 20 年度か

らは国の規制緩和を受けて、定員を超過して受け入れられるようにしたことにより、療育を受

ける機会はさらに拡大しています。 

専門の療育機関での支援へのニーズの高まりにより、老朽化したさざんか学園を移転整備す

ると同時に、定員数の増加を行う方向で検討を行います。 

さらに、肢体不自由児の療育について課題の整理を行い、施設の在り方などについての検討

を行います。 

(4) 特別支援教育の充実                   【総合教育センター】 

障害のある児童生徒がその能力や特性に応じた適切な教育を受けられるよう就学相談支援

体制を充実するとともに、その可能性を最大限に伸ばし、社会的な自立ができるよう特別支援

学級や特別支援学校、通級指導教室の充実を図ります。 
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障害のある児童生徒が安心して学べる環境づくりとして、通学の利便性を考慮した特別支援

学級等を適正に配置し、21 世紀にふさわしい学びの環境を整えていきます。教育内容の充実

を図るため、個別の指導計画を立て、個のニーズに応じた教育が行えるよう教員の専門性を向

上させます。 

また、障害福祉課やハローワークとの連携を図り、実習等を積極的に行うことで学校教育卒

業後の進路に結びつけていけるよう指導の充実を図っています。 

さらに、平成 16 年度より、通常の学級で教育を受けている学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動

性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等の児童生徒について、適切な教育支援体制を整えるため、

市内の全小・中学校に校内委員会を設けました。校内委員会の中心となる教員を「特別支援教

育コーディネーター」とし、研修会を実施します。また、専門家チームを設け、巡回相談員を

おいて、各学校への助言・援助を行います。 

 

３．児童虐待への対応 

［現状と課題］ 

学校等におけるいじめの問題だけでなく、本来は心休まる場所であるべき家庭においても、

ネグレクト（育児放棄）などを含めた児童虐待が大きな問題となっています。 

家庭内におけるこうした児童虐待は、子育ての負担が母親に集中しているという状況を反映

してか、母親が主たる虐待者となるケースも多く、母親への子育ての負担の集中を解消してい

く必要があります。平成 20 年度ニーズ調査においても、多くの子育て家庭が、子育てそのもの

への不安感や負担感を感じている状況がみられ、約６割が「子どもをたたきたくなることやあたり

たくなることがある」としていることからも、児童虐待は決して特殊なことではなく、誰にでも起

こり得ることといえます。 

加えて、家庭内の児童虐待は、その閉鎖性から顕在化しにくい側面があり、そうした意味で

も、地域で子どもたちを見守るという意識が重要になっています。 

(1) 児童虐待の防止と対応               【児童家庭課、健康増進課】 

児童虐待の早期発見や未然防止、そして発見後の適切な対応を図るため、庁内の体制を整え

ると同時に、庁外の様々な関係機関との密接な連携を図っています。                                

児童虐待は家庭内という言わば密室で発生することが多く、しかも乳幼児は自ら助けを求め

ることが困難です。妊娠・出産から子育てまでの全期間を通して、医療機関や保健センター、

保育園や幼稚園、学校など、子どもや養育者に接点のあるあらゆる機関が、虐待や養育者の育

児不安のサインを早期にキャッチし、必要により医療機関や児童相談関係機関などと連携をと

りながら適切な支援を行うことが重要です。  

本市では要保護児童及びＤＶ対策地域協議会を設置し、多数の関係機関がこのような認識を

共有するとともに、毎年、ポスターを作成し、市民に通報を呼び掛けています。また、育児不

安など、虐待のリスクを有する家庭を把握した場合には、保健師や家庭児童相談室の相談員、

育児支援家庭訪問事業の支援員などがきめ細かい支援を行い、虐待の予防に努めます。さらに、

通報等により虐待を発見した場合には、迅速に実態の把握に努め、組織的に対応します。   
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虐待が生じる家庭は、保護者の性格、経済状況、孤立、夫婦関係、子どもの特性など多様な

問題が複合的、連鎖的に作用しています。単なる一時的助言や注意、又は経過観察だけでは改

善しない場合が多いので、その構造的背景を把握し、関係機関が協力して適切な支援を検討し、

実施していきます。 

なお、児童虐待に対応する上での中心的な機関である家庭児童相談室の強化（専門職の配置

の検討など）を図っていきます。 

(2) 要保護児童及びＤＶ対策地域協議会による連携の強化       【児童家庭課】 

平成 19 年４月１日に児童虐待・ＤＶ防止連絡会議から児童福祉法に基づく要保護児童及び

ＤＶ対策地域協議会に移行しました。 

この協議会は、市の関係部局のほか、法務局、警察署、児童相談所、女性サポートセンター

などの公的機関、そして民間では弁護士、医師会、歯科医師会、人権擁護委員協議会、民生児

童委員協議会、自治会連合協議会、ＰＴＡ連合会、私立幼稚園連合会、私立保育園協議会、社

会福祉協議会、助産師会など、幅広い機関等の参加を得て組織しています。  

協議会では代表者会議と実務者会議を年１～２回、ケース検討会議を毎月開催し、虐待の早

期発見、情報交換など関係機関の連携強化に努めています。                   

ケース検討会議は、児童相談所と市役所で実際に関わっている機関が集まり、個々のケース

について支援方針や役割分担を話し合う定例の会議のほか、状況の変化に速やかに対応できる

よう個別支援会議も必要に応じて開催しています。     

(3) 児童虐待の再発・連鎖の防止            【健康増進課、児童家庭課】 

虐待の背景には、多くの母親が子育てや家庭の悩みや不安を訴えられずに孤立しているとい

う状況があります。そのような親が、他者と家庭で起こっていることを話し合うことで、孤立

感が軽減されると考えられます。 

また、親から愛されなかったのは自分だけではなかったということに気づいてもらうことで、

虐待の進行や再発を防止することが期待できます。 

このため、個別の相談だけでなく、家庭児童相談室の機能を強化していったうえで、児童虐

待防止についてのグループでの取り組みを検討していきます。 
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第６章 安全なまち 
 

日々の暮らしの中で、子どもたちやその子育て家庭が安心して出かけ、安全に過ごせる生活

環境づくりが重要です。 

また、災害や事故などの非常時において、子どもは弱者になりやすく、そうした観点からの

安全確保の体制づくりも大切です。 

子どもたちや子育て家庭が安心して快適に過ごせる、やさしいまちづくりを今後も進めてい

く必要があります。 

 

１．子育てにやさしいまちづくり 

［現状と課題］ 

人にやさしいまちづくりのためには、幹線道路等の都市基盤の整備による交通対策のほか、

子どもの視点や子ども連れの親の視点に立って、身近な公共生活空間の中で安心して過ごせる

ような子育てバリアフリーに配慮したまちづくりが重要です。 

そのためには、建造物に授乳室や乳幼児と一緒に入れるトイレを設置するなど、妊婦や乳幼

児を連れた人が快適に利用できる施設・空間づくりについて、民間を含めた取り組みが不可欠

となってきます。 

(1) 人にやさしいみちづくり          【街路課、道路建設課、交通安全課】 

人にやさしいみちづくりを目指して、安全に歩ける歩行空間や自転車利用空間の確保を行い

ます。 

自転車利用者に対し、秩序ある自転車利用を啓発するとともに、駅周辺に大量に放置される

自転車等を収容するための自転車等駐車場の整備を促進し、歩行者及び車両の円滑な通行を確

保します。 

また、小学校、中学校、公民館等の公共施設が点在する地区の幹線道路等について、歩行者、

自転車、自動車等の適正な分離を図り、安全で快適な歩行空間を整備することにより学童の安

全、安心を確保します。 

既設道路については、歩道の段差、勾配の改善等により、快適に移動できる歩行空間の確保

とバリアフリー化を図るとともに、一方通行化等により現況道路幅員の中で歩行空間を確保し、

速度を抑制する構造等を併用することによる歩車共存道路としての「コミュニティ道路」の整

備を促進します。また、通園通学路においては、カラー舗装化等を図ります。 

(2) 子育てにやさしい公共交通施設               【総合交通計画課】 

妊婦や乳幼児を連れた人が、公共交通機関を利用する際に、安心安全かつ身体的・精神的負

担が少なくなるような、子育てバリアフリーに配慮した公共交通施設の整備を事業者に呼びか

けます。  

平成 12 年度に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化

第６章 安全なまち 
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虐待が生じる家庭は、保護者の性格、経済状況、孤立、夫婦関係、子どもの特性など多様な

問題が複合的、連鎖的に作用しています。単なる一時的助言や注意、又は経過観察だけでは改

善しない場合が多いので、その構造的背景を把握し、関係機関が協力して適切な支援を検討し、

実施していきます。 

なお、児童虐待に対応する上での中心的な機関である家庭児童相談室の強化（専門職の配置

の検討など）を図っていきます。 

(2) 要保護児童及びＤＶ対策地域協議会による連携の強化       【児童家庭課】 

平成 19 年４月１日に児童虐待・ＤＶ防止連絡会議から児童福祉法に基づく要保護児童及び

ＤＶ対策地域協議会に移行しました。 

この協議会は、市の関係部局のほか、法務局、警察署、児童相談所、女性サポートセンター

などの公的機関、そして民間では弁護士、医師会、歯科医師会、人権擁護委員協議会、民生児

童委員協議会、自治会連合協議会、ＰＴＡ連合会、私立幼稚園連合会、私立保育園協議会、社

会福祉協議会、助産師会など、幅広い機関等の参加を得て組織しています。  

協議会では代表者会議と実務者会議を年１～２回、ケース検討会議を毎月開催し、虐待の早

期発見、情報交換など関係機関の連携強化に努めています。                   

ケース検討会議は、児童相談所と市役所で実際に関わっている機関が集まり、個々のケース

について支援方針や役割分担を話し合う定例の会議のほか、状況の変化に速やかに対応できる

よう個別支援会議も必要に応じて開催しています。     

(3) 児童虐待の再発・連鎖の防止            【健康増進課、児童家庭課】 

虐待の背景には、多くの母親が子育てや家庭の悩みや不安を訴えられずに孤立しているとい

う状況があります。そのような親が、他者と家庭で起こっていることを話し合うことで、孤立

感が軽減されると考えられます。 

また、親から愛されなかったのは自分だけではなかったということに気づいてもらうことで、

虐待の進行や再発を防止することが期待できます。 

このため、個別の相談だけでなく、家庭児童相談室の機能を強化していったうえで、児童虐

待防止についてのグループでの取り組みを検討していきます。 
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第６章 安全なまち 
 

日々の暮らしの中で、子どもたちやその子育て家庭が安心して出かけ、安全に過ごせる生活

環境づくりが重要です。 

また、災害や事故などの非常時において、子どもは弱者になりやすく、そうした観点からの

安全確保の体制づくりも大切です。 

子どもたちや子育て家庭が安心して快適に過ごせる、やさしいまちづくりを今後も進めてい

く必要があります。 

 

１．子育てにやさしいまちづくり 

［現状と課題］ 

人にやさしいまちづくりのためには、幹線道路等の都市基盤の整備による交通対策のほか、

子どもの視点や子ども連れの親の視点に立って、身近な公共生活空間の中で安心して過ごせる

ような子育てバリアフリーに配慮したまちづくりが重要です。 

そのためには、建造物に授乳室や乳幼児と一緒に入れるトイレを設置するなど、妊婦や乳幼

児を連れた人が快適に利用できる施設・空間づくりについて、民間を含めた取り組みが不可欠

となってきます。 

(1) 人にやさしいみちづくり          【街路課、道路建設課、交通安全課】 

人にやさしいみちづくりを目指して、安全に歩ける歩行空間や自転車利用空間の確保を行い

ます。 

自転車利用者に対し、秩序ある自転車利用を啓発するとともに、駅周辺に大量に放置される

自転車等を収容するための自転車等駐車場の整備を促進し、歩行者及び車両の円滑な通行を確

保します。 

また、小学校、中学校、公民館等の公共施設が点在する地区の幹線道路等について、歩行者、

自転車、自動車等の適正な分離を図り、安全で快適な歩行空間を整備することにより学童の安

全、安心を確保します。 

既設道路については、歩道の段差、勾配の改善等により、快適に移動できる歩行空間の確保

とバリアフリー化を図るとともに、一方通行化等により現況道路幅員の中で歩行空間を確保し、

速度を抑制する構造等を併用することによる歩車共存道路としての「コミュニティ道路」の整

備を促進します。また、通園通学路においては、カラー舗装化等を図ります。 

(2) 子育てにやさしい公共交通施設               【総合交通計画課】 

妊婦や乳幼児を連れた人が、公共交通機関を利用する際に、安心安全かつ身体的・精神的負

担が少なくなるような、子育てバリアフリーに配慮した公共交通施設の整備を事業者に呼びか

けます。  

平成 12 年度に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化

第６章 安全なまち 
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の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」、及び平成 18 年に制定された「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」の趣旨を受けて、鉄道事業者

が鉄道施設の移動の円滑化にかかわる整備を行う際に、鉄道駅エレベーター等設置事業補助金

により施設整備の促進を図るとともに、おむつ交換シートの設置も併せて要請していきます。      

また、平成 11 年度から行っている船橋市バス利用促進等総合対策事業により、乗り降りの

しやすいノンステップバス（超低床バス）車両の導入や、バス待ち時の日差しや雨雪などを緩

和する上屋等を設置する際に、補助金を交付し、導入や設置の促進を図ります。 

(3) 使いやすい施設等の整備                    【管財課、関係課】 

市役所本庁舎では、子育て中の人が利用しやすいように、乳幼児を連れた人のためにベビー

キープ、ベビーベッド、授乳室等の整備（保守点検）を図っていきます。 

児童ホーム全 20 館には、授乳コーナーが設けられており、ベビーシートも設置されていま

す。他の施設も含めて一層の充実を図っていきます。 

 

２．安全・安心のまちづくり 

［現状と課題］ 

都市化の進展に伴う人口集中や住宅の密集、中高層建築物の増加や交通量の増大等により、

都市型災害や事故・事件の発生する危険性はますます高くなっているとともに、子どもを対象

とした犯罪や事故も増加しています。 

子どもは成長に応じて行動範囲が広くなることを含め、子どもたちが安心して暮らせる安全

なまちづくりを進める必要があります。 

(1) 安全なみちづくり            【道路管理課、交通安全課、道路建設課】 

通学路を中心に、安全で安心して通学できる道路を目指し、改善を図っていきます。 

特に、交通事故多発地点において、交通管理者の警察や道路管理者の船橋市等が現地確認し、

改善を図り交通事故防止を目指します。 

また、安全なみちづくりのため、積極的に歩道等のバリアフリー化を図ります。 

(2) 防災体制の推進                          【防災課】 

大規模災害に備えて、非常用食糧や飲料水、発電機、組立式トイレ、毛布等を防災倉庫に確

保し、市立小学校と特別支援学校高根台校舎及び中学校の備蓄倉庫等に、非常用食糧や飲料水、

救急薬品等をはじめ乳幼児等の備蓄品として、ミルクや哺乳瓶・離乳食・おむつ等を配備し、

安全と安心確保の充実を図ります。 

また、自主防災組織結成の促進や災害時要援護者対策等についての検討を進め、支援体制づ

くりを推進します。 

(3) 学校における防災対策の充実                    【施設課】 

耐震診断の結果、基準に達しない構造上問題のある建築物を判断し、改修計画に基づき耐震
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補強工事を実施しています。平成 19 年度で校舎の耐震診断が、平成 20 年度で体育館の耐震診

断が完了しました。 

今後も、引き続き耐震補強工事を実施し教育環境の充実を図ります。 

(4) 防犯対策の推進                   【市民防犯課、自治振興課】 

子どもや子育て家庭が安心して暮らせるよう、町会・自治会をはじめとする地域・学校・警

察・企業等との連携を強化し、犯罪のないまちづくりを推進するための施策を行っていきます。 

防犯に対する注意喚起として、警察・学校等から寄せられた犯罪発生情報、不審者情報など

を、市ホームページ、フリーダイヤル、広報紙、電子メール等により掲載、配信します。 

町会・自治会を単位として自主防犯活動を行っている団体に対しては、パトロール用物資を

支給したり、青色回転灯を装着した車両でパトロールが実施できるように支援を行います。 

市も、警察官ＯＢの防犯指導員による青色回転灯付市民安全パトロールカー「まもる号」「み

はる号」による市内全域のパトロールの実施や、市公用車と消防車両に「防犯パトロール中」

と書かれたボディパネルを付け、公務で移動する際に併せて防犯パトロールを行います。 

全市的な防犯活動を推進するため、町会・自治会、警察や消防団、小中学校、保育園、幼稚

園、青少年団体、商業・福祉関係者、市関係部局などの代表により構成される「船橋市市民防

犯推進協議会」で防犯活動に関する協議、協力、情報交換などを行います。 

また、防犯灯の設置費等を町会・自治会へ助成することにより、通学路及び学校周辺等をは

じめ、地域の防犯灯の設置を推進していきます。 

(5) 学校等における防犯対策の充実          

【保健体育課児童・生徒防犯対策室、施設課、保育課】 

子どもたちを不審者による犯罪被害から守るため、学校、ＰＴＡ、地域、行政等関係機関が

一体となった防犯対策の充実を図ります。 

登下校時の防犯対策としては、各小学校が中心となって、「地域の子どもは地域で守る」と

いう意識を高め、ＰＴＡやスクールガード等の地域の防犯ボランティアが協力し、警察とも連

携しながら見守り活動の強化を進めています。 

また、不審者情報の収集・提供により、地域における情報の共有化を図るとともに、防犯の

専門家として委嘱したスクールガード・リーダーが、子どもたちが安全で安心して学校生活を

送れるよう、小学校や地域ボランティアを対象に巡回して指導を行っています。 

さらに、不審者が学校に侵入する事案に対応するため、外柵・門扉の整備及び修繕を行って

います。 

今後も継続的に外柵・門扉の整備を行うとともに、各学校で「不審者侵入対応マニュアル」

を作成し、これに基づいた子どもたちの避難訓練や教職員の対応訓練の実施、さらに、「自分

の身は自分で守る」ための知識や危険回避能力を身につけるため、防犯教育の徹底に力をいれ

て防犯対策の充実を図ります。 

公立保育園では、危機管理体制の強化を図りながら職員の意識の向上に努めています。まず、

ソフト面では作成した安全教育に関する冊子を活用し、安全に関する子どもの意識を高めてい

きます。次に、ハード面では警備会社への緊急通報ボタンや玄関扉の来客確認ブザー、不審者
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の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」、及び平成 18 年に制定された「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」の趣旨を受けて、鉄道事業者

が鉄道施設の移動の円滑化にかかわる整備を行う際に、鉄道駅エレベーター等設置事業補助金

により施設整備の促進を図るとともに、おむつ交換シートの設置も併せて要請していきます。      

また、平成 11 年度から行っている船橋市バス利用促進等総合対策事業により、乗り降りの

しやすいノンステップバス（超低床バス）車両の導入や、バス待ち時の日差しや雨雪などを緩

和する上屋等を設置する際に、補助金を交付し、導入や設置の促進を図ります。 

(3) 使いやすい施設等の整備                    【管財課、関係課】 

市役所本庁舎では、子育て中の人が利用しやすいように、乳幼児を連れた人のためにベビー

キープ、ベビーベッド、授乳室等の整備（保守点検）を図っていきます。 

児童ホーム全 20 館には、授乳コーナーが設けられており、ベビーシートも設置されていま

す。他の施設も含めて一層の充実を図っていきます。 

 

２．安全・安心のまちづくり 

［現状と課題］ 

都市化の進展に伴う人口集中や住宅の密集、中高層建築物の増加や交通量の増大等により、

都市型災害や事故・事件の発生する危険性はますます高くなっているとともに、子どもを対象

とした犯罪や事故も増加しています。 

子どもは成長に応じて行動範囲が広くなることを含め、子どもたちが安心して暮らせる安全

なまちづくりを進める必要があります。 

(1) 安全なみちづくり            【道路管理課、交通安全課、道路建設課】 

通学路を中心に、安全で安心して通学できる道路を目指し、改善を図っていきます。 

特に、交通事故多発地点において、交通管理者の警察や道路管理者の船橋市等が現地確認し、

改善を図り交通事故防止を目指します。 

また、安全なみちづくりのため、積極的に歩道等のバリアフリー化を図ります。 

(2) 防災体制の推進                          【防災課】 

大規模災害に備えて、非常用食糧や飲料水、発電機、組立式トイレ、毛布等を防災倉庫に確

保し、市立小学校と特別支援学校高根台校舎及び中学校の備蓄倉庫等に、非常用食糧や飲料水、

救急薬品等をはじめ乳幼児等の備蓄品として、ミルクや哺乳瓶・離乳食・おむつ等を配備し、

安全と安心確保の充実を図ります。 

また、自主防災組織結成の促進や災害時要援護者対策等についての検討を進め、支援体制づ

くりを推進します。 

(3) 学校における防災対策の充実                    【施設課】 

耐震診断の結果、基準に達しない構造上問題のある建築物を判断し、改修計画に基づき耐震
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補強工事を実施しています。平成 19 年度で校舎の耐震診断が、平成 20 年度で体育館の耐震診

断が完了しました。 

今後も、引き続き耐震補強工事を実施し教育環境の充実を図ります。 

(4) 防犯対策の推進                   【市民防犯課、自治振興課】 

子どもや子育て家庭が安心して暮らせるよう、町会・自治会をはじめとする地域・学校・警

察・企業等との連携を強化し、犯罪のないまちづくりを推進するための施策を行っていきます。 

防犯に対する注意喚起として、警察・学校等から寄せられた犯罪発生情報、不審者情報など

を、市ホームページ、フリーダイヤル、広報紙、電子メール等により掲載、配信します。 

町会・自治会を単位として自主防犯活動を行っている団体に対しては、パトロール用物資を

支給したり、青色回転灯を装着した車両でパトロールが実施できるように支援を行います。 

市も、警察官ＯＢの防犯指導員による青色回転灯付市民安全パトロールカー「まもる号」「み

はる号」による市内全域のパトロールの実施や、市公用車と消防車両に「防犯パトロール中」

と書かれたボディパネルを付け、公務で移動する際に併せて防犯パトロールを行います。 

全市的な防犯活動を推進するため、町会・自治会、警察や消防団、小中学校、保育園、幼稚

園、青少年団体、商業・福祉関係者、市関係部局などの代表により構成される「船橋市市民防

犯推進協議会」で防犯活動に関する協議、協力、情報交換などを行います。 

また、防犯灯の設置費等を町会・自治会へ助成することにより、通学路及び学校周辺等をは

じめ、地域の防犯灯の設置を推進していきます。 

(5) 学校等における防犯対策の充実          

【保健体育課児童・生徒防犯対策室、施設課、保育課】 

子どもたちを不審者による犯罪被害から守るため、学校、ＰＴＡ、地域、行政等関係機関が

一体となった防犯対策の充実を図ります。 

登下校時の防犯対策としては、各小学校が中心となって、「地域の子どもは地域で守る」と

いう意識を高め、ＰＴＡやスクールガード等の地域の防犯ボランティアが協力し、警察とも連

携しながら見守り活動の強化を進めています。 

また、不審者情報の収集・提供により、地域における情報の共有化を図るとともに、防犯の

専門家として委嘱したスクールガード・リーダーが、子どもたちが安全で安心して学校生活を

送れるよう、小学校や地域ボランティアを対象に巡回して指導を行っています。 

さらに、不審者が学校に侵入する事案に対応するため、外柵・門扉の整備及び修繕を行って

います。 

今後も継続的に外柵・門扉の整備を行うとともに、各学校で「不審者侵入対応マニュアル」

を作成し、これに基づいた子どもたちの避難訓練や教職員の対応訓練の実施、さらに、「自分

の身は自分で守る」ための知識や危険回避能力を身につけるため、防犯教育の徹底に力をいれ

て防犯対策の充実を図ります。 

公立保育園では、危機管理体制の強化を図りながら職員の意識の向上に努めています。まず、

ソフト面では作成した安全教育に関する冊子を活用し、安全に関する子どもの意識を高めてい

きます。次に、ハード面では警備会社への緊急通報ボタンや玄関扉の来客確認ブザー、不審者
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対策用スプレーを全園に設置しました。 

私立保育園では、防犯カメラを設置しているなど、各園独自の判断で防犯対策を講じていま

す。 

(6) 社会環境の浄化・整備       【青少年課、社会教育課、船橋市 PTA 連合会】 

関係団体と連携を取りながら駅前での青少年健全育成活動への啓発活動、社会環境の浄化を

目指しています。 

船橋市青少年の環境を良くする市民の会を中心にして、月１回ＪＲ主要各駅において少年の

日・家庭の日の啓発活動を行っています。また、各地域においては、児童生徒が安心できる社

会環境づくりを促進しています。 

船橋市ＰＴＡ連合会では「ひまわり 110 番」のプレートを設置し、児童生徒の校外における

犯罪等による被害の未然防止を図ります。地域においてもＰＴＡなどが痴漢の出没場所の点検

や危険箇所の調査を行っています。また、児童生徒が痴漢、挙動不審者、窃盗、ひったくり等

の事件に遭遇したり、目撃した場合に、「ひまわり 110 番」プレートを掲示している家や建物

に駆け込み、警察に通報してもらうシステムにより、被害の未然防止に努めています。現在、

「ひまわり 110 番」プレートは家庭、医院、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行、公共施設

等を含め約3,800箇所に設置しています。児童生徒、教職員そして地域の人たちへお知らせし、

いざという時に利用できる地域の防犯体制づくりを支援し、健全な社会環境の整備を促進しま

す。 

 

３．子どもの事故予防 

［現状と課題］ 

平成 19 年の県統計では、年代別死因として不慮の事故が５～９歳で第１位であるのをはじ

め、１～４歳、10～14 歳でも上位を占めています。こうした年代における不慮の事故の内訳

としては、０～４歳では不慮の窒息、５～14 歳では交通事故が比較的多くを占めています。 

比較的身近で起きるこうした事故を予防するためには、子どもたちや子育て家庭に対する教

育と意識啓発が重要です。 

(1) 子どもの事故予防教育の実施                  【健康増進課】 

１～14 歳の死因の上位を占める不慮の事故の大部分は、子どもの発達過程を十分理解し、的

確に対応することにより予防できることも多いため、乳幼児期の事故予防について啓発を行い

ます。 

保健センターにおいて、「赤ちゃんに起こりやすい感染症と事故予防」の講座を開催してい

ます。講話とともに安全チェックリストを配布し、リストを家庭の一番目の付くところに貼り、

日頃から事故防止に努めるよう勧めています。 

その他に母子健康手帳交付時には、乳幼児の事故防止と応急手当に関する冊子を配布してい

ます。 

また、「はじめてママになるための教室」、「パパ・ママ教室」の中の「赤ちゃんの保育」の

第２部 実施計画 6.安全なまち 

- 47 - 

講話や地域で行う地区教育においても、乳幼児が対象の際は事故予防の講話をし、啓発に努め

ています。 

０歳児では不慮の窒息が最も多く、ベッド内での事故や吐いたものを詰まらせることが多い

ため、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問時や４か月児健康相談において、窒息の予防につい

て普及啓発しています。 

また、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問時には、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）のちら

しも配布しています。 

１歳児では不慮の溺死が最も多く、その多くは浴槽において起るため、４か月児健康相談・

１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査において、その年齢に起きやすい事故を未然に防ぐた

めのパンフレットを配布したり、事故予防のための安全チェックリストを使用したり、教材等

を用いて個別指導を行っています。 

(2) 交通安全教育の推進                【保健体育課、交通安全課】 

交通安全思想を一人ひとりに根付かせ、子どもを交通災害から守るため児童を対象に交通安

全教育を実施します。 

交通安全指導員を配置し、幼稚園・保育園児を対象に、交通安全アニメ映画の上映及び道路

の歩き方・横断歩道の渡り方などの指導を、また、小学校の児童を対象に、低学年には道路の

歩き方・横断歩道の渡り方、高学年には自転車の乗り方などを中心に、体験・実践型の交通安

全教室を実施していき、警察や交通安全協会等と連携・協力し、啓発活動を積極的に推進しま

す。 

なお、各学校では年次計画のもと、地域の実情にあった交通安全指導を随時実施しています。

子どもに交通安全思想を根付かせるためには、家庭内での交通安全に対する意識を高めること

が重要です。警察や交通安全協会等と連携・協力し、啓発活動を積極的に推進します。 

また、幼稚園・保育園及び小学校での交通安全教育の充実を促進するとともに、市が対応で

きる体制の整備を図ります。 
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対策用スプレーを全園に設置しました。 

私立保育園では、防犯カメラを設置しているなど、各園独自の判断で防犯対策を講じていま

す。 

(6) 社会環境の浄化・整備       【青少年課、社会教育課、船橋市 PTA 連合会】 

関係団体と連携を取りながら駅前での青少年健全育成活動への啓発活動、社会環境の浄化を

目指しています。 

船橋市青少年の環境を良くする市民の会を中心にして、月１回ＪＲ主要各駅において少年の

日・家庭の日の啓発活動を行っています。また、各地域においては、児童生徒が安心できる社

会環境づくりを促進しています。 

船橋市ＰＴＡ連合会では「ひまわり 110 番」のプレートを設置し、児童生徒の校外における

犯罪等による被害の未然防止を図ります。地域においてもＰＴＡなどが痴漢の出没場所の点検

や危険箇所の調査を行っています。また、児童生徒が痴漢、挙動不審者、窃盗、ひったくり等

の事件に遭遇したり、目撃した場合に、「ひまわり 110 番」プレートを掲示している家や建物

に駆け込み、警察に通報してもらうシステムにより、被害の未然防止に努めています。現在、

「ひまわり 110 番」プレートは家庭、医院、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行、公共施設

等を含め約3,800箇所に設置しています。児童生徒、教職員そして地域の人たちへお知らせし、

いざという時に利用できる地域の防犯体制づくりを支援し、健全な社会環境の整備を促進しま

す。 

 

３．子どもの事故予防 

［現状と課題］ 

平成 19 年の県統計では、年代別死因として不慮の事故が５～９歳で第１位であるのをはじ

め、１～４歳、10～14 歳でも上位を占めています。こうした年代における不慮の事故の内訳

としては、０～４歳では不慮の窒息、５～14 歳では交通事故が比較的多くを占めています。 

比較的身近で起きるこうした事故を予防するためには、子どもたちや子育て家庭に対する教

育と意識啓発が重要です。 

(1) 子どもの事故予防教育の実施                  【健康増進課】 

１～14 歳の死因の上位を占める不慮の事故の大部分は、子どもの発達過程を十分理解し、的

確に対応することにより予防できることも多いため、乳幼児期の事故予防について啓発を行い

ます。 

保健センターにおいて、「赤ちゃんに起こりやすい感染症と事故予防」の講座を開催してい

ます。講話とともに安全チェックリストを配布し、リストを家庭の一番目の付くところに貼り、

日頃から事故防止に努めるよう勧めています。 

その他に母子健康手帳交付時には、乳幼児の事故防止と応急手当に関する冊子を配布してい

ます。 

また、「はじめてママになるための教室」、「パパ・ママ教室」の中の「赤ちゃんの保育」の
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講話や地域で行う地区教育においても、乳幼児が対象の際は事故予防の講話をし、啓発に努め

ています。 

０歳児では不慮の窒息が最も多く、ベッド内での事故や吐いたものを詰まらせることが多い

ため、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問時や４か月児健康相談において、窒息の予防につい

て普及啓発しています。 

また、「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問時には、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）のちら

しも配布しています。 

１歳児では不慮の溺死が最も多く、その多くは浴槽において起るため、４か月児健康相談・

１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査において、その年齢に起きやすい事故を未然に防ぐた

めのパンフレットを配布したり、事故予防のための安全チェックリストを使用したり、教材等

を用いて個別指導を行っています。 

(2) 交通安全教育の推進                【保健体育課、交通安全課】 

交通安全思想を一人ひとりに根付かせ、子どもを交通災害から守るため児童を対象に交通安

全教育を実施します。 

交通安全指導員を配置し、幼稚園・保育園児を対象に、交通安全アニメ映画の上映及び道路

の歩き方・横断歩道の渡り方などの指導を、また、小学校の児童を対象に、低学年には道路の

歩き方・横断歩道の渡り方、高学年には自転車の乗り方などを中心に、体験・実践型の交通安

全教室を実施していき、警察や交通安全協会等と連携・協力し、啓発活動を積極的に推進しま

す。 

なお、各学校では年次計画のもと、地域の実情にあった交通安全指導を随時実施しています。

子どもに交通安全思想を根付かせるためには、家庭内での交通安全に対する意識を高めること

が重要です。警察や交通安全協会等と連携・協力し、啓発活動を積極的に推進します。 

また、幼稚園・保育園及び小学校での交通安全教育の充実を促進するとともに、市が対応で

きる体制の整備を図ります。 
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第７章 親への支援 
 

本市の平成 20 年度ニーズ調査によると、就学前の子どもをもつ親では、現実の子どもの数

が理想とする子どもの数に満たない方が５割以上となっています。 

こうした現実と理想のギャップについては、さまざまな要因が考えられますが、少しでもこ

うしたギャップをなくしていくため、子育てそのものへ支援や子育てしやすい環境整備に加え

て、子育てをしている人への精神的支援などに取り組んでいく必要があります。 

 

１．経済的支援の実施 

［現状と課題］ 

昨今の経済環境の悪化等を背景に、就学援助の対象となる生活保護世帯並びに保護を要する

状態にある準要保護世帯の率も年々高まっており、子育てに関する経済的負担感もこれまで以

上に大きくなっています。 

子育て支援に関する諸制度を活用しながら、子育て家庭の状況とニーズを踏まえた経済的支

援に取り組んでいきます。 

(1) 児童手当・子ども手当の支給                  【児童家庭課】 

児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育

ちを支援することを目的としています。 

平成 22 年３月までは、児童手当（所得制限あり）として小学校修了前の児童を養育してい

る人に対して、３歳未満が月額 10,000 円、３歳以上は第１・２子が月額 5,000 円、第３子以

降が月額 10,000 円を支給します。 

なお、平成 22 年度は、子ども手当として、中学校修了前までの子どもを養育している人に

対して、子ども 1人あたり月額 13,000 円を支給します。 

(2) 子ども医療費助成事業の実施                  【児童家庭課】 

小学校就学前の乳幼児が入院又は通院をした場合、及び小学生が入院した場合、その保険適

用医療費の自己負担額（保険適用医療費の２割又は３割）の全部又は一部を保護者に助成し、

子どもの保健対策の充実と保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

なお、小学校就学前の乳幼児については、県内の医療機関であれば、乳幼児医療費助成受給

券と健康保険証を提示することで、一定の自己負担金を払えばその場で助成されます。（現物

給付） 

小学生の入院費用、県外医療機関での受診及び乳幼児医療費助成受給券を提示できなかった

場合は、後日保護者が市に申請することにより助成されます。（現物給付） 

なお、平成 22 年度に県の対象年齢拡大に合わせて、小学校３年生までの通院医療費につい

ても助成を開始する予定です。 
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(3) 国民健康保険加入者出産費資金貸付事業の実施        【国民健康保険課】 

国民健康保険の被保険者が出産前に費用が必要になったとき、国民健康保険出産育児一時金

支給が見込まれる額（42 万円・・・産科医療補償制度に加入の医療機関での出産の場合）を限

度として無利息で貸付を行っています。また、貸付金の償還においては、出産後、出産育児一

時金の支給額から充当しています。 

今後についても、被保険者が安心して出産・子育てができるよう広報・市の刊行誌・国保の

パンフレット等に掲載を行い啓発に努め、福祉の向上に努めます。 

※出産育児一時金支給額については、平成 21 年 10 月から平成 23 年 3 月までの出産。 

(4) 小児慢性特定疾患児に対する助成          【障害福祉課、健康増進課】 

児童の長期にわたる慢性疾患の治療研究を推進し、患者家族の医療費の負担を軽減するため

の小児慢性特定疾患児に対する助成事業を継続します。 

原因不明で治療方法が確立されていない難病にかかっている者に援助金を支給し、治療費等

に係る経済的負担を軽減するための難病患者援助金事業を実施します。 

(5) 認可外保育施設通園児に対する助成                 【保育課】 

認可外保育施設の通園児の保護者に対して認可外保育施設通園児補助金を交付し、保護者の

負担の軽減を図ります。 

認可外保育施設（病院内及び事業所内保育所を除く）通園児の保護者が負担する保育料月額

の 1/2 を交付しています。（交付要件・金額上限あり） 

(6) 幼稚園通園に伴う保護者負担の軽減                 【学務課】 

幼稚園通園児の保護者に補助金を支給することによって、保育料等の保護者負担を軽減しま

す。 

幼稚園通園児の保護者には、一律に定額補助金の就園児補助金として年 37,000 円並びに市

民税所得割額に応じて就園奨励費補助金（国庫補助事業）を支給しています。 

(7) 就学援助等の実施                         【学務課】 

経済的に就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費等教育費の一部を援助すること

により、義務教育の円滑な実施を図ります。 

就学援助の対象となる生活保護世帯並びに保護を要する状態にある準要保護世帯の率は、

年々高まっていく傾向にあり、今後も援助の充実を図ります。 

また、高等学校等に経済的に進学あるいは修学することが困難な生徒に対して奨学金を無利

子で貸し付けます。 

(8) 子育てにやさしい住宅の整備                  【住宅政策課】 

子育て世帯が安心して子どもを育てるために、世帯人員の規模に応じた住宅の確保が重要と

なります。そのため、子育て世帯向けに市営住宅の期限付き入居や優先枠の設定等の支援策を
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第７章 親への支援 
 

本市の平成 20 年度ニーズ調査によると、就学前の子どもをもつ親では、現実の子どもの数

が理想とする子どもの数に満たない方が５割以上となっています。 

こうした現実と理想のギャップについては、さまざまな要因が考えられますが、少しでもこ

うしたギャップをなくしていくため、子育てそのものへ支援や子育てしやすい環境整備に加え

て、子育てをしている人への精神的支援などに取り組んでいく必要があります。 

 

１．経済的支援の実施 

［現状と課題］ 

昨今の経済環境の悪化等を背景に、就学援助の対象となる生活保護世帯並びに保護を要する

状態にある準要保護世帯の率も年々高まっており、子育てに関する経済的負担感もこれまで以

上に大きくなっています。 

子育て支援に関する諸制度を活用しながら、子育て家庭の状況とニーズを踏まえた経済的支

援に取り組んでいきます。 

(1) 児童手当・子ども手当の支給                  【児童家庭課】 

児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育

ちを支援することを目的としています。 

平成 22 年３月までは、児童手当（所得制限あり）として小学校修了前の児童を養育してい

る人に対して、３歳未満が月額 10,000 円、３歳以上は第１・２子が月額 5,000 円、第３子以

降が月額 10,000 円を支給します。 

なお、平成 22 年度は、子ども手当として、中学校修了前までの子どもを養育している人に

対して、子ども 1人あたり月額 13,000 円を支給します。 

(2) 子ども医療費助成事業の実施                  【児童家庭課】 

小学校就学前の乳幼児が入院又は通院をした場合、及び小学生が入院した場合、その保険適

用医療費の自己負担額（保険適用医療費の２割又は３割）の全部又は一部を保護者に助成し、

子どもの保健対策の充実と保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

なお、小学校就学前の乳幼児については、県内の医療機関であれば、乳幼児医療費助成受給

券と健康保険証を提示することで、一定の自己負担金を払えばその場で助成されます。（現物

給付） 

小学生の入院費用、県外医療機関での受診及び乳幼児医療費助成受給券を提示できなかった

場合は、後日保護者が市に申請することにより助成されます。（現物給付） 

なお、平成 22 年度に県の対象年齢拡大に合わせて、小学校３年生までの通院医療費につい

ても助成を開始する予定です。 
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(3) 国民健康保険加入者出産費資金貸付事業の実施        【国民健康保険課】 

国民健康保険の被保険者が出産前に費用が必要になったとき、国民健康保険出産育児一時金

支給が見込まれる額（42 万円・・・産科医療補償制度に加入の医療機関での出産の場合）を限

度として無利息で貸付を行っています。また、貸付金の償還においては、出産後、出産育児一

時金の支給額から充当しています。 

今後についても、被保険者が安心して出産・子育てができるよう広報・市の刊行誌・国保の

パンフレット等に掲載を行い啓発に努め、福祉の向上に努めます。 

※出産育児一時金支給額については、平成 21 年 10 月から平成 23 年 3 月までの出産。 

(4) 小児慢性特定疾患児に対する助成          【障害福祉課、健康増進課】 

児童の長期にわたる慢性疾患の治療研究を推進し、患者家族の医療費の負担を軽減するため

の小児慢性特定疾患児に対する助成事業を継続します。 

原因不明で治療方法が確立されていない難病にかかっている者に援助金を支給し、治療費等

に係る経済的負担を軽減するための難病患者援助金事業を実施します。 

(5) 認可外保育施設通園児に対する助成                 【保育課】 

認可外保育施設の通園児の保護者に対して認可外保育施設通園児補助金を交付し、保護者の

負担の軽減を図ります。 

認可外保育施設（病院内及び事業所内保育所を除く）通園児の保護者が負担する保育料月額

の 1/2 を交付しています。（交付要件・金額上限あり） 

(6) 幼稚園通園に伴う保護者負担の軽減                 【学務課】 

幼稚園通園児の保護者に補助金を支給することによって、保育料等の保護者負担を軽減しま

す。 

幼稚園通園児の保護者には、一律に定額補助金の就園児補助金として年 37,000 円並びに市

民税所得割額に応じて就園奨励費補助金（国庫補助事業）を支給しています。 

(7) 就学援助等の実施                         【学務課】 

経済的に就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費等教育費の一部を援助すること

により、義務教育の円滑な実施を図ります。 

就学援助の対象となる生活保護世帯並びに保護を要する状態にある準要保護世帯の率は、

年々高まっていく傾向にあり、今後も援助の充実を図ります。 

また、高等学校等に経済的に進学あるいは修学することが困難な生徒に対して奨学金を無利

子で貸し付けます。 

(8) 子育てにやさしい住宅の整備                  【住宅政策課】 

子育て世帯が安心して子どもを育てるために、世帯人員の規模に応じた住宅の確保が重要と

なります。そのため、子育て世帯向けに市営住宅の期限付き入居や優先枠の設定等の支援策を
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検討していきます。 

� 特定優良賃貸住宅の情報提供 

� 市営住宅の期限付き入居や優先枠の設定等の支援策の検討 

� 地域優良賃貸住宅の整備の検討 

(9) ひとり親家庭への各種手当・医療費の助成            【児童家庭課】 

ひとり親家庭等の生活の安定と向上及び自立を図るため、各種手当を支給することにより、

ひとり親家庭等の福祉の増進を図ります。 

ひとり親家庭等を対象とする手当等として、児童扶養手当、ひとり親家庭等への医療費の助

成、高等学校等修学援助金、遺児手当があります。（支給要件、所得制限あり） 

(10) 母子寡婦福祉資金の貸付                   【児童家庭課】 

母子家庭及び寡婦の経済的自立と、生活意欲の助長及び児童の福祉の増進を図るため、修学

資金等を無利子または低利子で貸付します。 

20 歳未満の児童を扶養している配偶者のない女性を対象とした母子福祉資金、配偶者のない

女性で児童が 20 歳を超え母子家庭でなくなった人を対象とした寡婦福祉資金があり、貸付の

種類としては修学資金、就学支度金、技能修得資金などがあります。貸付限度額及び償還期間

は資金ごとに定められています。  

(11) 母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給            【児童家庭課】 

母子家庭の生活の安定と自立を図るため、就業を希望する母親が講習や職業訓練を受講する

場合、給付金を支給し、経済的負担を軽減します。 

職業能力開発を目的とした講座の受講料の一部を助成する自立支援教育訓練給付金と、看護

師、介護福祉士等の就業に結びつきやすい、より高度な資格取得をめざして養成機関に通学す

る場合、生活の安定を目的として支給する高等技能訓練促進費、当該養成機関の修了時に支給

する入学支援修了一時金があります。  

(12) 障害児のいる家庭への各種手当・医療費の助成          【障害福祉課】 

日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅で20歳未満の重度障害児（身障手帳１～２級、

療育手帳○Ａ１～○Ａ２に相当する障害児）に対し手当を支給し、経済的負担等を軽減するための

障害児福祉手当事業を実施します。 

20 歳未満の心身障害児（身体障害者手帳１～３級・療育手帳所持者又は知的障害と判定され

た児童）の保護者に手当を支給し、経済的負担等を軽減するための心身障害児福祉手当事業を

実施します。 

(13) 日常生活用具・補装具の給付                  【障害福祉課】 

身体障害者等の日常生活の利便性の向上を図るため、日常生活用具の支給や補装具の交付・

修理を行う事業を実施します。 
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(14) 特定不妊治療費助成事業                   【健康増進課】 

子どもを持ちたいのに子どもができない場合に、不妊治療を受ける方が多くなっています。 

この不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）については、

１回の治療が高額であり、その経済的負担が重く、十分な治療を受けることができず、子ども

を持つことをあきらめざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一

部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図っています。 

また、不妊に関する相談については、医学的な相談窓口として「女性のための健康相談事業」

として面接相談等にて実施しています。 

(15) 子育て応援パスポート事業の検討   ★新規★        【児童家庭課】 

子育て中の家庭にパスポート等を配付し、協賛店舗を利用した際にそれを提示することによ

り、料金の割引やプレゼントなど各店舗が設定したサービスを受けることができる「子育て応

援パスポート事業」の実施を、県の動向を注視しながら検討していきます。 

 

２．各種相談体制の充実 

［現状と課題］ 

核家族化の進展や地域社会との結びつきが希薄化する中、母親が子育て中の不安を抱えたま

ま、孤立する状況も少なくありません。 

こうした母親など、子育て家庭の抱えた不安などについて、身近に相談でき、また、子育て

中の母親同士の交流もできる体制やしくみづくりを今後も進めていく必要があります。 

また、不安や相談事を抱えた母親が家庭・地域の中で孤立化することなく、相談場所に出向

いたり、母親同士の交流に加わったりできるよう、近所の人が声をかけるなど、地域社会全体

で子育て家庭を見守ることが重要になっています。 

(1) 母子健康相談の充実                      【健康増進課】 

身近な場所で気軽に利用でき、いつでも必要な情報が得られるように、各保健センターと市

役所健康増進課で、窓口面接相談や電話により、母子の健康や育児に関する相談、アレルギー

や思春期の相談など様々な相談に応じています。 

子育て何でも相談（子育て総合相談窓口）は、子育てに悩む人が気軽に相談が受けられるよ

うに、子どもに関する相談全般の最初の窓口として設置しています。相談対象者は、妊産婦・

乳幼児の保護者・小中高生やその保護者など幅広く、相談内容は、妊娠、出産、子どもの健康、

しつけ、成長、心の問題などがあり、専用電話、聴覚障害者のためのファクシミリと面接で相

談に応じています。 

また、各保健センターにおいて、４か月児健康相談、１歳６か月児・３歳児健康診査等をそ

れぞれ月に１～２回実施しており、子どもの健全な成長、発達を促すため、保護者からの様々

な相談について保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が個別に対応しています。 

地域においては、児童ホーム、公民館、自治会館などで他機関と連携して地区母子健康相談

を行っています。 

－50－ －51－



第２部 実施計画 7.親への支援 

- 50 - 

検討していきます。 

� 特定優良賃貸住宅の情報提供 

� 市営住宅の期限付き入居や優先枠の設定等の支援策の検討 

� 地域優良賃貸住宅の整備の検討 

(9) ひとり親家庭への各種手当・医療費の助成            【児童家庭課】 

ひとり親家庭等の生活の安定と向上及び自立を図るため、各種手当を支給することにより、

ひとり親家庭等の福祉の増進を図ります。 

ひとり親家庭等を対象とする手当等として、児童扶養手当、ひとり親家庭等への医療費の助

成、高等学校等修学援助金、遺児手当があります。（支給要件、所得制限あり） 

(10) 母子寡婦福祉資金の貸付                   【児童家庭課】 

母子家庭及び寡婦の経済的自立と、生活意欲の助長及び児童の福祉の増進を図るため、修学

資金等を無利子または低利子で貸付します。 

20 歳未満の児童を扶養している配偶者のない女性を対象とした母子福祉資金、配偶者のない

女性で児童が 20 歳を超え母子家庭でなくなった人を対象とした寡婦福祉資金があり、貸付の

種類としては修学資金、就学支度金、技能修得資金などがあります。貸付限度額及び償還期間

は資金ごとに定められています。  

(11) 母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給            【児童家庭課】 

母子家庭の生活の安定と自立を図るため、就業を希望する母親が講習や職業訓練を受講する

場合、給付金を支給し、経済的負担を軽減します。 

職業能力開発を目的とした講座の受講料の一部を助成する自立支援教育訓練給付金と、看護

師、介護福祉士等の就業に結びつきやすい、より高度な資格取得をめざして養成機関に通学す

る場合、生活の安定を目的として支給する高等技能訓練促進費、当該養成機関の修了時に支給

する入学支援修了一時金があります。  

(12) 障害児のいる家庭への各種手当・医療費の助成          【障害福祉課】 

日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅で20歳未満の重度障害児（身障手帳１～２級、

療育手帳○Ａ１～○Ａ２に相当する障害児）に対し手当を支給し、経済的負担等を軽減するための

障害児福祉手当事業を実施します。 

20 歳未満の心身障害児（身体障害者手帳１～３級・療育手帳所持者又は知的障害と判定され

た児童）の保護者に手当を支給し、経済的負担等を軽減するための心身障害児福祉手当事業を

実施します。 

(13) 日常生活用具・補装具の給付                  【障害福祉課】 

身体障害者等の日常生活の利便性の向上を図るため、日常生活用具の支給や補装具の交付・

修理を行う事業を実施します。 
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(14) 特定不妊治療費助成事業                   【健康増進課】 

子どもを持ちたいのに子どもができない場合に、不妊治療を受ける方が多くなっています。 

この不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）については、

１回の治療が高額であり、その経済的負担が重く、十分な治療を受けることができず、子ども

を持つことをあきらめざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一

部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図っています。 

また、不妊に関する相談については、医学的な相談窓口として「女性のための健康相談事業」

として面接相談等にて実施しています。 

(15) 子育て応援パスポート事業の検討   ★新規★        【児童家庭課】 

子育て中の家庭にパスポート等を配付し、協賛店舗を利用した際にそれを提示することによ

り、料金の割引やプレゼントなど各店舗が設定したサービスを受けることができる「子育て応

援パスポート事業」の実施を、県の動向を注視しながら検討していきます。 

 

２．各種相談体制の充実 

［現状と課題］ 

核家族化の進展や地域社会との結びつきが希薄化する中、母親が子育て中の不安を抱えたま

ま、孤立する状況も少なくありません。 

こうした母親など、子育て家庭の抱えた不安などについて、身近に相談でき、また、子育て

中の母親同士の交流もできる体制やしくみづくりを今後も進めていく必要があります。 

また、不安や相談事を抱えた母親が家庭・地域の中で孤立化することなく、相談場所に出向

いたり、母親同士の交流に加わったりできるよう、近所の人が声をかけるなど、地域社会全体

で子育て家庭を見守ることが重要になっています。 

(1) 母子健康相談の充実                      【健康増進課】 

身近な場所で気軽に利用でき、いつでも必要な情報が得られるように、各保健センターと市

役所健康増進課で、窓口面接相談や電話により、母子の健康や育児に関する相談、アレルギー

や思春期の相談など様々な相談に応じています。 

子育て何でも相談（子育て総合相談窓口）は、子育てに悩む人が気軽に相談が受けられるよ

うに、子どもに関する相談全般の最初の窓口として設置しています。相談対象者は、妊産婦・

乳幼児の保護者・小中高生やその保護者など幅広く、相談内容は、妊娠、出産、子どもの健康、

しつけ、成長、心の問題などがあり、専用電話、聴覚障害者のためのファクシミリと面接で相

談に応じています。 

また、各保健センターにおいて、４か月児健康相談、１歳６か月児・３歳児健康診査等をそ

れぞれ月に１～２回実施しており、子どもの健全な成長、発達を促すため、保護者からの様々

な相談について保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が個別に対応しています。 

地域においては、児童ホーム、公民館、自治会館などで他機関と連携して地区母子健康相談

を行っています。 
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(2) 育児相談の充実                          【保育課】 

核家族化が進む中で、育児に自信の持てない親や育児に困難を感じている親が、仲間をつく

って交流したり、個別の相談を行うことにより、前向きな子育てができるように支援します。  

子育て支援センター、各保育園で育児相談を行っています。 

子育て支援センターでは、育児相談を事業の重要な柱として位置づけ、子どもの発育、生活

習慣など、さまざまな相談に応じています。 

今後も現状把握に努め、研修の実施や子育て支援センター間の連携を図りながら職員の質の

向上を推進し、育児相談の充実に努めます。 

保育園では、保護者からの育児に関する相談に随時応じています。また、地域交流事業にお

いて、地域の児童や保護者との交流を深め、今後も育児相談や育児講座を実施していきます。

なお、育児に関する保護者からの相談に適切に対応するため、今後公立及び私立保育園の職員

に対して必要な研修を行っていくとともに、私立保育園協議会へは、研修を目的とする事業に

対して補助を行っていきます。 

(3) 療育相談の充実                        【療育支援課】 

こども発達相談センターでは、心理発達相談員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保

育士などの専門職が、就学前の子どもの発達に関する相談や療育を行うとともに、療育施設や

保育園、幼稚園への巡回相談を行っています。また、こども発達相談センターを子どもの発達

に関する相談の窓口として、複数の専門職が支援の方向性を検討し、適切な療育機関での支援

につないでいます。 

さらに高度に専門的な支援を必要とする場合には、児童精神科医の診断に繋ぎます。 

ことばの相談室では、就学前の難聴児及びことばの発達に不安のある幼児に対し、言語聴覚

士や保育士がことばの相談や指導を行っています。 

また、親子教室や簡易マザーズホーム、知的障害児通園施設などそれぞれの療育機関におい

ても、こども発達相談センターとの連携のもとで、保護者からの療育の相談に応じています。 

気づきの段階からスムーズに専門的な療育相談へとつながるよう、関係機関との連携を強化

していきます。 

(4) 家庭児童相談の充実                      【児童家庭課】 

社会の変化に伴い家庭生活も変化しており、家庭における子育てに関して種々複雑な問題が

発生しているため、家庭児童相談室で専門的な相談を行っています。 

平成 21 年度現在、職員３人のほか、相談員７人（週３日勤務）が相談業務にあたっていま

す。多様な相談に対応できるよう、相談員の研修等を充実させるとともに、児童相談所や他の

関係機関との連携を図っていきます。 

(5) 家庭教育相談の充実                      【社会教育課】 

幼児から小・中・高校生を持つ保護者の家庭教育に関する悩みや不安等に対する相談を行い、

家庭教育の支援体制の充実を図ります。 
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家庭教育指導員、社会教育指導員による電話相談を実施しています。また、月２回、市内の

公民館やフェイスビルを会場に面接相談を実施しています。小学生の保護者からの相談が多く、

内容は、生活、しつけ、交友関係、不登校、学習進路などです。 

様々な相談に対して適切な助言・支援が出来るように、他の相談機関との連携体制を強化し

ていきます。また、相談員の専門的知識や技術を高めるため相談員の研修を充実させます。 

(6) 教育相談の充実                     【総合教育センター】 

総合教育センター教育相談班では、幼児、児童・生徒、保護者、教育関係職員及び市民を対

象に、学校生活、家庭生活、心身障害に関する問題について、相談、援助、助言を行うととも

に、教育相談に関する研究、研修の充実を図ります。 

総合教育センター教育相談班で受理した相談のうち、最も多い相談は不登校についての相談

で、そのほか発達（学習障害（ＬＤ）、高機能自閉症、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）など

を含む）、進路・適性、性格・行動、いじめ、しつけ、心身に関する相談、非行に関する相談

など多岐にわたっています。面接相談のほか訪問相談や電話相談も行っています。 

教育相談活動のほか、教育相談に関する研究・研修事業、教育相談に関する広報啓発活動を

行い、各相談機関との連携も図っています。相談内容が多岐にわたり、長期化してなかなか解

消されにくく、専門性が必要とされている相談が増えている傾向にあるため、教育経験者によ

る相談体制づくり、相談員の助言や相談・訓練のための講師を招くなどの相談体制の強化も行

っています。 

また、地域の中に身近にある総合教育センターを活かして、学校・家庭・関係機関・関係職

員と連携を図る機能をさらに培っていくとともに、相談体制をサポートするために医療機関や

その他の相談機関とのネットワークづくりを進めます。 

(7) 就学・教育相談の充実                  【総合教育センター】 

保護者や学校からの障害児及び教育上特別な配慮を要する児童生徒の就学及び指導に関す

る相談に応じ、適切な教育が受けられるよう支援します。 

就学前施設（保育園・幼稚園等）に就学相談の案内を配布し、次年度の就学について、保護

者からの相談に応じています。また、教育上配慮を要する児童生徒についての学校からの相談、

その他障害のある児童生徒の保護者等からの相談に随時応じています。 

保護者の学校教育に対する要望が多岐にわたっている状況の中、専門の相談員の増員と資質

の向上、特別支援教育の充実や医療との連携を図ります。 

また、就学前の障害児の早期教育・相談体制の充実を図るため、健康増進課・保育課・障害

福祉課・療育支援課との連携を深め、市内の障害幼児療育施設との合同研修等を計画していき

ます。また保育園・幼稚園等就学前施設との連携をさらに深めます。 

学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などの、通常の学級に在籍する特別な

支援を必要とする児童生徒に対する特別支援教育相談の体制を整えます。巡回相談員を各学校

に派遣したり、適切な支援の方法について専門家チームにより助言を行ったりしています。 
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(2) 育児相談の充実                          【保育課】 

核家族化が進む中で、育児に自信の持てない親や育児に困難を感じている親が、仲間をつく

って交流したり、個別の相談を行うことにより、前向きな子育てができるように支援します。  

子育て支援センター、各保育園で育児相談を行っています。 

子育て支援センターでは、育児相談を事業の重要な柱として位置づけ、子どもの発育、生活

習慣など、さまざまな相談に応じています。 

今後も現状把握に努め、研修の実施や子育て支援センター間の連携を図りながら職員の質の

向上を推進し、育児相談の充実に努めます。 

保育園では、保護者からの育児に関する相談に随時応じています。また、地域交流事業にお

いて、地域の児童や保護者との交流を深め、今後も育児相談や育児講座を実施していきます。

なお、育児に関する保護者からの相談に適切に対応するため、今後公立及び私立保育園の職員

に対して必要な研修を行っていくとともに、私立保育園協議会へは、研修を目的とする事業に

対して補助を行っていきます。 

(3) 療育相談の充実                        【療育支援課】 

こども発達相談センターでは、心理発達相談員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保

育士などの専門職が、就学前の子どもの発達に関する相談や療育を行うとともに、療育施設や

保育園、幼稚園への巡回相談を行っています。また、こども発達相談センターを子どもの発達

に関する相談の窓口として、複数の専門職が支援の方向性を検討し、適切な療育機関での支援

につないでいます。 

さらに高度に専門的な支援を必要とする場合には、児童精神科医の診断に繋ぎます。 

ことばの相談室では、就学前の難聴児及びことばの発達に不安のある幼児に対し、言語聴覚

士や保育士がことばの相談や指導を行っています。 

また、親子教室や簡易マザーズホーム、知的障害児通園施設などそれぞれの療育機関におい

ても、こども発達相談センターとの連携のもとで、保護者からの療育の相談に応じています。 

気づきの段階からスムーズに専門的な療育相談へとつながるよう、関係機関との連携を強化

していきます。 

(4) 家庭児童相談の充実                      【児童家庭課】 

社会の変化に伴い家庭生活も変化しており、家庭における子育てに関して種々複雑な問題が

発生しているため、家庭児童相談室で専門的な相談を行っています。 

平成 21 年度現在、職員３人のほか、相談員７人（週３日勤務）が相談業務にあたっていま

す。多様な相談に対応できるよう、相談員の研修等を充実させるとともに、児童相談所や他の

関係機関との連携を図っていきます。 

(5) 家庭教育相談の充実                      【社会教育課】 

幼児から小・中・高校生を持つ保護者の家庭教育に関する悩みや不安等に対する相談を行い、

家庭教育の支援体制の充実を図ります。 
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家庭教育指導員、社会教育指導員による電話相談を実施しています。また、月２回、市内の

公民館やフェイスビルを会場に面接相談を実施しています。小学生の保護者からの相談が多く、

内容は、生活、しつけ、交友関係、不登校、学習進路などです。 

様々な相談に対して適切な助言・支援が出来るように、他の相談機関との連携体制を強化し

ていきます。また、相談員の専門的知識や技術を高めるため相談員の研修を充実させます。 

(6) 教育相談の充実                     【総合教育センター】 

総合教育センター教育相談班では、幼児、児童・生徒、保護者、教育関係職員及び市民を対

象に、学校生活、家庭生活、心身障害に関する問題について、相談、援助、助言を行うととも

に、教育相談に関する研究、研修の充実を図ります。 

総合教育センター教育相談班で受理した相談のうち、最も多い相談は不登校についての相談

で、そのほか発達（学習障害（ＬＤ）、高機能自閉症、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）など

を含む）、進路・適性、性格・行動、いじめ、しつけ、心身に関する相談、非行に関する相談

など多岐にわたっています。面接相談のほか訪問相談や電話相談も行っています。 

教育相談活動のほか、教育相談に関する研究・研修事業、教育相談に関する広報啓発活動を

行い、各相談機関との連携も図っています。相談内容が多岐にわたり、長期化してなかなか解

消されにくく、専門性が必要とされている相談が増えている傾向にあるため、教育経験者によ

る相談体制づくり、相談員の助言や相談・訓練のための講師を招くなどの相談体制の強化も行

っています。 

また、地域の中に身近にある総合教育センターを活かして、学校・家庭・関係機関・関係職

員と連携を図る機能をさらに培っていくとともに、相談体制をサポートするために医療機関や

その他の相談機関とのネットワークづくりを進めます。 

(7) 就学・教育相談の充実                  【総合教育センター】 

保護者や学校からの障害児及び教育上特別な配慮を要する児童生徒の就学及び指導に関す

る相談に応じ、適切な教育が受けられるよう支援します。 

就学前施設（保育園・幼稚園等）に就学相談の案内を配布し、次年度の就学について、保護

者からの相談に応じています。また、教育上配慮を要する児童生徒についての学校からの相談、

その他障害のある児童生徒の保護者等からの相談に随時応じています。 

保護者の学校教育に対する要望が多岐にわたっている状況の中、専門の相談員の増員と資質

の向上、特別支援教育の充実や医療との連携を図ります。 

また、就学前の障害児の早期教育・相談体制の充実を図るため、健康増進課・保育課・障害

福祉課・療育支援課との連携を深め、市内の障害幼児療育施設との合同研修等を計画していき

ます。また保育園・幼稚園等就学前施設との連携をさらに深めます。 

学習障害（ＬＤ）や注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などの、通常の学級に在籍する特別な

支援を必要とする児童生徒に対する特別支援教育相談の体制を整えます。巡回相談員を各学校

に派遣したり、適切な支援の方法について専門家チームにより助言を行ったりしています。 
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(8) ひとり親家庭相談の充実                    【児童家庭課】 

ひとり親家庭に対し、母子自立支援員が生活一般及び自立生活に必要な指導、相談に応じま

す。 

ひとり親家庭、寡婦の相談の専門職員である５人の母子自立支援員が、家庭紛争・児童の養

育・資金の貸付・教育訓練給付金等の相談に応じています。母子自立支援員と主任児童委員等

や公共職業安定所など関係機関が連携を図りながら相談活動を推進し、ひとり親家庭への相談

業務を充実していきます。  

(9) 青少年相談の充実                     【青少年センタ－】 

悩みを持つ青少年（６歳から 19 歳）を対象に、保護者・本人・学校など関係者からの依頼

による相談の実施、及び電話による相談を実施し、青少年の健全育成に努めます。  

相談は女子からの件数が増加し、低年齢化が進んでいます。また、複数の要因が含まれた複

雑な相談内容になってきています。 

平成 21 年度には特別支援学校高根台校舎内に北部分室を開設し、相談活動を効率的に推進

するよう努めています。 

相談活動の充実を図るために学校訪問・家庭訪問等を積極的に実施していきます。 

（10）子どもに関する相談窓口の研究                【児童家庭課】 

現在、市の子どもに関する相談窓口は、専門分野別に母子保健、子育て、家庭、療育、教育

など多岐にわたっています。 

しかし市民としては、様々な問題が絡んでいたり、はっきりとした専門分野に分類しきれな

い相談が多く、どこに相談したらよいか分かりにくい、という指摘があります。 

このようなことから、市民の利便性及び各相談窓口の有機的な連携を図るための相談窓口の

あり方について、総合的に研究します。 

 

３．多様な保育サービスの充実  

［現状と課題］ 

少子化が進む一方で、価値観やライフスタイルの多様化等を背景に、子育て・保育に対する

ニーズも多様化・拡大化しています。 

加えて、就労意向を持った専業主婦も増加しており、保育園への入所ニーズは今後も増加し

ていくことが見込まれます。 

こうした状況を踏まえつつ、少子化対策並びに仕事と子育ての両立支援のため、保育園の待

機児童の解消が必要です。併せて、保護者の就労形態の多様化により、特に延長保育や一時保

育のニーズが今後も高まるものと想定されます。 

子どもの最善の利益を念頭に、多様化した就労形態に即した保育サービスの拡充を進めるた

め、社会状況の変化や国の動向などを踏まえた研究・検討を行い、今後も多様化するニーズに

応えていく必要があります。 
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(1) 保育園の整備                           【保育課】 

保育園の待機児童を解消することを目的として、保育需要に応じて認可保育園を整備します。 

まず、地域別の待機児童数から、目標期間中（平成 22～26 年度）における 5 行政コミュニ

ティ別の保育園定員増の目標数は下記のとおりとします。 

南部 300 人、西部 500 人、中部 200 人、東部 400 人、北部 100 人  合計 1,500 人 

次に年齢別では、3 歳未満児の待機児童数が待機児童総数の約９割を占めていることから、

既存園の年齢別定員構成の見直しや、3 歳未満児の定員を増やすための増改築、分園設置を推

進します。 

また、新設園の設置にあたっては、年齢別定員がほぼ同数となるように努めます。 

なお、保育園整備は、国から整備費補助金が見込まれる民間認可保育園を基本とします。 

また耐震強度が不足する公立保育園の耐震補強工事・建て替えを行い、入園児の安全と保育

環境の改善を図ります。 

(2) 延長保育の充実                          【保育課】 

就労時間や通勤時間等により、通常の保育時間内での送迎が困難な保護者のニーズに対応す

るため、市内のすべての認可保育所（公立・私立）において、延長保育を実施しています。延

長保育の利用者は、就労形態の多様化により増加傾向にありますので、今後も新設園での実施

等さらなる充実を図っていきます。 

(3) 休日保育の充実                          【保育課】 

日曜・祝日（１月１日から１月３日は除く）及び年末（12 月 29 日から 31 日まで）に、保護

者の就労等により認可保育所の利用者が子どもの保育ができない場合に、休日保育を行ってい

ます。 

現在アンデルセン第二保育園・西船みどり保育園の私立保育園２園で実施していますが、利

用者数は毎年ほぼ同じ水準で推移しています。 

今後も利用者数の推移と需要を見守っていきます。 

(4) 一時保育の充実                          【保育課】 

就労形態の多様化や疾病等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによ

る保護者の心理的・肉体的負担を軽減するため、13 箇所の保育園で一時保育（一時預かり事業）

を行っています。 

利用児童数は、Ａ利用（就労、病気等による月 9 日以内の利用）については平成 19～20 年

度は横ばいとなっていますが、内訳ではＢ利用（リフレッシュ利用）が増加しています。 

平成 21 年４月の児童福祉法改正により、これまでの一時保育が第二種社会福祉事業である

一時預かり事業として届出制となり、保育園経営者以外も事業を実施することが可能となりま

した。 

今後、需要や届け出の動向を見ながら事業展開します。 
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(8) ひとり親家庭相談の充実                    【児童家庭課】 

ひとり親家庭に対し、母子自立支援員が生活一般及び自立生活に必要な指導、相談に応じま

す。 

ひとり親家庭、寡婦の相談の専門職員である５人の母子自立支援員が、家庭紛争・児童の養

育・資金の貸付・教育訓練給付金等の相談に応じています。母子自立支援員と主任児童委員等

や公共職業安定所など関係機関が連携を図りながら相談活動を推進し、ひとり親家庭への相談

業務を充実していきます。  

(9) 青少年相談の充実                     【青少年センタ－】 

悩みを持つ青少年（６歳から 19 歳）を対象に、保護者・本人・学校など関係者からの依頼

による相談の実施、及び電話による相談を実施し、青少年の健全育成に努めます。  

相談は女子からの件数が増加し、低年齢化が進んでいます。また、複数の要因が含まれた複

雑な相談内容になってきています。 

平成 21 年度には特別支援学校高根台校舎内に北部分室を開設し、相談活動を効率的に推進

するよう努めています。 

相談活動の充実を図るために学校訪問・家庭訪問等を積極的に実施していきます。 

（10）子どもに関する相談窓口の研究                【児童家庭課】 

現在、市の子どもに関する相談窓口は、専門分野別に母子保健、子育て、家庭、療育、教育

など多岐にわたっています。 

しかし市民としては、様々な問題が絡んでいたり、はっきりとした専門分野に分類しきれな

い相談が多く、どこに相談したらよいか分かりにくい、という指摘があります。 

このようなことから、市民の利便性及び各相談窓口の有機的な連携を図るための相談窓口の

あり方について、総合的に研究します。 

 

３．多様な保育サービスの充実  

［現状と課題］ 

少子化が進む一方で、価値観やライフスタイルの多様化等を背景に、子育て・保育に対する

ニーズも多様化・拡大化しています。 

加えて、就労意向を持った専業主婦も増加しており、保育園への入所ニーズは今後も増加し

ていくことが見込まれます。 

こうした状況を踏まえつつ、少子化対策並びに仕事と子育ての両立支援のため、保育園の待

機児童の解消が必要です。併せて、保護者の就労形態の多様化により、特に延長保育や一時保

育のニーズが今後も高まるものと想定されます。 

子どもの最善の利益を念頭に、多様化した就労形態に即した保育サービスの拡充を進めるた

め、社会状況の変化や国の動向などを踏まえた研究・検討を行い、今後も多様化するニーズに

応えていく必要があります。 
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(1) 保育園の整備                           【保育課】 

保育園の待機児童を解消することを目的として、保育需要に応じて認可保育園を整備します。 

まず、地域別の待機児童数から、目標期間中（平成 22～26 年度）における 5 行政コミュニ

ティ別の保育園定員増の目標数は下記のとおりとします。 

南部 300 人、西部 500 人、中部 200 人、東部 400 人、北部 100 人  合計 1,500 人 

次に年齢別では、3 歳未満児の待機児童数が待機児童総数の約９割を占めていることから、

既存園の年齢別定員構成の見直しや、3 歳未満児の定員を増やすための増改築、分園設置を推

進します。 

また、新設園の設置にあたっては、年齢別定員がほぼ同数となるように努めます。 

なお、保育園整備は、国から整備費補助金が見込まれる民間認可保育園を基本とします。 

また耐震強度が不足する公立保育園の耐震補強工事・建て替えを行い、入園児の安全と保育

環境の改善を図ります。 

(2) 延長保育の充実                          【保育課】 

就労時間や通勤時間等により、通常の保育時間内での送迎が困難な保護者のニーズに対応す

るため、市内のすべての認可保育所（公立・私立）において、延長保育を実施しています。延

長保育の利用者は、就労形態の多様化により増加傾向にありますので、今後も新設園での実施

等さらなる充実を図っていきます。 

(3) 休日保育の充実                          【保育課】 

日曜・祝日（１月１日から１月３日は除く）及び年末（12 月 29 日から 31 日まで）に、保護

者の就労等により認可保育所の利用者が子どもの保育ができない場合に、休日保育を行ってい

ます。 

現在アンデルセン第二保育園・西船みどり保育園の私立保育園２園で実施していますが、利

用者数は毎年ほぼ同じ水準で推移しています。 

今後も利用者数の推移と需要を見守っていきます。 

(4) 一時保育の充実                          【保育課】 

就労形態の多様化や疾病等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによ

る保護者の心理的・肉体的負担を軽減するため、13 箇所の保育園で一時保育（一時預かり事業）

を行っています。 

利用児童数は、Ａ利用（就労、病気等による月 9 日以内の利用）については平成 19～20 年

度は横ばいとなっていますが、内訳ではＢ利用（リフレッシュ利用）が増加しています。 

平成 21 年４月の児童福祉法改正により、これまでの一時保育が第二種社会福祉事業である

一時預かり事業として届出制となり、保育園経営者以外も事業を実施することが可能となりま

した。 

今後、需要や届け出の動向を見ながら事業展開します。 
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(5) ファミリーサポートセンター事業の推進               【保育課】 

育児の援助を行いたい人（協力会員）と受けたい人（利用会員）との会員組織をつくり、保

育園等の開始前後における児童の保育や送迎、また保護者が体調不良や休養時等に児童の預か

りを行うことにより、仕事と育児の両立や地域の子育てを支援します。 

近年、本事業の利用件数が減少傾向にあることから、平成 21 年度より複数預かりの実施や

利用会員宅まで送迎ができるよう制度を見直したほか、利用会員の登録がしやすくなるよう、

会員登録の申込書を郵送で受け付けできるようにしました。 

今後については、本制度の更なる利便性の向上を目指し、利用者のニーズに即した多様なサ

ービスが提供できるように、車を利用した送迎の実施や預かり児童の年齢引き下げ等の実施に

向けて、制度の見直しを検討していきます。 

また、担い手となる協力会員を確保するため、市広報紙への記事掲載や集合住宅へのポステ

ィング活動を引き続き実施するほか、新しいコミュニティである坪井地区で積極的に研修会を

実施していくなど、新たな取り組みにより本制度を周知していきます。 

(6) 病児・病後児保育事業                       【保育課】 

保育園や学校に通う子どもが、病中・病後で集団保育や登校できない場合に、看護師等のい

る施設で一時的に預かる事業として、病児・病後児保育事業を行っています。 

平成 13 年度から病後児保育を１箇所で行っていましたが、平成 20 年４月より病児・病後児

保育施設２箇所、病後児保育施設１箇所の計３施設に増やしました。実施施設が増えたことに

より、利用者も前年と比べて大幅に増加しました。 

施設の立地条件などから施設ごとの利用者数の差が大きいことが課題であり、国の補助制度

の動向を見ながら今後の事業展開を研究するとともに、広報活動に努め、利用者の拡大に努め

ていきます。 

(7) 幼稚園の預かり保育の実施                     【学務課】 

預かり保育については、保護者のニーズと各幼稚園の状況に応じて、所管である千葉県学事

課と連携し推進状況を把握していきます。   

平成 20 年度中に預かり保育を実施した園は市内私立幼稚園 45 園のうち 31 園で、保育時間

は退園後 17 時前後までの園が多い状況です。利用園児数は各園により異なりますが、幼稚園

や近隣小学校で行事等があるときはどの園も増加傾向となります。 

(8) 社会参加促進事業における保育ヘルパー派遣         【男女共同参画課】 

市が実施する事業に開設する託児ルームに保育ヘルパーを派遣することにより、子育て期に

ある人の社会参加を促進し、男女共同参画社会の形成を推進します。 

各種講座や講演会、審議会、協議会など、保育付事業を行うことにより、就学前の子どもを

持った親の参加を呼びかけることができます。事業を実施する各部署において、保育ヘルパー

の派遣の必要性を判断し、各部署からの要請に基づいて派遣を行っています。 

今後も子育て期にある人の参加を促すような事業の拡大や機会の提供を市として行ってい
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くように、各部署へ働きかけていく必要があります。 

(9) 私立保育所に対する助成                      【保育課】 

私立認可保育所設置者に対して、費用負担の軽減を図ることを目的として、運営費の補助を

行っています。 

現在、私立保育所運営費補助金交付規則により、人件費補助を基本として 32 園の私立保育

所に対して、延長保育、一時保育、障害児保育、休日保育などの特別保育事業を始めとして、

14項目の事業を対象に補助金を交付しています。 

保育需要の増加と多様化する保育ニーズに対するサービスの充実を図っていくため、今後も

私立保育所に対して補助金を助成していきます。 

(10) 認可外保育所に対する助成                    【保育課】 

認可外保育施設設置者に対し、職員の健康診断費を補助することにより、事業者の職員に対

する健康診断の実施を促すとともに、通園する児童の衛生及び安全を確保することを目的とし

ます。 

この補助金の制度は平成 15 年度より開始され、職員の健康診断に要した費用を認可外保育

施設が負担した場合に補助するもので、職員１人当たり年１回 4,200 円が上限になります。 

各施設に対し文書や立入検査の際に、申請を促してはいますが、職員数に対する申請数が少

ないので、さらに周知を図っていきます。 

(11) 保育所第三者評価システムの検討                 【保育課】 

保育園のサービスの質の維持・向上を図るため、第三者評価制度の積極的な活用を検討して

いきます。 

(12) 家庭的保育事業    ★新規★                 【保育課】 

増加する待機児童対策及び多様な保育サービスの提供のため、家庭的保育事業を平成２２年

度から実施します。これは、市の認定を受けた家庭的保育者が自宅などで、少人数の就学前児

童を保育するものです。家庭的な雰囲気のなか、児童一人ひとりの発達などに応じた柔軟な対

応が可能であることが特徴です。 

(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　★新規★  【保育課】 

国では、保育所保育指針に基づき、保育現場での保育の質の向上のための取組を支援するた

めの行動計画として、「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」を策定しま

した。本市においても国の策定する内容や保育所における自己評価ガイドライン等を踏まえ、

保育園における自己評価などの取組を推進し、保育の質の向上に努めていきます。私立保育園

においては、私立保育園協議会の中に、保育制度検討委員会が設置されておりますので、この

中での私立保育園の自己評価の取り組みについての検討を今後依頼していきます。なお、公立

保育園で実施している自己評価についてもさらに内容の充実を検討していきます。また、保育

所保育指針を踏まえ本市の保育のガイドラインを各保育園の意見を聞きながら策定する方向
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(5) ファミリーサポートセンター事業の推進               【保育課】 

育児の援助を行いたい人（協力会員）と受けたい人（利用会員）との会員組織をつくり、保

育園等の開始前後における児童の保育や送迎、また保護者が体調不良や休養時等に児童の預か

りを行うことにより、仕事と育児の両立や地域の子育てを支援します。 

近年、本事業の利用件数が減少傾向にあることから、平成 21 年度より複数預かりの実施や

利用会員宅まで送迎ができるよう制度を見直したほか、利用会員の登録がしやすくなるよう、

会員登録の申込書を郵送で受け付けできるようにしました。 

今後については、本制度の更なる利便性の向上を目指し、利用者のニーズに即した多様なサ

ービスが提供できるように、車を利用した送迎の実施や預かり児童の年齢引き下げ等の実施に

向けて、制度の見直しを検討していきます。 

また、担い手となる協力会員を確保するため、市広報紙への記事掲載や集合住宅へのポステ

ィング活動を引き続き実施するほか、新しいコミュニティである坪井地区で積極的に研修会を

実施していくなど、新たな取り組みにより本制度を周知していきます。 

(6) 病児・病後児保育事業                       【保育課】 

保育園や学校に通う子どもが、病中・病後で集団保育や登校できない場合に、看護師等のい

る施設で一時的に預かる事業として、病児・病後児保育事業を行っています。 

平成 13 年度から病後児保育を１箇所で行っていましたが、平成 20 年４月より病児・病後児

保育施設２箇所、病後児保育施設１箇所の計３施設に増やしました。実施施設が増えたことに

より、利用者も前年と比べて大幅に増加しました。 

施設の立地条件などから施設ごとの利用者数の差が大きいことが課題であり、国の補助制度

の動向を見ながら今後の事業展開を研究するとともに、広報活動に努め、利用者の拡大に努め

ていきます。 

(7) 幼稚園の預かり保育の実施                     【学務課】 

預かり保育については、保護者のニーズと各幼稚園の状況に応じて、所管である千葉県学事

課と連携し推進状況を把握していきます。   

平成 20 年度中に預かり保育を実施した園は市内私立幼稚園 45 園のうち 31 園で、保育時間

は退園後 17 時前後までの園が多い状況です。利用園児数は各園により異なりますが、幼稚園

や近隣小学校で行事等があるときはどの園も増加傾向となります。 

(8) 社会参加促進事業における保育ヘルパー派遣         【男女共同参画課】 

市が実施する事業に開設する託児ルームに保育ヘルパーを派遣することにより、子育て期に

ある人の社会参加を促進し、男女共同参画社会の形成を推進します。 

各種講座や講演会、審議会、協議会など、保育付事業を行うことにより、就学前の子どもを

持った親の参加を呼びかけることができます。事業を実施する各部署において、保育ヘルパー

の派遣の必要性を判断し、各部署からの要請に基づいて派遣を行っています。 

今後も子育て期にある人の参加を促すような事業の拡大や機会の提供を市として行ってい
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くように、各部署へ働きかけていく必要があります。 

(9) 私立保育所に対する助成                      【保育課】 

私立認可保育所設置者に対して、費用負担の軽減を図ることを目的として、運営費の補助を

行っています。 

現在、私立保育所運営費補助金交付規則により、人件費補助を基本として 32 園の私立保育

所に対して、延長保育、一時保育、障害児保育、休日保育などの特別保育事業を始めとして、

14項目の事業を対象に補助金を交付しています。 

保育需要の増加と多様化する保育ニーズに対するサービスの充実を図っていくため、今後も

私立保育所に対して補助金を助成していきます。 

(10) 認可外保育所に対する助成                    【保育課】 

認可外保育施設設置者に対し、職員の健康診断費を補助することにより、事業者の職員に対

する健康診断の実施を促すとともに、通園する児童の衛生及び安全を確保することを目的とし

ます。 

この補助金の制度は平成 15 年度より開始され、職員の健康診断に要した費用を認可外保育

施設が負担した場合に補助するもので、職員１人当たり年１回 4,200 円が上限になります。 

各施設に対し文書や立入検査の際に、申請を促してはいますが、職員数に対する申請数が少

ないので、さらに周知を図っていきます。 

(11) 保育所第三者評価システムの検討                 【保育課】 

保育園のサービスの質の維持・向上を図るため、第三者評価制度の積極的な活用を検討して

いきます。 

(12) 家庭的保育事業    ★新規★                 【保育課】 

増加する待機児童対策及び多様な保育サービスの提供のため、家庭的保育事業を平成２２年

度から実施します。これは、市の認定を受けた家庭的保育者が自宅などで、少人数の就学前児

童を保育するものです。家庭的な雰囲気のなか、児童一人ひとりの発達などに応じた柔軟な対

応が可能であることが特徴です。 

(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　★新規★  【保育課】 

国では、保育所保育指針に基づき、保育現場での保育の質の向上のための取組を支援するた

めの行動計画として、「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」を策定しま

した。本市においても国の策定する内容や保育所における自己評価ガイドライン等を踏まえ、

保育園における自己評価などの取組を推進し、保育の質の向上に努めていきます。私立保育園

においては、私立保育園協議会の中に、保育制度検討委員会が設置されておりますので、この

中での私立保育園の自己評価の取り組みについての検討を今後依頼していきます。なお、公立

保育園で実施している自己評価についてもさらに内容の充実を検討していきます。また、保育

所保育指針を踏まえ本市の保育のガイドラインを各保育園の意見を聞きながら策定する方向
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で検討していきます。 

 ・保育実践上の課題に関する調査研究の支援・活用 

 ・保育所の関係機関等との積極的な連携及び協力 

 ・特別な支援を要する子どもの保育の充実 

 ・保育所の研修内容の充実・外部講師の活用など研修体制の整備 

 ・専門的な人材や地域の多様な人材の活用 

 ・保育環境の改善・充実 

(14)子育て短期支援事業                      【児童家庭課】 

保護者が疾病、出産、看護、事故、仕事等で一時的に養育が困難となったとき、宿泊または

日帰りで子どもを預かる子育て短期支援事業を実施しています。 

子育て短期支援事業には、短期入所、日帰り養護、夜間養護があります。 

短期入所は、１回の利用につき７日以内を限度として、宿泊で子どもを預かるもので、日帰

り養護は、午前７時から午後６時までのうち８時間、６か月以内を限度として、日帰りで子ど

もを預かるものです。また、夜間養護は、月曜日から金曜日までの午後６時から午後 10 時ま

で、６か月以内を限度として、日帰りで子どもを預かるもので、それぞれの家庭のニーズに応

じて対応しています。 

 

４．放課後児童対策の充実 

［現状と課題］ 

平成 12 年度に放課後ルーム事業が始まり、平成 14 年度からは船橋市内全小学校区に放課

後ルームを設置しています。 

増設・増築・移転などにより施設定員を増やしていますが、依然として入所率が 100％以上

の施設もあり、また、一部の施設において学校規模に応じた定員が確保されていないために入

所できない児童が生じています。 

それぞれの地域におけるニーズ等を踏まえつつ、今後も放課後ルームの充実を図っていくこ

とが重要です。 

(1) 放課後ルームの充実                      【児童育成課】 

保護者の就労等により、放課後に家庭で子どもだけになってしまう小学校１～３年生（放課

後児童）に、遊びと生活の場を用意して健全な育成を図ります。 

放課後ルームの事業内容は、①児童の健康管理、安全確保、情緒の安定、②遊びの活動への

意欲と態度の形成、③遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上、④児童の遊びの活動状

況の把握と家庭への連絡などであり、就労家庭の子育てを児童の健全育成を通じて支援してい

きます。 

子どもたちの異年齢集団での多彩な遊びが失われ、学校外での社会体験が不足している中で、

放課後ルームでは、遊びを通じて、対人関係での社会性やコミュニケーション能力の向上を図

っていけるメリットがあります。 
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このような放課後ルームのメリットを十分に生かすため、職員に継続的な研修を行うことに

より資質を向上し、遊びを通じて異年齢の児童が楽しく過ごせる場所づくりを目指していきま

す。 

放課後ルームは、放課後児童の安全性、利便性を最優先に考え、学校運営に支障がない範囲

で学校内に設置してきました。今後も学校内への設置を前提に、施設の整備を図るとともに、

各学校との連携を行いながら、運営の充実を図っていきます。 

 

５．親の学習機会の充実 

［現状と課題］ 

子育てに対する不安の解消や子育てスキルの獲得などが、身近な人間関係の中において困難

な今日、子育て中の親に対する学習機会の提供がますます重要になっています。 

子育てに関する講座の大半は平日昼の時間帯に開催されており、父親の参加が難しい状況に

あり、また、従来のような講義中心でなく、実習や体験を通じて健康的な生活改善に結びつけ

られるような教育の場や方法の充実が必要になってきています。 

特に、乳幼児の親等、より早い時期における子育て学習の場が重要になっています。 

加えて、母親中心である現状の教育対象者について、父親も気軽に参加できるようなしくみ

とするとともに、いつでも手軽に情報が得られるようなメディア活用による教育方法について

も研究・充実していく必要があります。 

(1) 母子健康教育の充実                  【健康増進課、保育課】 

従来の母子保健事業に加え、子育て支援対策として、地域の特性や要望に合わせて子育てサ

ークルや児童ホーム、公民館などと連携しながら健康教育を実施しています。 

保健センター等では「子どもに起こりやすい感染症と事故予防」や幼児の心の発達について

の健康講座を開催しています。 

地域においては、児童ホームや公民館等と連携し、子どもの健康や育児などについての学習

会を開催し、母子の健康保持増進を図るとともに、育児支援を実施します。 

子育て支援センターでは、小児科医師による子育て健康相談、乳幼児救急法講座、子育て談

話室（栄養士・看護師）、クッキングなどの事業の展開、離乳食講座の実施など継続的な取り

組みを実施しています。 

(2) 子育て学習等の講座の開催                     【公民館】 

子育てに関するさまざまな講座等を実施し、自信と余裕を持って子育てに取り組めるように

学習機会の提供を行っていきます。また、リフレッシュの機会を提供し、家庭の子育て力を高

めます。 

平成 21年度は、16小学校、４中学校、１特別支援学校、８公民館の計 29 学級の家庭教育セ

ミナーを開設するとともに、家庭教育セミナーが円滑に進められるよう、家庭教育セミナー研

修会を開催しています。また、公民館で子育て講座等を実施しています。平成 13年度からは、

市内全小学校で、次年度に入学予定の児童を持つ保護者を対象に、就学時健診時あるいは入学
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で検討していきます。 

 ・保育実践上の課題に関する調査研究の支援・活用 

 ・保育所の関係機関等との積極的な連携及び協力 

 ・特別な支援を要する子どもの保育の充実 

 ・保育所の研修内容の充実・外部講師の活用など研修体制の整備 

 ・専門的な人材や地域の多様な人材の活用 

 ・保育環境の改善・充実 

(14)子育て短期支援事業                      【児童家庭課】 

保護者が疾病、出産、看護、事故、仕事等で一時的に養育が困難となったとき、宿泊または

日帰りで子どもを預かる子育て短期支援事業を実施しています。 

子育て短期支援事業には、短期入所、日帰り養護、夜間養護があります。 

短期入所は、１回の利用につき７日以内を限度として、宿泊で子どもを預かるもので、日帰

り養護は、午前７時から午後６時までのうち８時間、６か月以内を限度として、日帰りで子ど

もを預かるものです。また、夜間養護は、月曜日から金曜日までの午後６時から午後 10 時ま

で、６か月以内を限度として、日帰りで子どもを預かるもので、それぞれの家庭のニーズに応

じて対応しています。 

 

４．放課後児童対策の充実 

［現状と課題］ 

平成 12 年度に放課後ルーム事業が始まり、平成 14 年度からは船橋市内全小学校区に放課

後ルームを設置しています。 

増設・増築・移転などにより施設定員を増やしていますが、依然として入所率が 100％以上

の施設もあり、また、一部の施設において学校規模に応じた定員が確保されていないために入

所できない児童が生じています。 

それぞれの地域におけるニーズ等を踏まえつつ、今後も放課後ルームの充実を図っていくこ

とが重要です。 

(1) 放課後ルームの充実                      【児童育成課】 

保護者の就労等により、放課後に家庭で子どもだけになってしまう小学校１～３年生（放課

後児童）に、遊びと生活の場を用意して健全な育成を図ります。 

放課後ルームの事業内容は、①児童の健康管理、安全確保、情緒の安定、②遊びの活動への

意欲と態度の形成、③遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上、④児童の遊びの活動状

況の把握と家庭への連絡などであり、就労家庭の子育てを児童の健全育成を通じて支援してい

きます。 

子どもたちの異年齢集団での多彩な遊びが失われ、学校外での社会体験が不足している中で、

放課後ルームでは、遊びを通じて、対人関係での社会性やコミュニケーション能力の向上を図

っていけるメリットがあります。 
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このような放課後ルームのメリットを十分に生かすため、職員に継続的な研修を行うことに

より資質を向上し、遊びを通じて異年齢の児童が楽しく過ごせる場所づくりを目指していきま

す。 

放課後ルームは、放課後児童の安全性、利便性を最優先に考え、学校運営に支障がない範囲

で学校内に設置してきました。今後も学校内への設置を前提に、施設の整備を図るとともに、

各学校との連携を行いながら、運営の充実を図っていきます。 

 

５．親の学習機会の充実 

［現状と課題］ 

子育てに対する不安の解消や子育てスキルの獲得などが、身近な人間関係の中において困難

な今日、子育て中の親に対する学習機会の提供がますます重要になっています。 

子育てに関する講座の大半は平日昼の時間帯に開催されており、父親の参加が難しい状況に

あり、また、従来のような講義中心でなく、実習や体験を通じて健康的な生活改善に結びつけ

られるような教育の場や方法の充実が必要になってきています。 

特に、乳幼児の親等、より早い時期における子育て学習の場が重要になっています。 

加えて、母親中心である現状の教育対象者について、父親も気軽に参加できるようなしくみ

とするとともに、いつでも手軽に情報が得られるようなメディア活用による教育方法について

も研究・充実していく必要があります。 

(1) 母子健康教育の充実                  【健康増進課、保育課】 

従来の母子保健事業に加え、子育て支援対策として、地域の特性や要望に合わせて子育てサ

ークルや児童ホーム、公民館などと連携しながら健康教育を実施しています。 

保健センター等では「子どもに起こりやすい感染症と事故予防」や幼児の心の発達について

の健康講座を開催しています。 

地域においては、児童ホームや公民館等と連携し、子どもの健康や育児などについての学習

会を開催し、母子の健康保持増進を図るとともに、育児支援を実施します。 

子育て支援センターでは、小児科医師による子育て健康相談、乳幼児救急法講座、子育て談

話室（栄養士・看護師）、クッキングなどの事業の展開、離乳食講座の実施など継続的な取り

組みを実施しています。 

(2) 子育て学習等の講座の開催                     【公民館】 

子育てに関するさまざまな講座等を実施し、自信と余裕を持って子育てに取り組めるように

学習機会の提供を行っていきます。また、リフレッシュの機会を提供し、家庭の子育て力を高

めます。 

平成 21年度は、16小学校、４中学校、１特別支援学校、８公民館の計 29 学級の家庭教育セ

ミナーを開設するとともに、家庭教育セミナーが円滑に進められるよう、家庭教育セミナー研

修会を開催しています。また、公民館で子育て講座等を実施しています。平成 13年度からは、

市内全小学校で、次年度に入学予定の児童を持つ保護者を対象に、就学時健診時あるいは入学
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説明会の時期を捉えた子育て学習を実施しています。 

今後も、多くの保護者に学習機会が提供できるような働きかけとして、保育付きの講座を増

やすなど参加しやすい環境をさらに整えていきます。また、子育てを一個人、一家族の問題と

してのみ捉えることなく、地域との連携を持てるよう、地区社会福祉協議会をはじめとする地

域の団体との協働を心掛けていきます。また、父親の育児参加の促進にも取組み、社会全体で

子どもを育てるという考えのもと、その時々の子育てに関する疑問や悩みにも応じることが出

来る学習内容にも工夫していきます。 

 

６．男女共同参画社会の実現 

［現状と課題］ 

平成 13 年に策定した「船橋市男女共同参画計画（ｆプラン）」に基づき、男女が共同して参

加する社会の実現の推進に努めています。 

性別による固定化された役割分担意識や男女の労働・社会参加、家庭における男性の参加、

女性に対する人権侵害の改善など、今後も継続して取り組まなければならない課題が残ってい

ます。 

また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の観点からも、性別による固定化さ

れた役割分担意識等を見直し、一人ひとりがそれぞれの価値観に基づく自己実現を達成できる

よう、地域社会で支援していくことが大切です。 

(1) 男女共同参画に向けた意識の形成              【男女共同参画課】 

すべての人が固定的性別役割分担にとらわれることなく、一人ひとりの個性や能力を発揮し、

自分らしく生きていける社会を実現するため、船橋市男女共同参画計画（ｆプラン）に基づき、

男女共同参画フォーラムの開催、情報誌ｆえふの発行、女性センターにおける各種講座の開催な

どを行っています。 

意識の形成を進めていくには、講座等への男性の参加の促進を図ることも重要です。また、

市職員についても、男女共同参画の理念の浸透を図ることが不可欠といえます。  

船橋市男女共同参画計画（fプラン）は、平成 23 年度までの計画であることから、その後を

受ける計画の策定をする必要があります。  

(2) ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進    【男女共同参画課】 

男女一人ひとりが、職場、家庭生活（育児・介護）、地域社会などで責任を果たしながら多

様な活動に従事し、自らの能力を十分に発揮し、豊かさを実感できる社会を実現するワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します。  

男性の多くは、家庭生活や地域活動への参加が少ないという現状もありますので、男女がと

もに社会参画できるように、情報誌ｆえふの発行、女性センターにおける各種講座の開催、フォ

ーラムやセンターフェスティバルなどを通じて意識の啓発を行っていきます。 

また、すべての人が、職場、家庭生活（育児・介護）、地域社会、自己啓発など、様々な活

動を自らの希望する形で展開できるような社会の実現に努めます。 
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(3) 家庭・地域社会への共同参画の促進               【健康増進課】 

妊娠中から夫婦共同での子育てや父親としての役割を学習し、日常生活で実践できるように

するため「パパ・ママ教室」を開催しています。 

教室では、男性に対して父親の役割、保育・沐浴についての講話実習、グループワーク、妊

婦体験ジャケットによる疑似体験などを行い、育児への参加を促し、男女がお互いを認め合い、

助け合いながら家事、子育て等を行うように働きかけています。 

この事業は今後も継続していきます。 

(4) 女性の健康への理解促進                  【男女共同参画課】 

妊娠・出産等の機能に関するリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）にも配慮

し、女性の生涯にわたる健康の保持増進を図るため、女性センターにおいて、その時々に即応

したテーマで講座を実施し、意識啓発に努めます。 

 

７．就業環境の整備 

［現状と課題］ 

核家族化の進展や共働きの家庭の増加、価値観の多様化等を背景に、男性の家庭内における

育児に関する役割・意識も変わりつつあります。 

とはいえ、平成 20 年度ニーズ調査によると、平日の男性の育児時間は平均で１時間未満と

なっているほか、「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度について

も、父親の希望は「仕事と家事（育児）時間のバランスを優先」であるにもかかわらず、現実

は、「仕事時間を優先」となっており、ワーク・ライフ・バランスの観点からの就業環境の整

備・改善が求められています。 

子育てという観点からも、子どもとふれ合える十分な時間が確保できるような就業環境の整

備に対して、支援していくことが重要となっています。 

(1) ワーク・ライフ・バランス、次世代育成支援対策推進法の推進   【商工振興課】 

「仕事」と「仕事以外の生活」の両者の調和を図ることにより、両者を充実させようとする、

ワーク・ライフ・バランスの推進や、企業において、従業員の仕事と子育ての両立を支援する

ための一般事業主行動計画を策定し、届け出ることを義務付けた、次世代育成支援対策推進法

推進のため、庁内関係各課と連携をとりながら、周知・啓発を行います。 

(2) 育児・介護休業制度の普及と共同参画            【男女共同参画課】 

男女平等に対する意識啓発及び男女が平等な職場づくりや多様な働き方ができる環境づく

りの促進を図るため、商工会議所との共催で、男女共同参画優良企業表彰を実施していました

が、今後は、企業等への啓発をさらに促進するため別の方法を検討するとともに、商工会議所

や関係部署との連携を強化していきます。 
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説明会の時期を捉えた子育て学習を実施しています。 

今後も、多くの保護者に学習機会が提供できるような働きかけとして、保育付きの講座を増

やすなど参加しやすい環境をさらに整えていきます。また、子育てを一個人、一家族の問題と

してのみ捉えることなく、地域との連携を持てるよう、地区社会福祉協議会をはじめとする地

域の団体との協働を心掛けていきます。また、父親の育児参加の促進にも取組み、社会全体で

子どもを育てるという考えのもと、その時々の子育てに関する疑問や悩みにも応じることが出

来る学習内容にも工夫していきます。 

 

６．男女共同参画社会の実現 

［現状と課題］ 

平成 13 年に策定した「船橋市男女共同参画計画（ｆプラン）」に基づき、男女が共同して参

加する社会の実現の推進に努めています。 

性別による固定化された役割分担意識や男女の労働・社会参加、家庭における男性の参加、

女性に対する人権侵害の改善など、今後も継続して取り組まなければならない課題が残ってい

ます。 

また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の観点からも、性別による固定化さ

れた役割分担意識等を見直し、一人ひとりがそれぞれの価値観に基づく自己実現を達成できる

よう、地域社会で支援していくことが大切です。 

(1) 男女共同参画に向けた意識の形成              【男女共同参画課】 

すべての人が固定的性別役割分担にとらわれることなく、一人ひとりの個性や能力を発揮し、

自分らしく生きていける社会を実現するため、船橋市男女共同参画計画（ｆプラン）に基づき、

男女共同参画フォーラムの開催、情報誌ｆえふの発行、女性センターにおける各種講座の開催な

どを行っています。 

意識の形成を進めていくには、講座等への男性の参加の促進を図ることも重要です。また、

市職員についても、男女共同参画の理念の浸透を図ることが不可欠といえます。  

船橋市男女共同参画計画（fプラン）は、平成 23 年度までの計画であることから、その後を

受ける計画の策定をする必要があります。  

(2) ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進    【男女共同参画課】 

男女一人ひとりが、職場、家庭生活（育児・介護）、地域社会などで責任を果たしながら多

様な活動に従事し、自らの能力を十分に発揮し、豊かさを実感できる社会を実現するワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します。  

男性の多くは、家庭生活や地域活動への参加が少ないという現状もありますので、男女がと

もに社会参画できるように、情報誌ｆえふの発行、女性センターにおける各種講座の開催、フォ

ーラムやセンターフェスティバルなどを通じて意識の啓発を行っていきます。 

また、すべての人が、職場、家庭生活（育児・介護）、地域社会、自己啓発など、様々な活

動を自らの希望する形で展開できるような社会の実現に努めます。 
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(3) 家庭・地域社会への共同参画の促進               【健康増進課】 

妊娠中から夫婦共同での子育てや父親としての役割を学習し、日常生活で実践できるように

するため「パパ・ママ教室」を開催しています。 

教室では、男性に対して父親の役割、保育・沐浴についての講話実習、グループワーク、妊

婦体験ジャケットによる疑似体験などを行い、育児への参加を促し、男女がお互いを認め合い、

助け合いながら家事、子育て等を行うように働きかけています。 

この事業は今後も継続していきます。 

(4) 女性の健康への理解促進                  【男女共同参画課】 

妊娠・出産等の機能に関するリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）にも配慮

し、女性の生涯にわたる健康の保持増進を図るため、女性センターにおいて、その時々に即応

したテーマで講座を実施し、意識啓発に努めます。 

 

７．就業環境の整備 

［現状と課題］ 

核家族化の進展や共働きの家庭の増加、価値観の多様化等を背景に、男性の家庭内における

育児に関する役割・意識も変わりつつあります。 

とはいえ、平成 20 年度ニーズ調査によると、平日の男性の育児時間は平均で１時間未満と

なっているほか、「仕事時間」と「家事（育児）・プライベートの生活時間」の優先度について

も、父親の希望は「仕事と家事（育児）時間のバランスを優先」であるにもかかわらず、現実

は、「仕事時間を優先」となっており、ワーク・ライフ・バランスの観点からの就業環境の整

備・改善が求められています。 

子育てという観点からも、子どもとふれ合える十分な時間が確保できるような就業環境の整

備に対して、支援していくことが重要となっています。 

(1) ワーク・ライフ・バランス、次世代育成支援対策推進法の推進   【商工振興課】 

「仕事」と「仕事以外の生活」の両者の調和を図ることにより、両者を充実させようとする、

ワーク・ライフ・バランスの推進や、企業において、従業員の仕事と子育ての両立を支援する

ための一般事業主行動計画を策定し、届け出ることを義務付けた、次世代育成支援対策推進法

推進のため、庁内関係各課と連携をとりながら、周知・啓発を行います。 

(2) 育児・介護休業制度の普及と共同参画            【男女共同参画課】 

男女平等に対する意識啓発及び男女が平等な職場づくりや多様な働き方ができる環境づく

りの促進を図るため、商工会議所との共催で、男女共同参画優良企業表彰を実施していました

が、今後は、企業等への啓発をさらに促進するため別の方法を検討するとともに、商工会議所

や関係部署との連携を強化していきます。 
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８．子育て支援体制の充実 

［現状と課題］ 

少子化、核家族化、地域社会との結びつきの希薄化などにより、孤立感や不安感を抱えなが

ら子育てをしている母親は少なくありません。 

こうした孤立した母親への支援を含め、子育て支援に対するニーズは多岐にわたり、その重

要性も増しています。 

これらの多様化したニーズに対応していくためには、地域の子育てサークル等との連携強化

を図りつつ、こうした自主的な子育て支援の取り組みに対する活動の場の提供など、地域社会

との協働による取り組みが不可欠です。 

(1) 子育て支援センターの充実                     【保育課】 

地域全体において子育てを支援する基盤を形成するため、子育てを行う保護者への育児相談

や指導、親子教室や子育て情報の提供、保護者の交流や児童の遊び場の提供を行うことを目的

とします。 

子育て支援センターには保育士、看護師、栄養士、心理発達相談員が在籍し、専門職員によ

り状況に応じた相談の実施のほか様々な情報提供や交流活動を行っています。現在、南本町と

高根台の２ヶ所に設置されている子育て支援センターの特徴を他地域にも活用するために、保

育園等の施設を利用した事業を展開していきます。 

(2) 児童ホームの子育て支援機能の充実               【児童育成課】 

児童ホームでは、「子育てが楽しい」と感じることができ、安心して遊ばせることができる

場を提供し、また、親子のつどいや親子教室などの事業を実施し、親が孤独な子育てを強いら

れることのないよう親同士の交流、友達づくりを図っています。 

児童ホームには、保育士等の資格を有する厚生員を配置していますので、子育て支援の事業

の充実を図るとともに、他の機関との連携を密にすることにより、相談機能の充実を図ってい

きます。また、地域の社会福祉協議会などの諸団体やボランティアを積極的に事業に取り込み、

地域の人と親子を結ぶ場としての役割も図っていきます。 

(3) 子育てサークルの活動支援           【保育課、公民館、健康増進課】 

子育て仲間との交流により友だちを得たり、支え合い、学び合うとともにサークル相互の交

流を深め、子育てに関する情報交換や啓発活動、人材ネットワーク化などを図ります。 

公民館においては、子育て講座や親子の交流のための子育てサロンなどの事業を通して、地

域の子育てサークルの育成や自主的に誕生したサークルへの積極的な働きかけにより地域で

繋がりを見出していきます。 

子育て支援センターでは、地域の子育てサークルへの出前講座（あそびやミニ講座・相談）

の取り組みやセンター内での交流の場を提供しています。今後、センター内での集い等の取り

組みから、子育てサークルづくりへの支援、サークルリーダーの研修等さらに進めていきます。 

地域においては、その地区の子育ての実情を踏まえて、身近なところで、気軽に同年齢の親
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子が交流をもてるようになるためのきっかけづくりとして、健康相談や健康教育を今後も計画

していきます。 

(4) 妊産婦へのホームヘルプサービス             【福祉サービス公社】 

妊産婦の母体保護と育児に伴う家事の軽減を図るため、ホームヘルパーを派遣します。 

財団法人船橋市福祉サービス公社では、妊娠から産後１年間までの妊産婦に対し、有償でホ

ームヘルパーを派遣し、家事援助サービスを実施しています。サービスの内容は、食事の世話、

衣類の洗濯や補修、住宅等の清掃や整理、生活必需品の買い物などです。サービスの担い手は、

在宅介護に熱意のある市民で、公社に「協力員」として登録している方です。 

(5) 職場研修の推進                     【職員課人材育成室】 

市職員の意識を高めるため、職場研修（ＯＪＴ）を推進します。 

各職場における固有の専門知識・能力を向上するために最も効果的な方法は、その職場にお

いて日常業務を進めながら、業務に関する教育を進める職場研修（ＯＪＴ）です。市では、現

在、人材育成室が中心となって、職場研修の効率的な推進に向けた取り組みを進めています。 

子育てに関連する各職場においても、職場研修を充実させて、子育て支援に対する担当職員

の専門性を高め、意識改革を図り、行政による子育て支援体制の充実・強化を図っていくこと

が求められます。 

人材育成室では、今後も、各職場において、職場研修が積極的に推進されるよう支援してい

きます。 

 

９．ひとり親家庭への支援の充実 

［現状と課題］ 

ひとり親家庭に対しては、その自立を支援・促進するための就労支援などのほか、ひとり親

家庭固有の子育て・保育ニーズへの対応など、より総合的な観点からの支援が必要となってい

ます。 

(1) ひとり親家庭等の福祉の充実（ホームヘルパー）         【児童家庭課】 

母子家庭の母等が疾病その他の理由により一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、

ホームヘルパーを派遣することにより、当該家庭の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭

等の福祉の充実を図ります。 

派遣の対象は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭です。派遣時間は、１時間単位で、１日４時

間以内、週６日間の内で延べ 18 時間以内です。 

(2) 母子家庭等の自立支援の推進        【児童家庭課、児童育成課、保育課】 

母子家庭の母や寡婦の自立のため、各種の就業支援講習の開催などにより、母子家庭等の生

活の安定を支援します。 

母子家庭の母や寡婦の自立のためには、就業機会の確保は極めて重要ですが、実際の母子家
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８．子育て支援体制の充実 

［現状と課題］ 

少子化、核家族化、地域社会との結びつきの希薄化などにより、孤立感や不安感を抱えなが

ら子育てをしている母親は少なくありません。 

こうした孤立した母親への支援を含め、子育て支援に対するニーズは多岐にわたり、その重

要性も増しています。 

これらの多様化したニーズに対応していくためには、地域の子育てサークル等との連携強化

を図りつつ、こうした自主的な子育て支援の取り組みに対する活動の場の提供など、地域社会

との協働による取り組みが不可欠です。 

(1) 子育て支援センターの充実                     【保育課】 

地域全体において子育てを支援する基盤を形成するため、子育てを行う保護者への育児相談

や指導、親子教室や子育て情報の提供、保護者の交流や児童の遊び場の提供を行うことを目的

とします。 

子育て支援センターには保育士、看護師、栄養士、心理発達相談員が在籍し、専門職員によ
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高根台の２ヶ所に設置されている子育て支援センターの特徴を他地域にも活用するために、保

育園等の施設を利用した事業を展開していきます。 

(2) 児童ホームの子育て支援機能の充実               【児童育成課】 

児童ホームでは、「子育てが楽しい」と感じることができ、安心して遊ばせることができる

場を提供し、また、親子のつどいや親子教室などの事業を実施し、親が孤独な子育てを強いら
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域の子育てサークルの育成や自主的に誕生したサークルへの積極的な働きかけにより地域で
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子育て支援センターでは、地域の子育てサークルへの出前講座（あそびやミニ講座・相談）

の取り組みやセンター内での交流の場を提供しています。今後、センター内での集い等の取り

組みから、子育てサークルづくりへの支援、サークルリーダーの研修等さらに進めていきます。 

地域においては、その地区の子育ての実情を踏まえて、身近なところで、気軽に同年齢の親
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子が交流をもてるようになるためのきっかけづくりとして、健康相談や健康教育を今後も計画

していきます。 

(4) 妊産婦へのホームヘルプサービス             【福祉サービス公社】 

妊産婦の母体保護と育児に伴う家事の軽減を図るため、ホームヘルパーを派遣します。 

財団法人船橋市福祉サービス公社では、妊娠から産後１年間までの妊産婦に対し、有償でホ

ームヘルパーを派遣し、家事援助サービスを実施しています。サービスの内容は、食事の世話、

衣類の洗濯や補修、住宅等の清掃や整理、生活必需品の買い物などです。サービスの担い手は、

在宅介護に熱意のある市民で、公社に「協力員」として登録している方です。 

(5) 職場研修の推進                     【職員課人材育成室】 

市職員の意識を高めるため、職場研修（ＯＪＴ）を推進します。 

各職場における固有の専門知識・能力を向上するために最も効果的な方法は、その職場にお

いて日常業務を進めながら、業務に関する教育を進める職場研修（ＯＪＴ）です。市では、現

在、人材育成室が中心となって、職場研修の効率的な推進に向けた取り組みを進めています。 

子育てに関連する各職場においても、職場研修を充実させて、子育て支援に対する担当職員

の専門性を高め、意識改革を図り、行政による子育て支援体制の充実・強化を図っていくこと

が求められます。 

人材育成室では、今後も、各職場において、職場研修が積極的に推進されるよう支援してい

きます。 

 

９．ひとり親家庭への支援の充実 

［現状と課題］ 

ひとり親家庭に対しては、その自立を支援・促進するための就労支援などのほか、ひとり親

家庭固有の子育て・保育ニーズへの対応など、より総合的な観点からの支援が必要となってい

ます。 

(1) ひとり親家庭等の福祉の充実（ホームヘルパー）         【児童家庭課】 

母子家庭の母等が疾病その他の理由により一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、

ホームヘルパーを派遣することにより、当該家庭の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭

等の福祉の充実を図ります。 

派遣の対象は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭です。派遣時間は、１時間単位で、１日４時

間以内、週６日間の内で延べ 18 時間以内です。 

(2) 母子家庭等の自立支援の推進        【児童家庭課、児童育成課、保育課】 

母子家庭の母や寡婦の自立のため、各種の就業支援講習の開催などにより、母子家庭等の生

活の安定を支援します。 

母子家庭の母や寡婦の自立のためには、就業機会の確保は極めて重要ですが、実際の母子家
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庭の母等を取り巻く雇用環境は、就業情報、就業経験の不足や、昨今の経済危機の影響により

厳しい状況にあります。このようなことに対応するため、技能習得講習、就職準備・離転職セ

ミナーの開催、また自立支援プログラム策定事業の実施を通じて、母子家庭等の就業促進と自

立支援を図ります。 

なお、ひとり親家庭の子どもの保育所入所に際しては、保護者が求職活動中でも就労してい

る場合と同等の状況にあるものとし、さらに、入所判定の基準点数に加算点を設け、入所に際

して優先的な取扱いをすることにより、自立の促進をしています。 

また、放課後ルームでは、入所判定の基準点数に加算点を設け、入所に際して優先的な取扱

いを行っています。 

(3) 母子ホームの充実                       【児童家庭課】 

母子ホームは経済的な理由などで 18 歳未満の子どもの養育が十分に行えない母子家庭の自

立を支援する入所施設です。 

母子ホームの定員は 20 世帯で、配偶者のない女性又はこれに準ずる事情のある女性で、そ

の子どもの福祉に欠けるところがある場合に入所させて保護し、自立に向けた支援を行ってい

きます。 

(4) 母子家庭等自立促進計画の推進                 【児童家庭課】 

母子及び寡婦福祉法に基づき、母子家庭等自立促進計画を策定し、総合的な施策を展開して

います。 

施策の内容は、母子家庭及び寡婦の自立促進のため「子育て・生活支援」「就業支援」「養育

費の確保」「経済的支援」などを大きな柱としています。なお、第１次計画は平成 17 年度から

21 年度でありましたが、第２次計画は平成 22 年度から 26 年度までの５年間としています。 
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第８章 情報の提供 
 

情報化社会の中で、携帯電話等をはじめとする情報機器の発達・普及ばかりではなく、日常

生活の中で入手可能な情報そのものも多量化・多様化していますが、その一方で、子どもたち

や子育て中の親一人ひとりがそれぞれに必要とする情報を選別し、また、見つけ出すことは容

易ではない状況があります。 

子どもたちや子育てをする人が誰でも、必要な情報を入手でき、有効に活用できるような情

報提供体制の整備・構築が求められています。 

 

１．情報提供の推進 

［現状と課題］ 

市の子育て支援サービスを利用するとき、さまざまな子育て世帯の状況や実態に応じた情報

を得るために、担当課窓口へお越しいただくことが多いのが現状です。 

市のホームページでは、各課にまたがる市の子育て支援策を見ることができる子育て支援関

連ページを運用しています。今後は、より新しく、詳しい情報を掲載し、子育て支援策を実施

している各外郭団体のホームページとのリンクなど、さらに充実した情報を得ることができる

ホームページが求められます。 

平成 20 年度ニーズ調査によると、携帯電話による「インターネット」の利用は、小学生で

は１割未満に過ぎませんが、中学生では約４割、高校生では約７割となっていることから、子

どもたちへの情報提供の方法として、携帯電話を利用したインターネットの活用が必要です。 

(1) 子育て支援関連ページの充実             【児童家庭課、関係各課】 

市のホームページに子育てや子育て支援サービスに関する情報を掲載し、市民の皆さんに市

の施策について理解を深めてもらい、子育ての負担や不安の軽減を図ります。 

各担当課では、妊娠や出産に関すること、保育園や幼稚園に関すること、各種手当に関する

ことなど、さまざまな子育て支援サービスに関する情報を、自課のホームページで提供してい

ます。また、これらは、トップページの「子育て」のインデックスから容易に検索できるよう

にしています。 

今後も、子育て中の方のニーズに合った情報を一層わかりやすく伝えられるよう整備を進め

ます。 

(2) 子育て情報誌の作成                      【児童家庭課】 

市では、子育てを楽しむための手助けとなることを願い、市の各種サービスをはじめ、子育

て等に関する相談窓口や幼稚園・保育園情報、医療機関情報などについて、わかりやすくまと

めた子育て情報誌「ふなばし子育てナビゲーション」を毎年発行しています。 

母子健康手帳の交付時や子育て家庭の希望者に配布すると同時に、市のホームページにも掲

載しています。 

第８章 情報の提供 

第２部 実施計画 8.情報の提供
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庭の母等を取り巻く雇用環境は、就業情報、就業経験の不足や、昨今の経済危機の影響により

厳しい状況にあります。このようなことに対応するため、技能習得講習、就職準備・離転職セ

ミナーの開催、また自立支援プログラム策定事業の実施を通じて、母子家庭等の就業促進と自

立支援を図ります。 

なお、ひとり親家庭の子どもの保育所入所に際しては、保護者が求職活動中でも就労してい

る場合と同等の状況にあるものとし、さらに、入所判定の基準点数に加算点を設け、入所に際

して優先的な取扱いをすることにより、自立の促進をしています。 

また、放課後ルームでは、入所判定の基準点数に加算点を設け、入所に際して優先的な取扱

いを行っています。 

(3) 母子ホームの充実                       【児童家庭課】 

母子ホームは経済的な理由などで 18 歳未満の子どもの養育が十分に行えない母子家庭の自

立を支援する入所施設です。 

母子ホームの定員は 20 世帯で、配偶者のない女性又はこれに準ずる事情のある女性で、そ

の子どもの福祉に欠けるところがある場合に入所させて保護し、自立に向けた支援を行ってい

きます。 

(4) 母子家庭等自立促進計画の推進                 【児童家庭課】 

母子及び寡婦福祉法に基づき、母子家庭等自立促進計画を策定し、総合的な施策を展開して

います。 

施策の内容は、母子家庭及び寡婦の自立促進のため「子育て・生活支援」「就業支援」「養育

費の確保」「経済的支援」などを大きな柱としています。なお、第１次計画は平成 17 年度から

21 年度でありましたが、第２次計画は平成 22 年度から 26 年度までの５年間としています。 
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第８章 情報の提供 
 

情報化社会の中で、携帯電話等をはじめとする情報機器の発達・普及ばかりではなく、日常

生活の中で入手可能な情報そのものも多量化・多様化していますが、その一方で、子どもたち

や子育て中の親一人ひとりがそれぞれに必要とする情報を選別し、また、見つけ出すことは容

易ではない状況があります。 

子どもたちや子育てをする人が誰でも、必要な情報を入手でき、有効に活用できるような情

報提供体制の整備・構築が求められています。 

 

１．情報提供の推進 

［現状と課題］ 

市の子育て支援サービスを利用するとき、さまざまな子育て世帯の状況や実態に応じた情報

を得るために、担当課窓口へお越しいただくことが多いのが現状です。 

市のホームページでは、各課にまたがる市の子育て支援策を見ることができる子育て支援関

連ページを運用しています。今後は、より新しく、詳しい情報を掲載し、子育て支援策を実施

している各外郭団体のホームページとのリンクなど、さらに充実した情報を得ることができる

ホームページが求められます。 

平成 20 年度ニーズ調査によると、携帯電話による「インターネット」の利用は、小学生で

は１割未満に過ぎませんが、中学生では約４割、高校生では約７割となっていることから、子

どもたちへの情報提供の方法として、携帯電話を利用したインターネットの活用が必要です。 

(1) 子育て支援関連ページの充実             【児童家庭課、関係各課】 

市のホームページに子育てや子育て支援サービスに関する情報を掲載し、市民の皆さんに市

の施策について理解を深めてもらい、子育ての負担や不安の軽減を図ります。 

各担当課では、妊娠や出産に関すること、保育園や幼稚園に関すること、各種手当に関する

ことなど、さまざまな子育て支援サービスに関する情報を、自課のホームページで提供してい

ます。また、これらは、トップページの「子育て」のインデックスから容易に検索できるよう

にしています。 

今後も、子育て中の方のニーズに合った情報を一層わかりやすく伝えられるよう整備を進め

ます。 

(2) 子育て情報誌の作成                      【児童家庭課】 

市では、子育てを楽しむための手助けとなることを願い、市の各種サービスをはじめ、子育

て等に関する相談窓口や幼稚園・保育園情報、医療機関情報などについて、わかりやすくまと

めた子育て情報誌「ふなばし子育てナビゲーション」を毎年発行しています。 

母子健康手帳の交付時や子育て家庭の希望者に配布すると同時に、市のホームページにも掲

載しています。 

第８章 情報の提供 

第２部 実施計画 8.情報の提供
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(3) 子育て支援総合コーディネーター事業の推進           【児童家庭課】 

子育てに関する相談窓口や子育て支援サービスにはさまざまなものがあり、利用者から見て、

自分のニーズに合ったサービスはどのようなものがあるのか、またどこでどのようなサービス

が受けられるのか、どのような相談窓口があるのか、分かりづらい場合があります。 

子育て支援コーディネーターは、子育て支援に関する具体的なニーズはあるが、どこに相談

したら良いか分からない、どのようなサービスを利用できるのか分からないといった方に対し、

その人のニーズや要望に合った具体的な子育て支援サービスの提案や各種相談窓口の案内を

行います。 

また、親子が集まる場所に出向いて情報提供や相談業務を行うなど、コーディネーターの更

なる活用について検討していきます。 

 

(4) こどもホームページの充実               【児童家庭課、広報課】 

船橋の次世代を担っていく子どもたちが市の施設や市政のしくみなど、自らが必要な情報を

選び、活用できる力を身につけてもらえるよう「ふなばししやくしょ こどもホームページ」

を開設しています。 

こどもホームページは、船橋市の次代を担っていく子どもたちに直接市の情報を届ける仕組

みを作ることで、情報化の進む社会の中、自らが必要な情報を選択し、活用できる能力を身に

つけてもらえるよう作成したものです。 

漢字のあとにかっこ書きでフリガナを入れるなど、小学校３年生の児童が理解できる内容と

しており、市役所の仕事や児童ホームの施設ガイド等の公共施設情報を載せているほか、おお

むね高校生までが利用できるよう、中高生のページなども設けています。 

今後も、子どもたちにより親しみやすく、わかりやすいホームページを提供できるよう、順

次サイトの拡充と修正を図ります。 
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第９章 協働の子育て 
 

核家族化、都市化が進む中、子育てはその子どもをもつ家庭だけのものではなく、地域社会

全体で見守り、支援していく協働の視点が重要になってきます。 

子どもにとっても、地域社会は家族以外のさまざまな人と出会い、ふれあう交流の場でもあ

ります。 

子育てに関わるすべての市民や団体等への支援と連携を含め、地域社会全体で子育てを支援

していく体制づくりを進める必要があります。 

 

１．子育てを支援する地域社会づくり 

［現状と課題］ 

民生委員児童委員は、児童福祉に関する個別援助や児童健全育成・子育て支援活動を行って

いますが、近年、非行、いじめ、児童虐待の相談や、子育てに不安を感じている保護者からの

相談が増えています｡このような状況の中、担当地域の民生委員児童委員だけでは対応が困難

であり、地域ぐるみの支援体制の充実強化を図る必要があります｡ 

保護者が長時間勤務や夜間勤務により保育できない子どもの問題、保育園と放課後ルームに

兄弟で入所している場合の連携、障害児として保育園に入所している児童の就学時の進路に関

する問題など、庁内外を連携しなければ解決が困難な課題があります。 

(1) 子育て支援ネットワークの構築           【児童家庭課、健康増進課】 

子育て家庭を社会全体で支援していくために、家庭や地域の機能を支えるための仕組みを構

築していくことが重要です。庁内外の関係機関等が連携して、子育てを支援していきます。 

子育てに関するさまざまな問題に対して、個々の機関のみでは十分に対応できない場合があ

ります。本市では、平成 19 年４月に、警察・弁護士・医師・歯科医師・自治会・民生委員児

童委員・社会福祉協議会・児童相談所などから構成される要保護児童及びＤＶ対策地域協議会

を設置し、児童虐待の問題や、要保護児童等に対する支援に対し、専門性を持つ関係機関が連

携して効果的に取り組める体制を構築しています。 

また、地域ふれあい型の子育て支援を実現するために、子育て支援センター、児童ホーム、

公民館等と連携を図りながら、地域内の既存組織（地区社会福祉協議会・子育てサークル）が

活動しやすい子育て支援体制づくりを行っています。 

(2) 子育ち・子育てに関する地域貢献活動の推進             【職員課】 

職員が、子どもの健全育成のための活動、交通安全活動、防犯・少年非行防止活動等の地域

貢献活動に、地域の一員として積極的に協力できるよう、超過勤務の縮減を図る等、ワーク・

ライフ・バランスの推進に努めます。 
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(3) 子育て支援総合コーディネーター事業の推進           【児童家庭課】 

子育てに関する相談窓口や子育て支援サービスにはさまざまなものがあり、利用者から見て、

自分のニーズに合ったサービスはどのようなものがあるのか、またどこでどのようなサービス

が受けられるのか、どのような相談窓口があるのか、分かりづらい場合があります。 

子育て支援コーディネーターは、子育て支援に関する具体的なニーズはあるが、どこに相談

したら良いか分からない、どのようなサービスを利用できるのか分からないといった方に対し、

その人のニーズや要望に合った具体的な子育て支援サービスの提案や各種相談窓口の案内を

行います。 

また、親子が集まる場所に出向いて情報提供や相談業務を行うなど、コーディネーターの更

なる活用について検討していきます。 

 

(4) こどもホームページの充実               【児童家庭課、広報課】 

船橋の次世代を担っていく子どもたちが市の施設や市政のしくみなど、自らが必要な情報を

選び、活用できる力を身につけてもらえるよう「ふなばししやくしょ こどもホームページ」

を開設しています。 

こどもホームページは、船橋市の次代を担っていく子どもたちに直接市の情報を届ける仕組

みを作ることで、情報化の進む社会の中、自らが必要な情報を選択し、活用できる能力を身に

つけてもらえるよう作成したものです。 

漢字のあとにかっこ書きでフリガナを入れるなど、小学校３年生の児童が理解できる内容と

しており、市役所の仕事や児童ホームの施設ガイド等の公共施設情報を載せているほか、おお

むね高校生までが利用できるよう、中高生のページなども設けています。 

今後も、子どもたちにより親しみやすく、わかりやすいホームページを提供できるよう、順

次サイトの拡充と修正を図ります。 
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第９章 協働の子育て 
 

核家族化、都市化が進む中、子育てはその子どもをもつ家庭だけのものではなく、地域社会

全体で見守り、支援していく協働の視点が重要になってきます。 

子どもにとっても、地域社会は家族以外のさまざまな人と出会い、ふれあう交流の場でもあ

ります。 

子育てに関わるすべての市民や団体等への支援と連携を含め、地域社会全体で子育てを支援

していく体制づくりを進める必要があります。 

 

１．子育てを支援する地域社会づくり 

［現状と課題］ 

民生委員児童委員は、児童福祉に関する個別援助や児童健全育成・子育て支援活動を行って

いますが、近年、非行、いじめ、児童虐待の相談や、子育てに不安を感じている保護者からの

相談が増えています｡このような状況の中、担当地域の民生委員児童委員だけでは対応が困難

であり、地域ぐるみの支援体制の充実強化を図る必要があります｡ 

保護者が長時間勤務や夜間勤務により保育できない子どもの問題、保育園と放課後ルームに

兄弟で入所している場合の連携、障害児として保育園に入所している児童の就学時の進路に関

する問題など、庁内外を連携しなければ解決が困難な課題があります。 

(1) 子育て支援ネットワークの構築           【児童家庭課、健康増進課】 

子育て家庭を社会全体で支援していくために、家庭や地域の機能を支えるための仕組みを構

築していくことが重要です。庁内外の関係機関等が連携して、子育てを支援していきます。 

子育てに関するさまざまな問題に対して、個々の機関のみでは十分に対応できない場合があ

ります。本市では、平成 19 年４月に、警察・弁護士・医師・歯科医師・自治会・民生委員児

童委員・社会福祉協議会・児童相談所などから構成される要保護児童及びＤＶ対策地域協議会

を設置し、児童虐待の問題や、要保護児童等に対する支援に対し、専門性を持つ関係機関が連

携して効果的に取り組める体制を構築しています。 

また、地域ふれあい型の子育て支援を実現するために、子育て支援センター、児童ホーム、

公民館等と連携を図りながら、地域内の既存組織（地区社会福祉協議会・子育てサークル）が

活動しやすい子育て支援体制づくりを行っています。 

(2) 子育ち・子育てに関する地域貢献活動の推進             【職員課】 

職員が、子どもの健全育成のための活動、交通安全活動、防犯・少年非行防止活動等の地域

貢献活動に、地域の一員として積極的に協力できるよう、超過勤務の縮減を図る等、ワーク・

ライフ・バランスの推進に努めます。 
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(3) 子育ち・子育て支援意識の形成                 【児童家庭課】 

安心して子どもを産み育てることができる社会について、市民や関係者が参加して考える機

会の提供により、子育ち・子育て支援意識の形成を促します。 

地域社会全体で子育てを支援する意識の形成を促すため、各種イベントの開催や広報などを

検討します。 

(4) ボランティア意識の形成                【公民館、社会教育課】 

公民館等の社会教育施設、地域の人材（ボランティア）を活用しながら、子育てを支援する

体制づくりを目指し、みんなで子育てする意識の形成を促しています。主な社会教育施設とし

ては、公民館 25 館、図書館４館があり、公民館では、人材の養成と活用を目指しています。

社会教育課においては、市民大学校の中に学びのコーディネーター学科を開設しており、これ

は子育てに限らず地域での学習活動の企画・運営を担う人材を養成し活用するものです。（卒

業後は、地域の公民館等と一緒に事業を展開しています。）生涯学習サポート事業は、ボラン

ティア登録している市民の講師・指導者が市民の学習活動に出向き、市民の自主的な学習活動

を無償で支援する制度で、年間 400 件を超える学習活動が営まれ、子育てに関する学習項目も

あります。また、公民館において実施している「子どもまつり」は、児童ホーム、青少年育成

団体、公民館利用団体、地域団体、青少年相談員、体育指導委員、ボランティア等が企画・運

営に関わり、地域で一体となった取り組みとなり、子育ての連帯意識が醸成されています。 

(5) ボランティアセンターの充実                【社会福祉協議会】 

船橋市社会福祉協議会内に設置しているボランティアセンターにおいては、ボランティア活

動をしたい人とボランティアを必要としている人の相談を受け、両者が満足できるコーディネ

ートを目指しています。また、ボランティア活動をしたい人からの相談は、行政パートナーと

の連携により市民活動サポートセンター内に設置している市民相談活動窓口でも受けていま

す。 

ボランティアセンターでは、平成 21 年４月１日現在、212 団体（3,635 人）と個人ボランテ

ィア 490 人、計 4,125 人の福祉ボランティアが登録し、活動を行っています。 

ボランティアセンターに登録している人たちの活動は、高齢者や障害者関係のボランティア

活動の比率が高いものの、イベントや講演会等における保育ボランティア活動や、障害児を対

象とした「おもちゃの図書館」での遊びを通じた機能回復支援やおもちゃの貸出といった活動、

子育て中の親子を対象とした地区社協での「子育てサロン」活動といった子育てに関する活動

も徐々に増えてきています。また、福祉教育推進指定校として市立の全小・中学校と高校 16

校を指定し、学校や施設での体験学習の協力、支援に努めています。 

ボランティア活動は、市民の皆さんの自発的な活動ではありますが、ボランティアセンター

では、傷害保険の加入等、少しでも活動がしやすいように環境を整備し、船橋市のボランティ

ア活動の拠点として幅広く認知されるよう、情報提供やボランティア育成事業の充実を図りま

す。 

 

第２部 実施計画 9.協働の子育て 

 

- 69 - 

(6) 市民と行政の協働の推進               【市民協働課、関係各課】 

市民の創意や意欲を活かし、協働によるまちづくりを進めるため、平成 20 年 3 月に「市民

協働の指針」を策定し、この中で「市民協働」を「あらゆる主体が、それぞれの社会的役割と

責務を認識し、互いの持つ特性を尊重しつつ、補完し合い、協力・連携し合いながら、市民福

祉の増進に向けた地域交流の活性化や地域における課題解決という共通の目的のために、創造

的かつ持続的に取り組むこと。」とし、その取り組みを推進するため、インターネットを活用

した市民活動情報サイトの設置や市民協働モデル事業の実施等をしてきました。 

今後もこれらを踏まえながら、地域社会で子育てを支援できるよう、市民協働を推進してい

きます。 

(7) 民生委員児童委員活動の充実                  【地域福祉課】 

民生委員児童委員は、民生委員法と児童福祉法で規定された制度ボランティアです。 

民生委員児童委員には、区域担当の民生委員児童委員と児童福祉に関する事項を専門に担当

する主任児童委員がおり、市役所、児童福祉関係機関、学校と連絡を密にして、施策や活動状

況を把握し、担当地域において児童福祉に関する個別援助や児童健全育成、子育て支援活動を

行っています。 

民生委員児童委員が担当地域で活動するにあたり、児童福祉関係等の研修会、児童福祉機関

との意見交換を開催し、資質の向上を図ります。 

(8) 地域に根ざした青少年健全育成                  【青少年課】 

地域社会における青少年関係の各団体と連携し、青少年団体活動や交流活動などの学校外で

の活動を促進します。 

地域の公民館、児童ホーム等を会場として、町会、自治会、青少年相談員等が主体となり、

さまざまな青少年施策が実施されていますが、これからは各団体、地域が一体となった取り組

みが重要です。 

平成 17 年度より、毎月第３土曜日を「ふなばしハッピーサタデ―」とし、公民館を主体に

地域の団体、町会・自治会、学校と連携を図りながら、スポーツや文化活動など子どもを対象

としたさまざまな事業を実施しています。「地域の子は地域で育てる」という観点から、将来

的には地域が主体となるよう目指していきます。 

(9) 地域の子育て支援事業の推進          【地域福祉課、社会福祉協議会】 

市内 24 の全ての地区コミュニティに設置している地区社会福祉協議会（以下、地区社協）

の活動支援を図ることで、地域の子育て支援事業を推進します。 

船橋市社会福祉協議会（以下、市社協）の支部である地区社協では、市社協を通して市から

活動費について補助金を受けながら、育児相談や保護者への育児に関する情報の提供といった

内容だけでなく母親同士の交流の場ともなっている「子育てサロン事業」を実施しています。

平成 21 年度は 21 地区で実施していますが、今後は全ての地区社協での実施を目指します。 

地域福祉課では「地域福祉活動助成金」によって、NPO・ボランティア団体等の市民活動団
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(3) 子育ち・子育て支援意識の形成                 【児童家庭課】 

安心して子どもを産み育てることができる社会について、市民や関係者が参加して考える機

会の提供により、子育ち・子育て支援意識の形成を促します。 

地域社会全体で子育てを支援する意識の形成を促すため、各種イベントの開催や広報などを

検討します。 

(4) ボランティア意識の形成                【公民館、社会教育課】 

公民館等の社会教育施設、地域の人材（ボランティア）を活用しながら、子育てを支援する

体制づくりを目指し、みんなで子育てする意識の形成を促しています。主な社会教育施設とし

ては、公民館 25 館、図書館４館があり、公民館では、人材の養成と活用を目指しています。

社会教育課においては、市民大学校の中に学びのコーディネーター学科を開設しており、これ

は子育てに限らず地域での学習活動の企画・運営を担う人材を養成し活用するものです。（卒

業後は、地域の公民館等と一緒に事業を展開しています。）生涯学習サポート事業は、ボラン

ティア登録している市民の講師・指導者が市民の学習活動に出向き、市民の自主的な学習活動

を無償で支援する制度で、年間 400 件を超える学習活動が営まれ、子育てに関する学習項目も

あります。また、公民館において実施している「子どもまつり」は、児童ホーム、青少年育成

団体、公民館利用団体、地域団体、青少年相談員、体育指導委員、ボランティア等が企画・運

営に関わり、地域で一体となった取り組みとなり、子育ての連帯意識が醸成されています。 

(5) ボランティアセンターの充実                【社会福祉協議会】 

船橋市社会福祉協議会内に設置しているボランティアセンターにおいては、ボランティア活

動をしたい人とボランティアを必要としている人の相談を受け、両者が満足できるコーディネ

ートを目指しています。また、ボランティア活動をしたい人からの相談は、行政パートナーと

の連携により市民活動サポートセンター内に設置している市民相談活動窓口でも受けていま

す。 

ボランティアセンターでは、平成 21 年４月１日現在、212 団体（3,635 人）と個人ボランテ

ィア 490 人、計 4,125 人の福祉ボランティアが登録し、活動を行っています。 

ボランティアセンターに登録している人たちの活動は、高齢者や障害者関係のボランティア

活動の比率が高いものの、イベントや講演会等における保育ボランティア活動や、障害児を対

象とした「おもちゃの図書館」での遊びを通じた機能回復支援やおもちゃの貸出といった活動、

子育て中の親子を対象とした地区社協での「子育てサロン」活動といった子育てに関する活動

も徐々に増えてきています。また、福祉教育推進指定校として市立の全小・中学校と高校 16

校を指定し、学校や施設での体験学習の協力、支援に努めています。 

ボランティア活動は、市民の皆さんの自発的な活動ではありますが、ボランティアセンター

では、傷害保険の加入等、少しでも活動がしやすいように環境を整備し、船橋市のボランティ

ア活動の拠点として幅広く認知されるよう、情報提供やボランティア育成事業の充実を図りま

す。 
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(6) 市民と行政の協働の推進               【市民協働課、関係各課】 

市民の創意や意欲を活かし、協働によるまちづくりを進めるため、平成 20 年 3 月に「市民

協働の指針」を策定し、この中で「市民協働」を「あらゆる主体が、それぞれの社会的役割と

責務を認識し、互いの持つ特性を尊重しつつ、補完し合い、協力・連携し合いながら、市民福

祉の増進に向けた地域交流の活性化や地域における課題解決という共通の目的のために、創造

的かつ持続的に取り組むこと。」とし、その取り組みを推進するため、インターネットを活用

した市民活動情報サイトの設置や市民協働モデル事業の実施等をしてきました。 

今後もこれらを踏まえながら、地域社会で子育てを支援できるよう、市民協働を推進してい

きます。 

(7) 民生委員児童委員活動の充実                  【地域福祉課】 

民生委員児童委員は、民生委員法と児童福祉法で規定された制度ボランティアです。 

民生委員児童委員には、区域担当の民生委員児童委員と児童福祉に関する事項を専門に担当
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体が実施する地域ぐるみの福祉活動の活性化を推進しています。本制度では地域ぐるみの子育

て支援事業も助成対象としています。なお、助成決定については一定の審査があります。 

さらに、地域ぐるみの福祉活動を活性化していくため、地域福祉課内に地域福祉支援員を配

置し、地域における活動を支援しています。 

今後は児童家庭課内に配置された子育て支援コーディネーターとも連携を図り、地域ぐるみ

の子育て支援活動の活性化も目指します。 

 

２．子育て交流の活性化 

［現状と課題］ 

子育てに伴う喜びや楽しさ、または、悩みや苦労について、同じ子育て中の人同士で共有し

あい、支えあえる仲間を持つことは大切である一方で、核家族化や近隣との付き合いの希薄化

により、そうした仲間や機会を身近に持つことが難しい現状があります。 

平成 20 年度ニーズ調査からも、近所付き合いは「時々立ち話をする」程度が最も多くなって

います。 

これからの世代を担う子どもたちの成長を地域全体で支えていくためにも、子育て家庭を見守り、

必要があれば手を差し伸べられるように、地域の交流を深めるための取り組みが必要です。 

また、学校教育の諸問題は、学校内だけではなく、学校と家庭・地域社会が協力しながら、

一体となってその解決に向けて取り組んでいくことが大切です。 

(1) 地域のための保育園事業の推進                   【保育課】 

市内の認可保育所において、地域住民、保育園に通っていない子どもや保護者及び学校、養

護・高齢者施設との交流を図り、地域の子育て支援として、育児講座、育児相談、園庭開放、

子育て情報誌「すくすくだより」を発行しています。また、保育園職員が近隣の公園等で出前

保育を行うほか、小中高生のボランティア、現場学習を受け入れ、職業体験を通した次世代育

成の場を設けています。 

今後も地域に開かれた社会資源として、保育園の持つ専門的機能を地域住民のために活用し、

地域の需要に応じた幅広い活動を推進します。 

(2) 地域に開かれた学校づくりの推進    

  【教育委員会総務課、指導課、施設課、生涯スポーツ課、市立高校】 

学校、家庭、地域社会の交流を通して相互理解と協力支援体制を進め、地域の実態に応じた

特色ある学校教育を進めるとともに、地域に根ざした、開かれた学校づくりを目指します。 

また、余裕教室、体育館、校庭、プールなどの開放により、学校において子どもが地域の人々

と交流し、さまざまな社会環境にふれられるような機会を充実させ、同時に学校を地域におけ

る生涯スポーツ・レクリエーション活動の拠点とします。 

各学校において、1,000 か所ミニ集会の開催、授業や行事などの教育活動への地域の人々の

参加、ホームページを作成して情報を公開するなど、地域に学校を開く工夫を進めています。

また、教育委員会が策定した「ふなばしの教育」において、学校、家庭、地域の連携を強化し、
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地域の子どもを地域で守り育てる体制の構築を推進目標としました。地域の学校としての教育

活動を活性化するとともに、保護者や地域に信頼される学校づくりを推進し、地域ぐるみで学

校を支援する体制の充実を図ります。 

1,000 か所ミニ集会では、校外から自治会、敬老会、警察署、近隣の児童ホーム、病院など

の関係者、ＰＴＡ、後援会、市民の会、民生委員児童委員、スポーツ団体、放課後ルームなど

各校に関係の深い方の参加をお願いしています。参加者の方と学校内外の情報交換をし、子ど

もたちのためのより良い学校づくりや指導のあり方等についての話し合いを行います。 

また、余裕教室は、各学校の実態に応じて放課後ルーム、老人デイサービスセンター、市民

図書室などとして利用が進められています。今後も、児童生徒の減少により、普通教室として

使用しなくなった教室については、有効活用が図られるよう研究をしていきます。図書室、視

聴覚室、会議室等も支障のない限り全校で市民に開放しています。これは、単に地域に場を提

供するだけではなく、子どもたちが一緒に体験学習するなど、学校の教育活動と地域活動の交

流を深めるためです。 

学校の体育施設の開放も行っており、各学校に運営委員会を組織し、登録団体の可否や利用

日の調整などを行っています。個人利用、住民の運営管理を視野に入れて、利用方法、運営委

員会のあり方等の検討を進めます。  

(3)発達支援保育等の充実                  【保育課、児童育成課】 

船橋市は、平成 17 年に船橋市障害児保育実施要綱の一部改正を行い、船橋市発達支援実施

要綱とし平成 18 年 4 月より施行しています。それに伴い「障害」の表現から「発達支援」に

変りました。統合保育の理念から、発達支援を必要とする児童のニーズに沿った保育を行い、

児童の発達を促していくとともに、多様化する保育需要に対応します。 

発達支援保育に応じた保育園の運営や、発達支援を必要とする児童に応じた保育ができるよ

うに、保育士、保育職員等の研修を行い職員の資質の向上を図っています。 

また、保育園入所後も家庭・専門機関等との連携や、療育支援課の専門職による保育園巡回

相談で助言を受けながら保育に反映させています。 

保育園は療育施設ではありませんが、保護者の発達支援保育に対するニーズは非常に高いも

のがあり、今後も発達支援保育のあり方について充分な検討を行い、充実を目指していきます。 

また、特別支援学級や普通学級に通う障害児で保護者が就労している場合、体験入所を通じ

て、放課後ルームにおいて受入れを行っていますが、児童の障害の種類、程度に応じた活動が

出来るように、指導員の研修、資質の向上を図ります。 

(4) 障害児の幼児教育の充実                      【学務課】 

障害児を受け入れ、指導をしている幼稚園に対して私立幼稚園運営費補助金（障害児指導補

助）を交付することにより、障害のある幼児の教育の充実を図ります。 

(5)巡回相談の充実                        【療育支援課】 

心理発達相談員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士などの療育の専門家が、保

育園や幼稚園などへの巡回相談を行います。 
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体が実施する地域ぐるみの福祉活動の活性化を推進しています。本制度では地域ぐるみの子育

て支援事業も助成対象としています。なお、助成決定については一定の審査があります。 

さらに、地域ぐるみの福祉活動を活性化していくため、地域福祉課内に地域福祉支援員を配

置し、地域における活動を支援しています。 

今後は児童家庭課内に配置された子育て支援コーディネーターとも連携を図り、地域ぐるみ

の子育て支援活動の活性化も目指します。 

 

２．子育て交流の活性化 

［現状と課題］ 

子育てに伴う喜びや楽しさ、または、悩みや苦労について、同じ子育て中の人同士で共有し

あい、支えあえる仲間を持つことは大切である一方で、核家族化や近隣との付き合いの希薄化

により、そうした仲間や機会を身近に持つことが難しい現状があります。 

平成 20 年度ニーズ調査からも、近所付き合いは「時々立ち話をする」程度が最も多くなって

います。 

これからの世代を担う子どもたちの成長を地域全体で支えていくためにも、子育て家庭を見守り、

必要があれば手を差し伸べられるように、地域の交流を深めるための取り組みが必要です。 

また、学校教育の諸問題は、学校内だけではなく、学校と家庭・地域社会が協力しながら、

一体となってその解決に向けて取り組んでいくことが大切です。 

(1) 地域のための保育園事業の推進                   【保育課】 

市内の認可保育所において、地域住民、保育園に通っていない子どもや保護者及び学校、養

護・高齢者施設との交流を図り、地域の子育て支援として、育児講座、育児相談、園庭開放、

子育て情報誌「すくすくだより」を発行しています。また、保育園職員が近隣の公園等で出前

保育を行うほか、小中高生のボランティア、現場学習を受け入れ、職業体験を通した次世代育

成の場を設けています。 

今後も地域に開かれた社会資源として、保育園の持つ専門的機能を地域住民のために活用し、

地域の需要に応じた幅広い活動を推進します。 

(2) 地域に開かれた学校づくりの推進    

  【教育委員会総務課、指導課、施設課、生涯スポーツ課、市立高校】 

学校、家庭、地域社会の交流を通して相互理解と協力支援体制を進め、地域の実態に応じた

特色ある学校教育を進めるとともに、地域に根ざした、開かれた学校づくりを目指します。 

また、余裕教室、体育館、校庭、プールなどの開放により、学校において子どもが地域の人々

と交流し、さまざまな社会環境にふれられるような機会を充実させ、同時に学校を地域におけ

る生涯スポーツ・レクリエーション活動の拠点とします。 

各学校において、1,000 か所ミニ集会の開催、授業や行事などの教育活動への地域の人々の

参加、ホームページを作成して情報を公開するなど、地域に学校を開く工夫を進めています。

また、教育委員会が策定した「ふなばしの教育」において、学校、家庭、地域の連携を強化し、
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地域の子どもを地域で守り育てる体制の構築を推進目標としました。地域の学校としての教育

活動を活性化するとともに、保護者や地域に信頼される学校づくりを推進し、地域ぐるみで学

校を支援する体制の充実を図ります。 

1,000 か所ミニ集会では、校外から自治会、敬老会、警察署、近隣の児童ホーム、病院など

の関係者、ＰＴＡ、後援会、市民の会、民生委員児童委員、スポーツ団体、放課後ルームなど

各校に関係の深い方の参加をお願いしています。参加者の方と学校内外の情報交換をし、子ど

もたちのためのより良い学校づくりや指導のあり方等についての話し合いを行います。 

また、余裕教室は、各学校の実態に応じて放課後ルーム、老人デイサービスセンター、市民

図書室などとして利用が進められています。今後も、児童生徒の減少により、普通教室として

使用しなくなった教室については、有効活用が図られるよう研究をしていきます。図書室、視

聴覚室、会議室等も支障のない限り全校で市民に開放しています。これは、単に地域に場を提

供するだけではなく、子どもたちが一緒に体験学習するなど、学校の教育活動と地域活動の交

流を深めるためです。 

学校の体育施設の開放も行っており、各学校に運営委員会を組織し、登録団体の可否や利用

日の調整などを行っています。個人利用、住民の運営管理を視野に入れて、利用方法、運営委

員会のあり方等の検討を進めます。  

(3)発達支援保育等の充実                  【保育課、児童育成課】 

船橋市は、平成 17 年に船橋市障害児保育実施要綱の一部改正を行い、船橋市発達支援実施

要綱とし平成 18 年 4 月より施行しています。それに伴い「障害」の表現から「発達支援」に

変りました。統合保育の理念から、発達支援を必要とする児童のニーズに沿った保育を行い、

児童の発達を促していくとともに、多様化する保育需要に対応します。 

発達支援保育に応じた保育園の運営や、発達支援を必要とする児童に応じた保育ができるよ

うに、保育士、保育職員等の研修を行い職員の資質の向上を図っています。 

また、保育園入所後も家庭・専門機関等との連携や、療育支援課の専門職による保育園巡回

相談で助言を受けながら保育に反映させています。 

保育園は療育施設ではありませんが、保護者の発達支援保育に対するニーズは非常に高いも

のがあり、今後も発達支援保育のあり方について充分な検討を行い、充実を目指していきます。 

また、特別支援学級や普通学級に通う障害児で保護者が就労している場合、体験入所を通じ

て、放課後ルームにおいて受入れを行っていますが、児童の障害の種類、程度に応じた活動が

出来るように、指導員の研修、資質の向上を図ります。 

(4) 障害児の幼児教育の充実                      【学務課】 

障害児を受け入れ、指導をしている幼稚園に対して私立幼稚園運営費補助金（障害児指導補

助）を交付することにより、障害のある幼児の教育の充実を図ります。 

(5)巡回相談の充実                        【療育支援課】 

心理発達相談員や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士などの療育の専門家が、保

育園や幼稚園などへの巡回相談を行います。 
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行動面や対人関係において気になる園児や障害のある園児について、園の指導者がよりよく

園児を理解し、園での生活がスムーズにいくよう、園の指導者と専門職が共に考え、支えてい

きます。 
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第 10 章 次世代の育成 
 

社会にとって、子どもは次代を担うかけがえのない宝です。 

社会環境の変化や価値観の多様化する中、子どもがそれぞれの夢を持って生き生きと学び、

自尊心と責任感を持って、次代を担う自立した大人になるように、子どもたちの主体的な学習

を支援することが重要です。 

 

１．市民性を育てる教育の推進 

［現状と課題］ 

子どもは次代を担う市民として、コミュニケーション能力や問題を解決する力等を身につけ、

自尊心と責任感を持って地域社会と関わっていくことが求められます。 

そのような「市民性」は、地域社会において子どもたちが自ら主体的・体験的に学ぶもので

あり、特にボランティア体験の意義は大きいといわれています。 

ボランティア体験等は学校教育にも導入されていますが、より自発的にボランティア活動に

参加し、行動する意識・意欲は、まだ十分に根付いているとはいえない状況です。 

(1) 子ども参加の推進                   【児童育成課、公民館】 

児童ホームでは、遊び場や、事業を一方的に提供するだけでなく、子どもが企画の段階から

実行委員として関わる事業を展開し、子どもが主体となり、様々な人と協力しあいながら、人

間関係づくりができるよう努めています。 

公民館の事業の企画や実施において子どもの参加を進めます。公民館では、子どもが参加で

きるさまざまな事業を行っていますが、地域で開催される「子どもまつり」等において、企画

段階からの子どもの参加を推進します。 

子どもの社会への参加の実現により、利用主体である子どもたちのニーズを生かします。さ

らに、子どもたちが社会の制度や規律に対する理解を深めながら役割を果たすことにより、自

尊感情を高めるとともに、人間関係づくりにより成長できるように努めます。 

(2) 福祉教育の推進             【指導課、社会福祉協議会、障害福祉課】 

子どもたちが幼児、高齢者や障害児・者とふれあう経験、ボランティア経験などを通して、

やさしさ、思いやり、いたわりを持って人と接し、共に生きようとする意識や力を育てます。 

学校では、全教育活動を通して福祉教育を推進しており、特に総合的な学習の時間において、

多くの学校で取り組んでいます。この総合的な学習の時間においては、福祉を課題とした学校

や学年が、福祉体験学習・地域との交流に関わる活動を行っています。具体的には、地域のお

年寄りを招いての交流、障害のある方々との学校内外での交流、様々な福祉施設を訪問しての

交流、車椅子体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験など、幅広く学習しています。 

社会福祉協議会においては、小学生や保護者等を対象に視覚・聴覚・肢体不自由の障害者に

よる講話や模擬体験などを通して障害者について正しく理解することとコミュニケーション
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行動面や対人関係において気になる園児や障害のある園児について、園の指導者がよりよく

園児を理解し、園での生活がスムーズにいくよう、園の指導者と専門職が共に考え、支えてい

きます。 
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方法や接し方などを学習することを目的とした福祉体験講座を開催しています。 

障害者に対する理解を深めてもらううえでも一定の効果のある事業であると考えているこ

とから、今後も継続し実施します。 

(3) 職場体験・現場学習の推進                【指導課、市立高校】 

中学・高校生が実際に社会を体験的に学習することにより、生きた知識・技術を身につける

とともに、コミュニケーション能力や組織内の人間関係が重要であることの認識を深めます。 

このような経験を通して、自己実現の意味の理解を深め「職業観・勤労観」を育成します。 

中学校では、総合的な学習の時間や特別活動の進路指導の一つとして、多くの学校では職場

体験活動を取り入れています。例えば、公共施設、福祉施設、コンピュータ関連会社、自営業、

飲食店、百貨店、新聞社、幼稚園、高等学校、病院、薬局などの様々な事業所と連携して、１

～３日程度の学習を実施しています。自分たちで地域の会社や事業所などに体験活動の許可を

いただいたりすることもあります。このような体験を通して、自己の生き方を見つめたり将来

の仕事についての意識を高めています。 

市立船橋高等学校では、商業科３学年全員を対象として科目「課題研究」の中でインターシ

ップ(職場体験）を３日間実施しています。また、普通科・体育科の就労希望者を対象にして、

１日実施しています。 

今後は、各学校が生徒受入れ先の事業との連携を密にし、継続的に実施できるよう努力する

とともに、商工会議所等と連携して常に新事業所の開発に努め、意義ある活動となるように努

めていきます。 

(4) 命を大切にする人権教育の充実          【総合教育センター、指導課】 

学校では、心に響く道徳教育の連携の中で、生命に対する畏敬の念に根ざした人間尊重の精

神を培う人権教育を推進しています。 

緊急を要する教育的問題である「いじめ」等に関しては、全校的な研修、指導体制づくりに

努めるとともに、全教育活動の中で積極的に生命と人権の尊重の教育実践を推進しています。 

また、総合教育センターにおいても、心の教育研修講座、教育相談研修講座等を実施し、教

員の資質・指導力の向上に努めています。さらに、今後は特別支援を要する子どもたちへの理

解や指導についての研修を充実させる予定です。 

その他にも、思いやりの心や生きる力をはぐくみ、命の大切さへの認識を高める「命を大切

にするキャンペーン」、市内９中学校を重点校とした「全国中学生人権作文コンテスト」、市内

10 小学校の「人権の花運動」への取り組みなどを通して、心豊かな児童生徒の育成を図りま

す。 

(5) ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）の実施           【公民館】 

子ども自身が誘拐や虐待などから身を守る方法を身に付けることを目的として、ＣＡＰ（キ

ャップ）ワークショップを実施します。ＣＡＰは、「子どもへの暴力防止（Child Assault 

Prevention）」の頭文字で、子ども自身が誘拐や虐待などにどう対処し、いかに身を守るかを

人形劇や役割劇、話合いなど年齢に応じた参加型学習を通じて身に付けるプログラムです。

第２部 実施計画 10.次世代の育成 

 

- 75 - 

　公民館では、小中学校ＰＴＡ等と協力して家庭教育セミナーを中心に取り上げています。学

習内容やプログラムは、学習生の要望に基づき、学級運営委員会等で話合い、取組みを決定し

ていますが、そうした中で取り入れていきます。 

 

２．社会の変化に対応した教育の推進 

［現状と課題］ 

児童生徒の興味・関心等が多様化する中で、一人ひとりの個性をかけがえのないものとして

尊重し、その伸長を図ることが課題となっています。一人ひとりの適性や発達に応じて個性や

能力を伸ばしていけるよう、多様な学習機会の拡充を図る必要があります。 

また、これからの社会においては、子どもたちが生きる力や夢を育むとともに、子どもたち

自身が多様な人間関係の中でコミュニケーション能力の重要性や組織内における人間関係の

大切さを知り、一人ひとりの夢と希望に基づいた自己実現のための力をつけていくことが求め

られており、そのための教育・支援が重要になってきます。 

(1) 情報活用能力の育成                   【総合教育センター】 

高度情報通信ネットワーク社会に対応した人材を育成するため、学校を中心とした教育の情

報化を推進し、子どもたちが情報活用能力を身に付けられるように努めます。 

情報活用能力を育成するために、各学校において発達段階に応じた指導を計画的に実施しま

す。情報活用能力を育成する過程で、情報モラル教育やメディアの特性を理解し、適切な選択

と活用ができる能力（メディアリテラシー）についても扱います。また、教職員の情報教育に

関する指導技術の向上により、子どもたちの情報活用能力の充実を図ります。 

(2) 環境教育の推進                    【環境保全課、指導課】 

子どもの身近な自然への関心と理解を深め、大気や水などの環境保全の意識を高めます。 

環境に対する人としての責任と役割を理解し、環境保全に参加する態度及び環境問題解決能

力の育成を図ります。 

親子で参加できる市民対象の環境学習の機会である学習講座及びセミの抜け殻調査・三番瀬

の生物調べ等のイベントを開催しています。 

学校においては、学校の実態や新指導要領に対応して、社会科（ゴミの処理、リサイクル、

リユース等）、理科（環境保全や外来種の移入等）、特別活動（地域環境の美化）、総合的な学

習（地域の環境問題、ゴミとリサイクルの問題等）等、教育活動全般を通して、環境教育を推

進しています。  

(3) 男女平等教育の浸透                    【男女共同参画課】 

ジェンダーは社会や文化によって作られたものであるということを意識しつつ、男女平等意

識の浸透を図るための教育の推進に努めます。 

子どもの行動や生き方を性別によって固定しない男女平等教育を推進するため、家庭、学校、

地域等のあらゆる場や機会において、男女がともに自分らしく社会に参画していくための学習
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リユース等）、理科（環境保全や外来種の移入等）、特別活動（地域環境の美化）、総合的な学

習（地域の環境問題、ゴミとリサイクルの問題等）等、教育活動全般を通して、環境教育を推

進しています。  

(3) 男女平等教育の浸透                    【男女共同参画課】 

ジェンダーは社会や文化によって作られたものであるということを意識しつつ、男女平等意

識の浸透を図るための教育の推進に努めます。 

子どもの行動や生き方を性別によって固定しない男女平等教育を推進するため、家庭、学校、

地域等のあらゆる場や機会において、男女がともに自分らしく社会に参画していくための学習
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機会の充実、情報の収集と提供を続けていきます。 

また、人間としての尊厳を損なうような、親密な関係の中で起きる暴力等は、大人の世界に

限られたことではなく、若年層の中にも、相手を様々な形でコントロールしようとする、いわ

ゆる「デートＤＶ」の問題があります。男女が互いに人権を尊重し、暴力は許さないという意

識を社会全体に浸透させるためには、若いうちからの予防を目的とした教育を進めていくこと

が大切です。 

(4) 国際理解教育の充実               【指導課、秘書課国際交流室】 

地球市民としての自覚と実践的態度、自国の文化を尊重する精神と多様な文化を受容できる

広い視野と調和のとれた態度、自ら課題を見つけ解決する力、地球的な問題を解決するための

国際協調精神、英語によるコミュニケーション能力やコンピュータ活用能力を育て、国際人と

しての生きる力、国際人としての資質を培います。 

船橋市は、昭和 55 年に帰国子女教育研究協議会を組織し、海外から帰国した児童生徒や外

国人児童生徒の受入及び日本の生活への適応指導を進めてきました。 

以来、国際化に向けて全市的に児童生徒や教師の国際理解教育への意識の高揚や小・中・高

等学校における英語教育や国際交流等による国際性を養い、学校だけではなく、地域と共に国

際化を推進しています。文部科学省より「平成 16・17 年度帰国・外国人児童生徒と共に進め

る教育の国際化推進地域」の地域指定を受け、国際化に対応する教育国際化推進委員会を設置

し実践研究を進めてきました。また、外国語指導助手（ＡＬＴ）等による生きた英語教育をは

じめ、外国の生活や文化について寛容な心で、国際社会で生きる「世界に羽ばたく日本人」の

育成を図るため、学校における国際理解教育を推進しています。 

文部科学省より、「平成 19 年度、平成 20・21 年度帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の

委嘱を受け、帰国・外国人児童生徒の受入体制の充実を図り、日本語指導（生活適応等）をは

じめとした、日本語指導員並びに日本語指導協力員の派遣を進めています。 

今後、各学校における特色ある実践研究を通して、学校と地域の国際理解教育への理解と充

実を図り、地球的規模の視点からの国際交流を推進しながら、帰国・外国人児童生徒と他の児

童生徒との日常の交流を通して多文化共生を図ります。  

 

 

 

 

第2部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

１．命のはぐくみ

健康診査等の充実 健康増進課 1歳6か月児健康診査健診率
（専門職と面接した母
子）

96.7% 97% 97% 97% 97% 97%

3歳児健康診査健診率
（専門職と面接した母
子）

89.9% 90.0% 91.0% 91.5% 92.0% 92.5%

母子栄養保健事業の充
実

健康増進課 4か月児健康相談相談者
数（専門職と面接した母
子）

69.9% 70% 71% 72% 73% 75%

母子歯科保健事業の充
実

健康増進課 2歳6か月児歯科検診のむ
し歯有病者率

6.86% 6.5% 6.3% 6.1% 5.8% 5.6%

3歳児健康診査のむし歯
有病者率

19% 18% 17% 16% 15% 14%

市管理施設で全面禁煙を
実施している施設の割合

86％
(平成21年度）

87% 88% 89% 90% 91%

妊娠中にたばこを吸って
いない人の割合

87.7％
（平成21年度）

92%

平成２０年度の状況

24人 （平成19年）

 9人　(平成19年）

２．子どもの心育ち支援

中高生と赤ちゃんのふ
れあいの促進

児童育成課 実施校数 8校 11校 11校 12校 12校 12校

世代間のふれあいの促
進

公民館 世代間交流事業実施公民
館数

14館 18館 20館 22館 24館 26館

プレイパーク事業の実
施

児童育成課 実施箇所 検討 試行 １箇所 １箇所 １箇所

中高生の居場所づくり 児童育成課 実施状況 検討 試行 試行 実施 実施

児童育成課 絵本の読み聞かせ事業実
施回数

388回 390回 400回 400回 400回 400回

絵本の読み聞かせ事業参
加人数

延8,381人 8,400人 8,500人 8,500人 8,500人 8,500人

平成２０年度の状況

172.3ha

―

―

1,172,982冊

454,096冊

目標数値

受動喫煙の防止の推進

指標名

都市公園整備面積

数値目標等
　

　計画を効果的に推進するため、個々の事業や各主要課題などについて以下のような指標により進捗状況等を
点検・評価して行きます。

中高生の居場所利用者数

担当課

第２章の成果指標

事業内容

周産期死亡数

乳児死亡数

図書館における児童書の貸出数

絵本の読み聞かせ事業
の推進

プレイパーク利用者数

図書館蔵書数

健康政策課

第1章の成果指標

平成20年度
現状値等
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機会の充実、情報の収集と提供を続けていきます。 

また、人間としての尊厳を損なうような、親密な関係の中で起きる暴力等は、大人の世界に

限られたことではなく、若年層の中にも、相手を様々な形でコントロールしようとする、いわ

ゆる「デートＤＶ」の問題があります。男女が互いに人権を尊重し、暴力は許さないという意

識を社会全体に浸透させるためには、若いうちからの予防を目的とした教育を進めていくこと

が大切です。 

(4) 国際理解教育の充実               【指導課、秘書課国際交流室】 

地球市民としての自覚と実践的態度、自国の文化を尊重する精神と多様な文化を受容できる

広い視野と調和のとれた態度、自ら課題を見つけ解決する力、地球的な問題を解決するための

国際協調精神、英語によるコミュニケーション能力やコンピュータ活用能力を育て、国際人と

しての生きる力、国際人としての資質を培います。 

船橋市は、昭和 55 年に帰国子女教育研究協議会を組織し、海外から帰国した児童生徒や外

国人児童生徒の受入及び日本の生活への適応指導を進めてきました。 

以来、国際化に向けて全市的に児童生徒や教師の国際理解教育への意識の高揚や小・中・高

等学校における英語教育や国際交流等による国際性を養い、学校だけではなく、地域と共に国

際化を推進しています。文部科学省より「平成 16・17 年度帰国・外国人児童生徒と共に進め

る教育の国際化推進地域」の地域指定を受け、国際化に対応する教育国際化推進委員会を設置

し実践研究を進めてきました。また、外国語指導助手（ＡＬＴ）等による生きた英語教育をは

じめ、外国の生活や文化について寛容な心で、国際社会で生きる「世界に羽ばたく日本人」の

育成を図るため、学校における国際理解教育を推進しています。 

文部科学省より、「平成 19 年度、平成 20・21 年度帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の

委嘱を受け、帰国・外国人児童生徒の受入体制の充実を図り、日本語指導（生活適応等）をは

じめとした、日本語指導員並びに日本語指導協力員の派遣を進めています。 

今後、各学校における特色ある実践研究を通して、学校と地域の国際理解教育への理解と充

実を図り、地球的規模の視点からの国際交流を推進しながら、帰国・外国人児童生徒と他の児

童生徒との日常の交流を通して多文化共生を図ります。  

 

 

 

 

第2部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

１．命のはぐくみ

健康診査等の充実 健康増進課 1歳6か月児健康診査健診率
（専門職と面接した母
子）

96.7% 97% 97% 97% 97% 97%

3歳児健康診査健診率
（専門職と面接した母
子）

89.9% 90.0% 91.0% 91.5% 92.0% 92.5%

母子栄養保健事業の充
実

健康増進課 4か月児健康相談相談者
数（専門職と面接した母
子）

69.9% 70% 71% 72% 73% 75%

母子歯科保健事業の充
実

健康増進課 2歳6か月児歯科検診のむ
し歯有病者率

6.86% 6.5% 6.3% 6.1% 5.8% 5.6%

3歳児健康診査のむし歯
有病者率

19% 18% 17% 16% 15% 14%

市管理施設で全面禁煙を
実施している施設の割合

86％
(平成21年度）

87% 88% 89% 90% 91%

妊娠中にたばこを吸って
いない人の割合

87.7％
（平成21年度）

92%

平成２０年度の状況

24人 （平成19年）

 9人　(平成19年）

２．子どもの心育ち支援

中高生と赤ちゃんのふ
れあいの促進

児童育成課 実施校数 8校 11校 11校 12校 12校 12校

世代間のふれあいの促
進

公民館 世代間交流事業実施公民
館数

14館 18館 20館 22館 24館 26館

プレイパーク事業の実
施

児童育成課 実施箇所 検討 試行 １箇所 １箇所 １箇所

中高生の居場所づくり 児童育成課 実施状況 検討 試行 試行 実施 実施

児童育成課 絵本の読み聞かせ事業実
施回数

388回 390回 400回 400回 400回 400回

絵本の読み聞かせ事業参
加人数

延8,381人 8,400人 8,500人 8,500人 8,500人 8,500人

平成２０年度の状況

172.3ha

―

―

1,172,982冊

454,096冊

目標数値

受動喫煙の防止の推進

指標名

都市公園整備面積

数値目標等
　

　計画を効果的に推進するため、個々の事業や各主要課題などについて以下のような指標により進捗状況等を
点検・評価して行きます。

中高生の居場所利用者数

担当課

第２章の成果指標

事業内容

周産期死亡数

乳児死亡数

図書館における児童書の貸出数

絵本の読み聞かせ事業
の推進

プレイパーク利用者数

図書館蔵書数

健康政策課

第1章の成果指標

平成20年度
現状値等
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22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

３．

．

．

体づくり

健康増進課 食育に関する講座等の開
催回数

118回 120回 120回 120回 120回 120回

食育に関する講座等の参
加親子数

9,469人（延人
数）

4,800組 5,000組 5,200組 5,400組 5,600組

食育事業開催回数 28回 30回 32回 34回 36回 38回

食育事業参加者数 延1,391人 1,400人 1,500人 1,600人 1,700人 1,800人

スポーツ活動を週１回以
上行う人の割合

40％（平成19年
度）

50%

総合型地域スポーツクラ
ブ設置数

3クラブ 6クラブ

平成２０年度の状況

ニーズ調査結果
　小学生　　96.4%
　中高生　　87.8%

資料編　92ページ参照

４ 子どもの学び支援

幼稚園、保育園と小学
校の連携

学務課 幼稚園・小学校合同研修
会開催回数

年5回 年5回 年5回 年5回 年5回 年5回

公民館 子ども対象の公民館事業
数

316事業 320事業 325事業 330事業 340事業 350事業

子ども対象の公民館事業
参加人数

54,125人 55,000人 56,000人 57,000人 59,000人 61,000人

親子対象の公民館事業数 43事業 45事業 50事業 55事業 60事業 65事業

親子対象の公民館事業参
加人数

11,188人 12,000人 13,000人 14,500人 16,000人 17,000人

平成２０年度の状況

684,247冊

５ 子どもの権利保障

子ども条例の研究 児童家庭課 研究 研究 研究 方向性
のとり
まとめ

子どもオンブズパーソ
ン制度の研究

児童家庭課 研究 研究 研究 方向性
のとり
まとめ

療育支援課 さざんか学園定員数 30人 30人 30人 30人 50人 50人

とらのこキッズ定員数 30人 30人 30人 30人 30人 30人

生涯スポー
ツ課

第４章の成果指標

スポーツ・レクリエー
ション活動の推進

食育の推進

子どもの地域における
学習の促進

朝食を摂る子どもの比率

体力測定データ

第３章の成果指標

療育施設の充実

学校図書室の蔵書数

児童育成課
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第2部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

６　安全なまち

交通安全課 自転車等駐輪場 81箇所 82箇所 83箇所 84箇所 84箇所 85箇所

道路建設課 通園通学路のカラー舗装
等工事件数

カラー舗装
938㎡

1件 1件 1件 1件 1件

子育てにやさしい公共
交通施設

総合交通計
画課

鉄道駅エレベーター設置
状況（１日の平均利用者
が5000人以上の旅客施
設）31駅

20駅 30駅 31駅 31駅 31駅 31駅

道路建設課 バリアフリー等工事件数 歩道整備延長
369ｍ

5件 5件 5件 5件 5件

防災課 備蓄倉庫整備数 79箇所 88箇所 92箇所 92箇所 92箇所 92箇所

自主防災組織数 450組織 460 組織 468組織 476組織 484組織 492組織

交通安全教育の推進 交通安全課 幼児・児童対象の交通安
全教室

126回 135回 137回 138回 139回 140回

平成２０年度の状況

51.01%(H21.5.1）

9,437件

2人

4人０～１４歳の児童の事故死者数

市有建築物の耐震化整備プログラム
における耐震化率

第６章の成果指標

防災体制の推進

市内の刑法犯認知件数

人にやさしいみちづく
り

小中学生の交通事故件数

- 79 -
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22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

３．

．

．

体づくり

健康増進課 食育に関する講座等の開
催回数

118回 120回 120回 120回 120回 120回

食育に関する講座等の参
加親子数

9,469人（延人
数）

4,800組 5,000組 5,200組 5,400組 5,600組

食育事業開催回数 28回 30回 32回 34回 36回 38回

食育事業参加者数 延1,391人 1,400人 1,500人 1,600人 1,700人 1,800人

スポーツ活動を週１回以
上行う人の割合

40％（平成19年
度）

50%

総合型地域スポーツクラ
ブ設置数

3クラブ 6クラブ

平成２０年度の状況

ニーズ調査結果
　小学生　　96.4%
　中高生　　87.8%

資料編　92ページ参照

４ 子どもの学び支援

幼稚園、保育園と小学
校の連携

学務課 幼稚園・小学校合同研修
会開催回数

年5回 年5回 年5回 年5回 年5回 年5回

公民館 子ども対象の公民館事業
数

316事業 320事業 325事業 330事業 340事業 350事業

子ども対象の公民館事業
参加人数

54,125人 55,000人 56,000人 57,000人 59,000人 61,000人

親子対象の公民館事業数 43事業 45事業 50事業 55事業 60事業 65事業

親子対象の公民館事業参
加人数

11,188人 12,000人 13,000人 14,500人 16,000人 17,000人

平成２０年度の状況

684,247冊

５ 子どもの権利保障

子ども条例の研究 児童家庭課 研究 研究 研究 方向性
のとり
まとめ

子どもオンブズパーソ
ン制度の研究

児童家庭課 研究 研究 研究 方向性
のとり
まとめ

療育支援課 さざんか学園定員数 30人 30人 30人 30人 50人 50人

とらのこキッズ定員数 30人 30人 30人 30人 30人 30人

生涯スポー
ツ課

第４章の成果指標

スポーツ・レクリエー
ション活動の推進

食育の推進

子どもの地域における
学習の促進

朝食を摂る子どもの比率

体力測定データ

第３章の成果指標

療育施設の充実

学校図書室の蔵書数

児童育成課
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第2部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

６　安全なまち

交通安全課 自転車等駐輪場 81箇所 82箇所 83箇所 84箇所 84箇所 85箇所

道路建設課 通園通学路のカラー舗装
等工事件数

カラー舗装
938㎡

1件 1件 1件 1件 1件

子育てにやさしい公共
交通施設

総合交通計
画課

鉄道駅エレベーター設置
状況（１日の平均利用者
が5000人以上の旅客施
設）31駅

20駅 30駅 31駅 31駅 31駅 31駅

道路建設課 バリアフリー等工事件数 歩道整備延長
369ｍ

5件 5件 5件 5件 5件

防災課 備蓄倉庫整備数 79箇所 88箇所 92箇所 92箇所 92箇所 92箇所

自主防災組織数 450組織 460 組織 468組織 476組織 484組織 492組織

交通安全教育の推進 交通安全課 幼児・児童対象の交通安
全教室

126回 135回 137回 138回 139回 140回

平成２０年度の状況

51.01%(H21.5.1）

9,437件

2人

4人０～１４歳の児童の事故死者数

市有建築物の耐震化整備プログラム
における耐震化率

第６章の成果指標

防災体制の推進

市内の刑法犯認知件数

人にやさしいみちづく
り

小中学生の交通事故件数
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第２部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

７　親への支援

特定不妊治療費助成事
業

健康増進課 助成申請件数 337件 350件 360件 370件 380件 400件

保育園の整備 保育課 保育園入所児童数 7,188人
(平成21年当初)

7,500人 7,900人 8,300人 8,700人 9,000人

延長保育の充実 保育課 児童数 7,188人
(平成21年当初)

7,500人 7,900人 8,300人 8,700人 9,000人

保育課 実施園数 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

定員数 30人 30人 30人 30人 30人 30人

保育課 実施園数 13箇所 14箇所 15箇所 15箇所 15箇所 15箇所

延べ日数 39,000日
（平成21年度）

42,000日 45,000日 45,000日 45,000日 45,000日

保育課 実施箇所数 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所

援助活動の実施件数 5,696件 6,169件 6,369件 6,569件 6,769件 7,000件

ファミリーサポートセン
ターの登録会員数

2,321人 2,832人 2,932人 3,032人 3,132人 3,232人

保育課 実施箇所数 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 4箇所

延べ日数 3,000日
（平成21年度）

3,000日 3,000日 3,000日 3,000日 4,000日

社会参加促進事業にお
ける保育ヘルパー派遣

男女共同参
画課

保育ヘルパー派遣時間 90回 700時間 700時間 700時間 700時間 700時間

家庭的保育事業 保育課 家庭的保育委託児童数 15人 30人 45人 60人 75人

家庭的保育者数 6人 12人 18人 24人 30人

子育て短期支援事業 児童家庭課 トワイライト事業・
ショートステイ事業実施
箇所数

1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所

放課後ルームの充実 児童育成課 放課後ルーム定員数 3,950人 4,414人 4,664人 4,864人 5,014人 5,164人

単独施設公民館での子育
て学習事業実施館数（児
童ﾎｰﾑ併設館除く）

７館 10館 13館 16館 19館 19館

子育て学習に関する公民
館事業数

93事業 95事業 100事業 105事業 110事業 115事業

保育付き公民館事業数 56事業 60事業 65事業 70事業 75事業 80事業

男女共同参画に向けた
意識の形成

男女共同参
画課

男女共同参画フォーラム
参加者数

193人 200人 200人 200人 200人 200人

子育て支援センターの
充実

保育課 施設数 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

子育てサロン実施公民館
数（児童ホーム併設館を
除く）

10館 11館 13館 16館 19館 19館

子育てサークル事業実施
公民館数（児童ホーム併
設館を除く）

1館 2館 3館 4館 5館 6館

実施回数
（パソコン講習）

10コース 10コース 10コース 10コース 10コース 10コース

実施回数
（就職・離転職セミ
ナー）

5回 5回 5回 5回 5回 5回

平成２０年度の状況

国基準51人（H21.4.1）

50人（H21.4.1）

資料編　　107ページ

放課後ルーム待機児童数

公民館

ファミリーサポートセ
ンター事業の推進

子育て学習等の講座の
開催

仕事時間と生活時間の優先度の希望
と現実

保育所待機児童数

母子家庭等の自立支援
の推進

児童家庭課

公民館

第７章の成果指標

子育てサークルの活動
支援

一時保育の充実

休日保育の充実

病児・病後児保育事業
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第2部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

８　情報の提供

子育て情報誌の作成 児童家庭課 配布冊数 13,500冊

子育て支援総合コー
ディネーター事業の推
進

児童家庭課 コーディネーター人数 2人

平成２０年度の状況

11,485件

９　協働の子育て

ボランティア養成講座実
施の公民館数

5館 5館 6館 7館 8館 9館

生涯学習コーディネー
ターと共催する公民館事
業数

15事業 15事業 16事業 17事業 18事業 19事業

生涯学習サポート事業講
師登録者数

375人 375人 385人 395人 405人 415人

生涯学習サポート事業講
師利用回数

455回 470回 480回 495回 510回 520回

ボランティアセンター
の充実

社会福祉協
議会

ボランティア登録人数 4,125人 4,200人 4,300人 4,400人 4,500人 4,600人

社会福祉協
議会

子育てサロン実施地区社
協数

19地区 21地区 23地区 24地区 24地区 24地区

地域福祉課 子育て関連の助成事業数 １団体 3団体 3団体 3団体 3団体 3団体

発達支援保育等の充実 児童育成課 放課後ルーム障害児入所
率

100% 100% 100% 100% 100% 100%

巡回相談の充実 療育支援課 巡回先の数 41園 50園 55園 60園 65園 70園

平成２０年度の状況

資料編　　106ページ

10　次世代の育成

公民館 子どもが企画運営に参画
し実施する事業を展開す
る公民館数

9館 11館 13館 15館 17館 19館

事業数 43事業 43事業 47事業 51事業 56事業 60事業

参加者数 1,137人 860人 940人 1,020人 1,120人 1,200人

中学生ボランティア養成
講座参加人数

34人 40人 45人 50人 50人 50人

親子ボランティア体験学
習会参加人数

20人 35人 40人 45人 50人 50人

障害福祉課 福祉体験講座参加人数 33人 30人 30人 30人 30人 30人

ＣＡＰ（子どもへの暴
力防止プログラム）の
実施

公民館 CAPを実施した公民館数 3館 3館 4館 5館 6館 7館

環境保全課 子ども、親子で参加する
環境講座回数

6回 4回 4回 4回 4回 4回

子ども、親子で参加する
環境講座参加人数

参加延べ人数
209人

120人 120人 120人 120人 120人

第８章の成果指標

その他の指標

児童育成課

子ども参加の促進

ボランティア意識の形
成

公民館、社
会教育課

希望する子どもの数と現実の差

子どもホームページのアクセス数

第９章の成果指標

地域の子育て支援事業
の推進

環境教育の推進

合計特殊出生率

子育てが地域の人々や地域社会に支
えられていると感じる人の割合

1.31（平成20年）

子育てに関して不安感や負担感を持つ保護者の割合

平成２０年度

資料編105ページ

資料編104ページ

5,773人（平成20年）

福祉教育の推進 社会福祉協
議会

業務内容を検討し、必要な人数を確保する

配付場所及び発行部数の増を図る

出生数
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第２部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

７　親への支援

特定不妊治療費助成事
業

健康増進課 助成申請件数 337件 350件 360件 370件 380件 400件

保育園の整備 保育課 保育園入所児童数 7,188人
(平成21年当初)

7,500人 7,900人 8,300人 8,700人 9,000人

延長保育の充実 保育課 児童数 7,188人
(平成21年当初)

7,500人 7,900人 8,300人 8,700人 9,000人

保育課 実施園数 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

定員数 30人 30人 30人 30人 30人 30人

保育課 実施園数 13箇所 14箇所 15箇所 15箇所 15箇所 15箇所

延べ日数 39,000日
（平成21年度）

42,000日 45,000日 45,000日 45,000日 45,000日

保育課 実施箇所数 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所

援助活動の実施件数 5,696件 6,169件 6,369件 6,569件 6,769件 7,000件

ファミリーサポートセン
ターの登録会員数

2,321人 2,832人 2,932人 3,032人 3,132人 3,232人

保育課 実施箇所数 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 3箇所 4箇所

延べ日数 3,000日
（平成21年度）

3,000日 3,000日 3,000日 3,000日 4,000日

社会参加促進事業にお
ける保育ヘルパー派遣

男女共同参
画課

保育ヘルパー派遣時間 90回 700時間 700時間 700時間 700時間 700時間

家庭的保育事業 保育課 家庭的保育委託児童数 15人 30人 45人 60人 75人

家庭的保育者数 6人 12人 18人 24人 30人

子育て短期支援事業 児童家庭課 トワイライト事業・
ショートステイ事業実施
箇所数

1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所

放課後ルームの充実 児童育成課 放課後ルーム定員数 3,950人 4,414人 4,664人 4,864人 5,014人 5,164人

単独施設公民館での子育
て学習事業実施館数（児
童ﾎｰﾑ併設館除く）

７館 10館 13館 16館 19館 19館

子育て学習に関する公民
館事業数

93事業 95事業 100事業 105事業 110事業 115事業

保育付き公民館事業数 56事業 60事業 65事業 70事業 75事業 80事業

男女共同参画に向けた
意識の形成

男女共同参
画課

男女共同参画フォーラム
参加者数

193人 200人 200人 200人 200人 200人

子育て支援センターの
充実

保育課 施設数 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

子育てサロン実施公民館
数（児童ホーム併設館を
除く）

10館 11館 13館 16館 19館 19館

子育てサークル事業実施
公民館数（児童ホーム併
設館を除く）

1館 2館 3館 4館 5館 6館

実施回数
（パソコン講習）

10コース 10コース 10コース 10コース 10コース 10コース

実施回数
（就職・離転職セミ
ナー）

5回 5回 5回 5回 5回 5回

平成２０年度の状況

国基準51人（H21.4.1）

50人（H21.4.1）

資料編　　107ページ

放課後ルーム待機児童数

公民館

ファミリーサポートセ
ンター事業の推進

子育て学習等の講座の
開催

仕事時間と生活時間の優先度の希望
と現実

保育所待機児童数

母子家庭等の自立支援
の推進

児童家庭課

公民館

第７章の成果指標

子育てサークルの活動
支援

一時保育の充実

休日保育の充実

病児・病後児保育事業

- 80 -

．

第2部　実施計画　数値目標等

22 23 24 25 26

目標数値
指標名担当課事業内容

平成20年度
現状値等

８　情報の提供

子育て情報誌の作成 児童家庭課 配布冊数 13,500冊

子育て支援総合コー
ディネーター事業の推
進

児童家庭課 コーディネーター人数 2人

平成２０年度の状況

11,485件

９　協働の子育て

ボランティア養成講座実
施の公民館数

5館 5館 6館 7館 8館 9館

生涯学習コーディネー
ターと共催する公民館事
業数

15事業 15事業 16事業 17事業 18事業 19事業

生涯学習サポート事業講
師登録者数

375人 375人 385人 395人 405人 415人

生涯学習サポート事業講
師利用回数

455回 470回 480回 495回 510回 520回

ボランティアセンター
の充実

社会福祉協
議会

ボランティア登録人数 4,125人 4,200人 4,300人 4,400人 4,500人 4,600人

社会福祉協
議会

子育てサロン実施地区社
協数

19地区 21地区 23地区 24地区 24地区 24地区

地域福祉課 子育て関連の助成事業数 １団体 3団体 3団体 3団体 3団体 3団体

発達支援保育等の充実 児童育成課 放課後ルーム障害児入所
率

100% 100% 100% 100% 100% 100%

巡回相談の充実 療育支援課 巡回先の数 41園 50園 55園 60園 65園 70園

平成２０年度の状況

資料編　　106ページ

10　次世代の育成

公民館 子どもが企画運営に参画
し実施する事業を展開す
る公民館数

9館 11館 13館 15館 17館 19館

事業数 43事業 43事業 47事業 51事業 56事業 60事業

参加者数 1,137人 860人 940人 1,020人 1,120人 1,200人

中学生ボランティア養成
講座参加人数

34人 40人 45人 50人 50人 50人

親子ボランティア体験学
習会参加人数

20人 35人 40人 45人 50人 50人

障害福祉課 福祉体験講座参加人数 33人 30人 30人 30人 30人 30人

ＣＡＰ（子どもへの暴
力防止プログラム）の
実施

公民館 CAPを実施した公民館数 3館 3館 4館 5館 6館 7館

環境保全課 子ども、親子で参加する
環境講座回数

6回 4回 4回 4回 4回 4回

子ども、親子で参加する
環境講座参加人数

参加延べ人数
209人

120人 120人 120人 120人 120人

第８章の成果指標

その他の指標

児童育成課

子ども参加の促進

ボランティア意識の形
成

公民館、社
会教育課

希望する子どもの数と現実の差

子どもホームページのアクセス数

第９章の成果指標

地域の子育て支援事業
の推進

環境教育の推進

合計特殊出生率

子育てが地域の人々や地域社会に支
えられていると感じる人の割合

1.31（平成20年）

子育てに関して不安感や負担感を持つ保護者の割合

平成２０年度

資料編105ページ

資料編104ページ

5,773人（平成20年）

福祉教育の推進 社会福祉協
議会

業務内容を検討し、必要な人数を確保する

配付場所及び発行部数の増を図る

出生数
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