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第２期松戸市子どもの未来応援プラン（案）の概要について

松戸市子どもだ

第1章 計画の策定にあたって

令和元年６月の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の改正により、地方公共団体の貧困対策の推進が一層求めら
れています。すべての子どもが、家庭の環境や経済的な状況によらず、等しく健やかに成長し、夢や希望をもって将来を歩んで
いけるよう、第１期計画における成果を継承しつつ「第２期松戸市子どもの未来応援プラン」を策定します。
計画は令和３年度からとし、上位計画の「第２期松戸市子ども総合計画」の見直し時期に合わせ令和６年度までとします。

第3章 計画の基本的な考え方

第２章 松戸市の子育て世帯を取り巻く環境

〇子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正（Ｒ1.9施行）
〇子供の貧困対策に関する大綱の改定（Ｒ1.11閣議決定）
〇幼児教育・保育の無償化（Ｒ1.10施行）
〇高等教育等の無償化（Ｒ2.4施行）

○年少人口（15歳未満）の割合は減少
○母子世帯・父子世帯数の増加
○児童扶養手当受給世帯、就学援助の受給者数は減少傾向

松戸市の子育て世帯を取り巻く状況

国の法律や制度の改正等

松戸市子どもの未来応援プラン改定の視点

❶子どものライフステージに応じた切れ目のない支援 ❸支援が届きにくい子ども・家庭への配慮
❷子どもの学力向上と多様な体験活動の支援 ❹多様な主体との連携

生まれ育った環境に左右されることなく、すべての子どもたちが、夢と希望をもって自分らしく成長できるまちを目指します。計画策定の背景、計画期間

計画の位置付け

第１期プランにおける主な取組

子ども夢フォーラムの拡充、ゲットユアドリーム事業の拡充、スクールソーシャルワーカーの増員、子どもの居場所づくり
子どもの学習支援会場の増設、子ども食堂の活動紹介、子どもの未来応援講演会の開催 など

支援団体ヒアリング調査
子ども、保護者、支援者それぞれの課題を把握
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第４章 具体的な取組
＜施策の柱＞ ＜基本施策＞

（6）多様な体験活動の機会を提供する
（7）家庭の子育て力が向上するための支援を行う

（3）相談窓口と支援体制を整備する

（4）当事者の視点に立った情報発信・提供
を行う 情報の届きにくい家庭への情報提供を行う

①学校教育等で学力を身に付ける機会を確保する

②配慮が必要な子どもの学習を支援する

（8）教育費負担の軽減を図る 困難を抱える家庭の教育費の負担を軽減する

学校内外において体験活動の機会を提供する

住宅困窮度の高い子育て世帯の居住の安定を支援する（13）住宅に関する支援を実施する

（12）親子の健康の維持・増進を図る すべての親子の健康の維持・増進を支援する

（11）保護者の生活を支援する

①就労に関する情報提供及び相談を実施する

就労と子育てを両立できる保育環境を充実させる（10）保護者の就労と子育ての両立を支援する

①保護者の育児負担を軽減する

②保護者の生活の自立に向けた支援を行う

子育てにおける家庭の役割を学ぶ機会を提供する

３

学びを応援

４

仕事を応
援

５

生活を応
援

２

支援につな
がる

＜施策の方向性＞

（15）子育て世帯への経済的支援を実施
する

（14）子どもの社会的自立を支援する

（1）すべての子どもが夢や希望を持てるよう
支援する

（2）子どもが孤立しない地域づくりを推進する

①子どもの夢や希望を応援する気運を醸成する
②子どもを応援する市民活動等を支援する

１

社会全体
で応援

（5）学力等を身に付ける機会を確保する

②支援の必要な子どもや家庭を早期に把握する

②就労に役立つ資格取得や学び直しを支援する

（9）保護者の職業生活の安定と向上を
支援する

①子どもの居場所づくりを推進する

②学校・地域・行政等が連携した地域づくりを推進する

①家族の孤立や不安を解消する相談窓口の充実・強
化、連携を図る

②医療費等の負担の軽減を図る

子どもの就労による自立を支援する

①児童手当制度等を着実に実施する

資料2

https://2.bp.blogspot.com/-J0Pm_5kXSg4/Wq9-bPEl-LI/AAAAAAABK8k/mhTM7cxYpU4z0khY3IyD1dpC3LCTsjTwACLcBGAs/s800/group_people_no_dog.png

施策体系図（案）

				＜施策の柱＞ シサク ハシラ				＜基本施策＞ キホン シサク				＜施策の方向性＞ シサク ホウコウセイ														＜個別事業＞（下記の事業名称は簡略化して記載） コベツ ジギョウ カキ



				１
社会全体で応援 オウエン				（1）すべての子どもが夢や希望を持てるよう
　　　　支援する コ ユメ キボウ モ シエン				①子どもの夢や希望を応援する気運を醸成する コ ユメ キボウ オウエン キウン ジョウセイ														未来応援講演会 ミライ オウエン コウエンカイ		夢フォーラム ユメ		ゲットユアドリーム		職業体験イベント ショクギョウ タイケン

												②子どもを応援する市民活動等を支援する コ オウエン シミン カツドウ トウ シエン														市民活動との連携 シミン カツドウ レンケイ		市民活動団体支援 シミン カツドウ ダンタイ シエン		市民活動サポートセンター シミン カツドウ



								（2）子どもが孤立しない地域づくりを推進する コ コリツ チイキ スイシン				①子どもの居場所づくりを推進する コ イバショ スイシン														児童館・こども館 ジドウカン ヤカタ		放課後児童クラブ ホウカゴ ジドウ		放課後KIDS ホウカゴ		青少年プラザ セイショウネン

																										子ども居場所ガイド コ イバショ		多世代まるごと居場所 タ セダイ イバショ

												②学校・地域・行政等が連携した地域づくりを推進する ガッコウ チイキ ギョウセイ トウ レンケイ チイキ スイシン														学校支援地域連携 ガッコウ シエン チイキ レンケイ		ＳＳＷｒ		子ども家庭総合支援拠点 コ カテイ ソウゴウ シエン キョテン		親力向上セミナー オヤ チカラ コウジョウ

																										アウトリーチ業務 ギョウム		民生員児童委員 ミンセイ イン ジドウ イイン



				
２
支援につながる シエン				（3）相談窓口と支援体制を整備する ソウダン マドグチ シエン タイセイ セイビ				①家族の孤立や不安を解消する相談窓口の充実・強化、連携を図る カゾク コリツ フアン カイショウ ソウダン マドグチ ジュウジツ キョウカ レンケイ ハカ														一人親家庭相談支援 ヒトリ オヤ カテイ ソウダン シエン		自立支援相談センター ジリツ シエン ソウダン		福祉まるごと相談 フクシ ソウダン		(再)子ども家庭総合支援拠点 サイ

																										婦人ＤＶ相談 フジン ソウダン		こころの相談 ソウダン		親子すこやかセンター オヤコ		子育てコーディネーター コソダ

																										スマイルサポート		家庭教育相談 カテイ キョウイク ソウダン		基幹相談支援センター キカン ソウダン シエン		こども発達センター ハッタツ

																										子育て支援機関情報交換会 コソダ シエン キカン ジョウホウ コウカンカイ		児童虐待防止ＮＷ ジドウ ギャクタイ ボウシ		幼保小連携 ヨウホ ショウ レンケイ		福祉相談機関連絡会 フクシ ソウダン キカン レンラク カイ

												②支援の必要な子どもや家庭を早期に把握する シエン ヒツヨウ コ カテイ ハアク														産後ケア事業 サンゴ ジギョウ		養育支援訪問 ヨウイク シエン ホウモン		産婦健康診査 サンプ ケンコウ シンサ		乳幼児家庭全戸訪問 ニュウヨウジ カテイ ゼンコ ホウモン

																										オンライン相談・広場 ソウダン ヒロバ		ほっとステーション		(再)市民活動との連携 サイ シミン カツドウ レンケイ



								（4）当事者の視点に立った情報発信・提供
　　　　を行う トウジシャ シテン タ ジョウホウ ハッシン テイキョウ オコナ				情報の届きにくい家庭への情報提供を行う ジョウホウ トド カテイ ジョウホウ テイキョウ オコナ														まつどＤＥ子育て コソダ		子育てガイドブック コソダ		母子モ ボシ		子育てＬＩＮＥ コソダ

																										外国人向けホームページ ガイコク ジン ム		外国語生活ガイドブック ガイコクゴ セイカツ		外国人相談 ガイコク ジン ソウダン		外国語医療機関ガイド ガイコクゴ イリョウ キカン



				３
学びを応援 マナ オウエン				（5）学力等を身に付ける機会を確保する ガクリョク トウ ミ ツ キカイ カクホ				①学校教育等で学力を身に付ける機会を確保する ガッコウ キョウイク トウ ガクリョク ミ ツ キカイ カクホ														言語活用科 ゲンゴ カツヨウ カ		まなび助っ人 スケ ト		ＩＣＴ活用学習 カツヨウ ガクシュウ		子どもの学習支援 コ ガクシュウ シエン

																										(再)放課後KIDS

												②配慮が必要な子どもの学習を支援する ハイリョ ヒツヨウ コ ガクシュウ シエン														ふれあい学級 ガッキュウ		国際理解教育 コクサイ リカイ キョウイク		特別支援教育 トクベツ シエン キョウイク		(再)ほっとステーション サイ

																										(再)ＳＳＷｒ		就学相談・教育相談 シュウガク ソウダン キョウイク ソウダン		みらい分校 ブンコウ



								（6）多様な体験活動の機会を提供する タヨウ タイケン カツドウ キカイ テイキョウ				学校内外において体験活動の機会を提供する ナイガイ														学校での職場体験 ガッコウ ショクバ タイケン		(再)職業体験イベント サイ		中高生乳児ふれあい体験 チュウコウセイ ニュウジ タイケン		青少年教室・青年講座 セイショウネン キョウシツ セイネン コウザ



								（7）家庭の子育て力が向上するための支援を行う カテイ コソダ チカラ コウジョウ シエン オコナ				子育てにおける家庭の役割を学ぶ機会を提供する コソダ カテイ ヤクワリ マナ キカイ テイキョウ														ブックスタート		(再)親力向上セミナー		幼児教育パンフレット ヨウジ キョウイク		家庭教育学級 カテイ キョウイク ガッキュウ



								（8）教育費負担の軽減を図る キョウイクヒ フタン ケイゲン ハカ				困難を抱える家庭の教育費の負担を軽減する コンナン カカ カテイ キョウイクヒ フタン ケイゲン														幼児教育保育無償化 ヨウジ キョウイク ホイク ムショウカ		就学援助費 シュウガク エンジョ ヒ		教育扶助費 キョウイク フジョ ヒ		一人親児童学力向上応援 ヒトリ オヤ ジドウ ガクリョク コウジョウ オウエン

																										高校入学資金貸付 コウコウ ニュウガク シキン カシツケ		生業扶助費 セイギョウ フジョヒ



				４
仕事を応援 シゴト オウエン				（9）保護者の職業生活の安定と向上を
　　　　支援する ホゴシャ ショクギョウ セイカツ アンテイ コウジョウ シエン				①就労に関する情報提供及び相談を実施する シュウロウ カン ジョウホウ テイキョウ オヨ ソウダン ジッシ														母子父子就労促進Ｐ ボシ フシ シュウロウ ソクシン		ジョイントワーク松戸 マツド		就労準備支援業務 シュウロウ ジュンビ シエン ギョウム		被保護者就労支援 ヒホゴシャ シュウロウ シエン

																										氷河期世代チャレンジ ヒョウガキ セダイ		Let'sまつど		女性就労両立支援 ジョセイ シュウロウ リョウリツ シエン		再就職支援 サイシュウショク シエン

																										労働相談 ロウドウ ソウダン

												②就労に役立つ資格取得や学び直しを支援する シュウロウ ヤクダ シカク シュトク マナ ナオ シエン														一人親家庭就労促進 ヒトリ オヤ カテイ シュウロウ ソクシン		母子家庭高等訓練促進 ボシ カテイ コウトウ クンレン ソクシン		一人親高卒認定試験講座 ヒトリ オヤ コウソツ ニンテイ シケン コウザ		日本語教室 ニホンゴ キョウシツ



								（10）保護者の就労と子育ての両立を支援する ホゴシャ シュウロウ コソダ リョウリツ シエン				就労と子育てを両立できる保育環境を充実させる シュウロウ コソダ リョウリツ ホイク カンキョウ ジュウジツ														保育所入所選考 ホイク ショ ニュウショ センコウ		延長保育事業 エンチョウ ホイク ジギョウ		幼稚園の預かり保育 ヨウチエン アズ ホイク		送迎保育ステーション ソウゲイ ホイク

																										病児病後児保育事業 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク ジギョウ		ファミサポ		(再)放課後児童クラブ		(再)放課後KIDS



				５
生活を応援 オウエン				（11）保護者の生活を支援する ホゴシャ セイカツ シエン				①保護者の育児負担を軽減する ホゴシャ イクジ フタン ケイゲン														ママパパ学級 ガッキュウ		(再)産後ケア事業		子どもショートステイ コ		(再)ファミサポ

																										一時預かり事業 イチジ アズ ジギョウ

												②保護者の生活の自立に向けた支援を行う ホゴシャ セイカツ ジリツ ム シエン オコナ														(再)自立相談支援センター ジリツ ソウダン シエン		家計改善支援事業 カケイ カイゼン シエン ジギョウ		一人親向けセミナー ヒトリ オヤ ム		(再)一人親家庭相談支援 ヒトリ オヤ カテイ ソウダン シエン

																										養育費等支援 ヨウイクヒ トウ シエン		母子生活支援施設 ボシ セイカツ シエン シセツ



								（12）親子の健康の維持・増進を図る オヤコ ケンコウ イジ ゾウシン ハカ				すべての親子の健康の維持・増進を支援する オヤコ ケンコウ イジ ゾウシン シエン														(再)親子すこやかセンター サイ オヤコ		入院助産制度 ニュウイン ジョサン セイド		妊婦健診 ニンプ ケンシン		(再)産婦健診 サンプ ケンシン

																										乳幼児健診 ニュウヨウジ ケンシン		予防接種事業 ヨボウ セッシュ ジギョウ		わんぱく歯科クラブ シカ		フッ化物洗口 カ ブツ センコウ

																										食育の推進 ショク イク スイシン



								（13）住宅に関する支援を実施する ジッシ				住宅困窮度の高い子育て世帯の居住の安定を支援する														市営住宅入居選考 シエイ ジュウタク ニュウキョ センコウ		市営住宅費用負担軽減 シエイ ジュウタク ヒヨウ フタン ケイゲン		住宅確保要配慮者居住支援 ジュウタク カクホ ヨウ ハイリョ シャ キョジュウ シエン		一時生活支援 イチジ セイカツ シエン

																										住居確保給付金 ジュウキョ カクホ キュウフキン		住宅扶助費 ジュウタク フジョヒ



								（14）子どもの社会的自立を支援する コ シャカイ テキ ジリツ シエン				子どもの就労による自立を支援する コ シュウロウ ジリツ シエン														地域若者サポステ チイキ ワカモノ		合同企業説明会 ゴウドウ キギョウ セツメイカイ		若年無業者就労促進費助成 ジャクネン ム ギョウシャ シュウロウ ソクシン ヒ ジョセイ		(再)一人親高卒認定試験講座

																										生業扶助費 セイギョウ フジョヒ



								（15）子育て世帯への経済的支援を実施
　　　　　する コソダ セタイ ケイザイテキ シエン ジッシ				①児童手当制度等を着実に実施する ジドウ テアテ セイド トウ チャクジツ ジッシ														児童手当 ジドウ テアテ		遺児手当 イジ テアテ		児童扶養手当 ジドウ フヨウ テアテ		預かり保育料助成 アズ ホイクリョウ ジョセイ

																										認可外保育料助成 ニンカ ガイ ホイク リョウ ジョセイ		実費徴収補足給付 ジッピ チョウシュウ ホソク キュウフ		放課後児童クラブ費用助成 ホウカゴ ジドウ ヒヨウ ジョセイ		ファミサポ利用料助成 リヨウリョウ ジョセイ

																										生活扶助費 セイカツ フジョ ヒ

												②医療費等の負担の軽減を図る イリョウヒ トウ フタン ケイゲン ハカ														子ども医療費助成 コ イリョウヒ ジョセイ		未熟児養育医療費助成 ミジュクジ ヨウイク イリョウ ジョセイ		一人親家庭医療費等助成 ヒトリ オヤ カテイ イリョウヒ トウ ジョセイ		病児病後児保育利用料減免 ビョウジ ビョウゴ ジ ホイク リヨウリョウ ゲンメン

																										医療扶助費 イリョウ フジョ ヒ
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