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【　基本目標　】 【　施策の方向　】 【　施　策　】 【取り組み】 【事　業】
《妊娠・出産から０歳》 《未就学児１～５歳》 《小・中・高校生》

子どもが育ちあう保育環境を整える 全ての子どもがともに育ちあう場の確保 ●保育所（園）、統合保育、こども発達センターの保育所等訪問支援事業
　　　●幼稚園 ●学校（特別支援学級）

乳幼児の施設による地域支援の充実
●おやこＤＥ広場
●地域交流、・子育て支援センター、マイ保育園
●児童館

幼保小が連携し、子どもの育ちを支える 幼稚園・保育所（園）・小学校の連携
●幼保一貫した保育の推進（保・幼・小）の教職員の交流や連携プログラム
の開発等）●入園（学）前見学・体験の推進

認定こども園の推進

放課後に過ごせる場をつくる 放課後子ども総合プランの策定 ●放課後児童クラブ●放課後ＫＩＤＳルーム

子どもが育つ環境の資源を活かし、子どもたちが自然
や文化に触れる機会をつくる

子どもが育つ環境の資源を活かした取組みの拡充
●森のこども館●中央公園プロジェクト●パークセンター●公園や子どもの
遊び場の整備・充実

子どもたちが自由に活動できる居場所をつくる 小中高生の居場所づくり
●児童館●青少年会館●学校の土日開放（体育館や校庭）●スポーツ施設
や公園

子どもが主体的に遊べる安全な場づくり ●放課後児童クラブ●放課後ＫＩＤＳルーム

子どもの学びや体験の機会を増やす 多様な体験と交流機会の充実
●ゲットユアドリーム●お仕事体験●体験学習の充実（各学校）●キャリア
教育（職場体験）の充実（各学校）

学習支援、就労支援の充実 ●キャリア教育（職場体験）の充実（各学校）●生活困窮者対策（貧困）

子どもが積極的に参画、活動できる機会をつくる 子どもの参画の機会の推進 ●子どもフォーラム●子どもモニター●部活、児童会、生徒会活動の充実

社会とのつながりの場・機会の確保
●レッツ体験ボランティア（夏休み）●乳幼児施設のボランティアの受入れ促
進●地域情報の提供の場の拡充

子どもの不安や悩みを解消する 気軽に相談できる場の充実 ●家庭児童相談
●少年相談●いじめ電話相談●スクールカウンセラー

非行防止対策の強化
●ひきこもり、不登校の子どもへの支援●学校との連携（スクールソーシャ
ルワーカー）●少年補導員
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子育てを楽しく感じられる機会を持つ 出産・子育てを想像できる機会の確保 ●中高生と乳幼児のふれあい体験●ママパパ学級 ●高校生への人生設計を考える（ライフデザインセミナー）等の講座

親子の交流の場の充実 ●おやこＤＥ広場・子育て支援センター●地域交流

父親の育児参加を促進する機会をつくる 父親参画の事業の充実 ●パパ手帳の配布 ●イクメン講座●父親のための子育て支援講座

親が相談できる場所がある 相談体制の充実・連携
●家庭児童相談●市民健康相談室●各保健福祉センター●女性センター
●児童家庭支援センター●子育てコーディネーター

子どもの育ちについて学ぶ機会をつくる 子育ての悩みを共有できる機会の確保
●おやこＤＥ広場・子育て支援センターのイベント・講座●子育てサークル活
動●育児教室（赤ちゃん教室）

親としての学びや子どもの育ちについての学習機会の提供 ●ママパパ学級●育児教室、離乳食教室、わんぱく歯科くらぶ

●家庭教育学級

●女性センターの講座●思春期保健（講座）
●参観日・懇談会の質の向上（各学校）

支援を必要とする家庭へのサポートを充実させる ひとり親家庭への支援の充実 ●ひとり親家庭の自立支援策
●生活困窮者対策（貧困）

障がいのある子どもを持つ家庭への支援の充実 ●障害施策との連携

外国人の子育て家庭への支援の充実 ●外国人児童生徒への日本語指導及び母語協力者の派遣

子どもの虐待予防・対策の強化 ●要保護児童対策地域協議会との連携●養育支援訪問事業

生活基盤の安定のために経済的支援の充実 ●児童手当、子ども医療費
　　　　　　　●就園奨励費

妊娠中から親と子の心身の健康づくりを推進する 安心できる医療体制の充実 ●夜間小児急病センター●医師会との連携

妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援体制の充実
●母子健康手帳交付時の充実（継続支援）●子育てコーディネーター●相
談機関の連携

母子の健康相談、健康支援の充実
●妊婦健診●乳幼児健診●歯科健診●乳児家庭全戸訪問
●予防接種●食育の推進

保育・子育て支援を充実させる 待機児童の解消 ●保育所の整備（小規模保育・幼稚園の一時預かり等）

多様な保育ニーズの対応の充実
●延長・休日・一時保育●病児病後児保育
●ファミリーサポートセンター

（放課後子ども総合プラン） （●放課後児童クラブ●放課後ＫＩＤＳルーム）

ワークライフバランスを推進する 雇用環境の整備に対する啓発 ●男女協働参画プランの推進

子どもを犯罪や災害から守る 安全対策の強化
●防犯パトロール●地域の防災組織との連携●防犯カメラ

　
　　　　　　　　　　　　　●子ども110番の家

●スクールガード●街頭補導

情報発信の充実 ●安心・安全メール●不審者情報
●防犯・防災、安全教育（各学校）

子育てしやすい住環境をつくる 安心して外出できる環境づくり
●バリアフリー化、各駅のエレベーターの設置
●赤ちゃんぽけっとの推進

地域で子育てに関わるネットワークを充実させる 家庭と地域、学校をつなぐ事業の拡充 ●学校と地域の連携（ケース会議等）●家庭教育支援チームの体制づくり

子育て支援団体間の協働に向けた取り組みの充実
●子育てフェスティバル●おやこＤＥ広場ネットワーク会議、子育て支援セン
ター連絡会●子育て関係機関の情報交換会●子育てサロン担当者会議

地域で子どもとふれあう機会を増やす 子どもを支援する人材の育成 ●子どもから広がる地域づくりの事業（地域人材育成事業）
●プレイリーダーの育成

地域の世代間交流の充実
●地区社協や町会の運動会●ふれあい会食会●町会の盆踊り●子ども会
活動●スポーツ少年団

●青少年相談員活動

地域の文化・伝統を子どもに伝える機会を増やす 豊富な知識、経験を持つ地域の人が活躍する機会の充実 ●遊びの伝承等の講座●社会教育

郷土愛を育む社会教育の充実 ●博物館●地域の文化的お祭り

子どもからつながる地域づくり

地域の特色と活力を生かし、子ど
もと家庭を支える

　　　　【地域の力】

【キャッチフレーズ】

○子ども力でつながる未来 《事務局案》
○子どもの声が届くまち　まつど
○まちがすき人がすき！  つながる子育て親育   どの子もみんな松戸の子
○子どもが豊かに育つまち
○子どもが笑顔で暮らすまち

子どもの権利が尊重され、心豊か
に育つことができる

　　　　【子どもの力】

子どもが自分を信じる力をもてる

子どもが心身ともに健やかに成長
することができる

子育て家庭が暮らしやすい街づく
り

安心して子育てするために、家庭
の子育て力が向上する

【家庭の力】

子育てと仕事を両立することがで
きる

子育ての充実感を持つことができ
る

親の不安を軽減する



（仮称）子ども総合計画体系（案）　　＜子どもの力＞
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その１

【　基本目標　】 【　施策の方向　】 【　施　策　】 【取り組み】 【事業】

《妊娠・出産から０歳》 《未就学児１～５歳》 《小・中・高校生》

子どもが育ちあう保育環境を整える 全ての子どもがともに育ちあう場の確保 ●保育所（園）、統合保育、こども発達センターの
保育所等訪問支援事業

　　　●幼稚園 ●学校（特別支援学級）

乳幼児の施設による地域支援の充実
●おやこＤＥ広場
●地域交流、・子育て支援センター、マイ保育園
●児童館

幼保小が連携し、子どもの育ちを支
える

幼稚園・保育所（園）・小学校の連携
●幼保一貫した保育の推進（保・幼・小の教職員
の交流や連携プログラムの開発等）●入園（学）
前見学・体験の推進

認定こども園の推進

放課後に過ごせる場をつくる 放課後子ども総合プランの策定 ●放課後児童クラブ●放課後ＫＩＤＳルーム

子どもが育つ環境の資源を活かし、
子どもたちが自然や文化に触れる機
会をつくる

子どもが育つ環境の資源を活かした取組みの拡充
●森のこども館●中央公園プロジェクト●パーク
センター●公園や子どもの遊び場の整備・充実

子どもたちが自由に活動できる居場
所をつくる

小中高生の居場所作り
●児童館●青少年会館●学校の土日開放（体育
館や校庭）●スポーツ施設や公園

子どもが主体的に遊べる安全な場づくり ●放課後児童クラブ●放課後ＫＩＤＳルーム

子どもの学びや体験の機会を増やす 多様な体験と交流機会の充実
●ゲットユアドリーム●お仕事体験●体験学習の
充実（各学校）●キャリア教育（職場体験）の充実
（各学校）

学習支援、就労支援の充実
●キャリア教育（職場体験）の充実（各学校）●生
活困窮者対策（貧困）

子どもが積極的に参画、活動できる
機会をつくる

子どもの参画の機会の推進
●子どもフォーラム●子どもモニター●部活、児
童会、生徒会活動の充実

社会とのつながりの場・機会の確保
●レッツ体験ボランティア（夏休み）●乳幼児施設
のボランティアの受入れ促進●地域情報の提供
の場の拡充

子どもの不安や悩みを解消する 気軽に相談できる場の充実 ●家庭児童相談

●少年相談●いじめ電話相談●スクールカウン
セラー

非行防止対策の強化
●ひきこもり、不登校の子どもへの支援●学校と
の連携（スクールソーシャルワーカー）●少年補
導員

【キャッチフレーズ】

○子ども力でつながる未来 《事務局案》
○子どもの声が届くまち　まつど
○まちがすき人がすき！  つながる子育て親育   どの子もみんな松戸の子
○子どもが豊かに育つまち
○子どもが笑顔で暮らすまち

子どもの権利が尊重され、心
豊かに育つことができる

　　　【子どもの力】

子どもが自分を信じる力をもてる

子どもが心身ともに健やかに成長す
ることができる



（仮称）　子ども総合計画体系（案）　＜家庭の力＞ その２
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【　基本目標　】 【　施策の方向　】 【　施　策　】 【取り組み】 【事業】

《妊娠・出産から０歳》 《未就学児１～５歳》 《小・中・高校生》

子育てを楽しく感じられる機会を持つ 出産・子育てを想像できる機会の確保 ●中高生と乳幼児のふれあい体験●ママパパ学級
●高校生への人生設計を考える（ライフデザインセミ
ナー）等の講座

親子の交流の場の確保 ●おやこＤＥ広場・子育て支援センター●地域交流

父親の育児参加を促進する機会をつく
る

父親参画の事業の充実 ●パパ手帳の配布 ●イクメン講座●父親のための子育て支援講座

親が相談できる場所がある 相談体制の充実・連携
●家庭児童相談●市民健康相談室●各保健福祉セン
ター●女性センター●児童家庭支援センター●子育て
コーディネーター

子育てについて学ぶ機会をつくる 子育ての悩みを共有できる機会の確保
●おやこＤＥ広場・子育て支援センターのイベント・講座
●子育てサークル活動●育児教室（赤ちゃん教室）

親としての学びや子どもの育ちについての学習機会の提供
●ママパパ学級●育児教室、離乳食教室、わんぱく歯
科くらぶ

●家庭教育学級

●女性センターの講座●思春期保健（講座）
●参観日・懇談会の質の向上（各学校）

支援を必要とする家庭へのサポートを
充実させる

ひとり親家庭への支援の充実
●ひとり親家庭の自立支援策

●生活困窮者対策（貧困）

障がいのある子どもを持つ家庭への支援の充実 ●障害施策との連携

外国人の子育て家庭への支援の充実
●外国人児童生徒への日本語指導及び母語協力者の
派遣

子どもへ虐待予防・対策の強化
●要保護児童対策地域協議会との連携●養育支援訪
問事業

生活基盤の安定のために経済的支援の充実 ●児童手当、子ども医療費
　　　　　　　●就園奨励費

妊娠中から親と子の心と体の健康づ
くりを推進する

安心できる医療体制の充実 ●夜間小児急病センター●医師会との連携

妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援体制の充実
●母子健康手帳交付時の充実（継続支援）●子育て
コーディネーター●相談機関との連携

母子の健康相談、健康支援の充実
●妊婦健診●乳幼児健診●歯科健診●乳児家庭全戸
訪問
●予防接種●食育の推進

保育・子育て支援を充実させる 待機児童の解消 ●保育所の整備（小規模保育・幼稚園の一時預かり等）

多様な保育ニーズへの対応の充実
●延長・休日・一時保育●病児病後児保育
●ファミリーサポートセンター

（放課後子ども総合プラン） （●放課後児童クラブ●放課後ＫＩＤＳルーム）

ワークライフバランスを推進する 雇用環境の整備に対する啓発 ●男女協働参画プランの推進

　

【キャッチフレーズ】

○子ども力でつながる未来 《事務局案》
○子どもの声が届くまち　まつど
○まちがすき人がすき！  つながる子育て親育   どの子もみんな松戸の子
○子どもが豊かに育つまち
○子どもが笑顔で暮らすまち

子育ての充実感を持つことができる

親の不安を軽減する

子育てと仕事を両立することができ
る

安心して子育てするために、家
庭の子育て力が向上する

　

【家庭の力】



(仮称）子ども総合計画体系（案）　＜地域の力＞ その３

 4

【　基本目標　】 【　施策の方向　】 【　施　策　】 【取り組み】 【事　業】

《妊娠・出産から０歳》 《未就学児１～５歳》 《小・中・高校生》

子どもを犯罪や災害から守る 安全対策の強化
●防犯パトロール●地域の防災組織との連携●
防犯カメラ

　
　　　　　　　　　　　　　子ども110番の家

●スクールガード●街頭補導

情報発信の充実
●安心・安全メール●不審者情報

●防犯・防災、安全教育（各学校）

子育てしやすい住環境をつくる 安心して外出できる環境づくり
●バリアフリー化、各駅のエレベーターの設置
●赤ちゃんぽけっとの推進

地域で子育てに関わるネットワークを
充実させる

家庭と地域、学校をつなぐ事業の拡充
●学校と地域の連携（ケース会議等）●家庭教育
支援チームの体制づくり

子育て支援団体間の協働に向けた取り組みの充実

●子育てフェスティバル●おやこＤＥ広場ネット
ワーク会議、子育て支援センター連絡会●子育
て関係機関の情報交換会●子育てサロン担当者
会議

 

地域で子どもとふれあう機会を増やす 子どもを支援する人材の育成
●子どもから広がる地域づくりの事業（地域人材
育成事業）

●プレイリーダーの育成

地域の世代間交流の充実
●地区社協や町会の運動会●ふれあい会食会
●町会の盆踊り●子ども会活動●スポーツ少年
団

●青少年相談員活動

地域の文化・伝統を子どもに伝える機
会を増やす

豊富な知識、経験を持つ地域の人が活躍する機会の充実 ●遊びの伝承等の講座●社会教育

郷土愛を育む社会教育の充実 ●博物館●地域の文化的お祭り

【キャッチフレーズ】

○子ども力でつながる未来 《事務局案》
○子どもの声が届くまち　まつど
○まちがすき人がすき！  つながる子育て親育   どの子もみんな松戸の子
○子どもが豊かに育つまち
○子どもが笑顔で暮らすまち

子どもからつながる地域づくり

子育て家庭が暮らしやすい街づくり

地域の特色と活力を生かし、
子どもと家庭を支える
　

　　　　【地域の力】
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