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第１章 地域における子育ての支援 

【現況と課題】 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化などにより、身近に相談相手がいないなど、 

子育てが孤立化することにより、その負担感が増大してきています。このような状況を受 

けて国では平成 19 年度、 地域の子育て支援センターとつどいの広場を再編し、 地域子育て 

支援拠点の整備を推進してきました。また、保育サービスについては、利用者の生活実態 

及び意向を十分に踏まえてサービスの提供体制を整備したり、地域の実情に応じた取り組 

みを行うことが必要です。 

本市では、各種の保育サービスをはじめ、保護者の仲間づくりや孤立の防止、育児不安・ 

ストレスの解消のため、地域子育て支援センター「ゆりかもめ」における育児相談、一時 

預かり、サークルの紹介ほか、親子の居場所づくり、子育てネットワークづくり等の各種 

事業を推進しています。 

平成 20 年度に実施した「木更津市次世代育成支援に関するアンケート調査（以下「アン 

ケート調査」という。）」では、子育て支援サービスの今後の利用意向については、 「幼稚園 

における預かり保育」、「保育園や幼稚園の園庭等の開放」、「保健相談センターの情報・相 

談サービス」が半数以上と多くなっています。 

今後も各種のサービスの充実や制度の周知を図るほか、地域子育て支援センターを中心 

に子育て支援のネットワークづくりを行い、地域の中で親子がのびのびと子育て・子育ち 

していくことのできる環境づくりを進めていく必要があります。 

とりかい たかひろ



第１節 子育て支援サービスの充実 

【基本的な考え方】 

子育ての不安や悩みを抱える家庭に対する相談支援を充実するとともに、子育てに必要 

な情報の提供を行う体制を構築していきます。また、地域住民相互の支え合いによる子育 

て支援、交流事業を実施し、地域における養育力をさらに強化します。 

事業 事業内容 担当課 

子育て相談体 

制の強化 

子育てに関する相談体制を強化し、相談が十分にできる体制づくりを 

行います。育児の心配ごとや育児不安の解消を図るため、未就園児の 

保護者を含めて保育園において保育士による育児相談を行います。 

児童家庭課 

関係機関と連携を図り、子育てに関する必要な情報を提供します。広 

報「きさらづ」やホームページを利用してリアルタイムな情報を提供しま 

す。 

また「木更 CｏN」「木更津こどもば」等を活用した情報提供の促進に努 

めます。 

主な子育て関連情報及び団体 （平成 21 年度現在） 

名称 事業内容 TEL 

地 域 ポ ー タ ル 

サイト木更 CｏN 

（きさこん）[運 

営 主体ⅰ NPO 

法人木更 CoN] 

木更津の暮らしに密着した情報や、 

子育て情報「木更津こどもば」を通じた 

子育て情報等を提供しています。 

http：//www.kisacon.jp/ 25-8612 

子育て情報の 

提供 

か ず さ 子 育 て 

応援隊 

子育てはがき通信「ゆめーる」を、希 

望する家庭に送ります。 

http：//www.kk-ouentai.jp/ 

41-1049 

児童家庭課 

情報政策課 

地域子育て支援センター「ゆりかもめ」において、家庭の子育ての心 

理的な負担を軽減し、子どもが豊かな人間性を育めるよう育児相談や、 

親子の交流を目的とした教室、保育士による子育てのアドバイス、市内 

の育児サークルの紹介、一時保育、支援を求める方と子育てサポータ 

ーとをとりもつ子育て支援ネット事業を実施します。 

平成 21 年度実績 平成 26 年度目標事業量 

１か所 ２か所 

地域子育て支援センター「ゆりかもめ」事業内容(平成 21 年度現在) 

青空くらぶ 

親子のふれあいを目的に、市内の３か所（北片 

町児童遊園、畑沢くじらクラブ敷地、清見台中央公 

園）で開催します。 

子育て支援セ 

ンター事業 

電話相談 育児についての悩みを電話で相談に応じます。 

児童家庭課



事業 事業内容 担当課 

ミニ・オフ 
初産で０歳児の子どもを持つ親を対象に開催し 

ます。育児経験のあるスタッフが対応します。 

広場「このゆびと 

まれ」 

桜材の遊具、手作りおもちゃを用意した寺町分 

館にて、子どもの交流と母親の情報キャッチの場 

提供を目的とした広場を開催します。 

サテライト広場 

「かくれんぼの森」 

請西にある社会館「森の家」とその周辺で、３歳 

になった子とその母親がゆったり過ごせる、森林セ 

ラピーの場を提供します。 

育児講座 
保育士などが子どもの育児についてアドバイス 

します。 

本物の赤ちゃんに 

触れる体験 

ミニ・オフの親子と、保健相談センターパパママ 

学級の妊婦さんが集い、赤ちゃんに触れたり、体験 

を話し合う場を作ります。 

自主保育支援 

育児サークルのリーダーが月１回集まって情報 

交換をします。サークル合同の企画を支援したり、 

保育用品の貸し出しをします。 

一時保育 
短期間子どもを預けたいとき、専任の保育士が 

世話します。 

木更津こどもまつ 

り 

地域の後援のもと、ゆりかもめ利用者をはじめ、 

様々な世代が参加します。 

子育て支援ネット 
子育て支援を求める方に子育てサポーターを紹 

介します。 

保護者が病気や出産、出張などのため、児童の養育が一時的に困難 

になった場合に短期間預かるショートステイ事業を実施します。 

平成 21 年度実績 平成 26 年度目標事業量 

ショートステイ 

事業 

１か所 １か所 

児童家庭課 

保護者が残業や休日の仕事などで、帰宅が遅くなり、児童の養育が困 

難な場合に、子どもを夜間等に預かるトワイライトステイ事業を実施しま 

す。 

平成 21 年度実績 平成 26 年度目標事業量 

トワイライトス 

テイ事業 

１か所 １か所 

児童家庭課 

親子の居場所づくりとして、子育て支援センター事業実施園以外の私 

立保育園でなのはな子育て応援事業等を実施し、相互の交流によって 

楽しく子育てをし、子どもが健やかに育つよう支援します。 

平成 21 年度実績 平成 26 年度目標事業量 

５園 ５園 

なのはな子育て応援事業内容 

なのはな子育 

て応援事業 

在宅児と園児の交流、保育所行事への参加、園庭等の開放、プール 

開放、育児・健康・療育相談、情報提供、体験保育、ママのためのリフレ 

ッシュ活動、給食を食べる会、食育に関する指導・相談、野菜の栽培・収 

穫、救急予防講座、鑑賞会、公園で遊ぼう。 

児童家庭課



事業 事業内容 担当課 

つどいの広場 

事業 

主に乳幼児（０～３歳）を持つ子育て中の親子が気軽に集い、自己発 

揮しながら、親同士、子ども同士、地域の人とのつながりを持つ、つどい 

の広場事業を実施します。 

児童家庭課 

子ども交流事 

業への支援 

子どもたちと地域とのふれあいを深めるとともに、子育て中の親を応 

援するために、子ども交流事業(木更津こどもまつり)への支援を行いま 

す。 

児童家庭課 

社会福祉課 

保育所地域活 

動事業 

保育所を、地域に開かれた社会資源として、その機能を広く地域に開 

放することを目的に、地域のニーズに応じて、高齢者との交流や行事へ 

の参加、育児講座、育児相談などを行います。 

児童家庭課 

乳児家庭全戸 

訪 問 事 業 （ こ 

んにちは赤ち 

ゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立 

化を防ぐために、その居宅において、様々な不安や悩みを聞き、子育て 

支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対し 

て適切なサービス提供に結びつける乳児家庭全戸訪問事業の推進に 

努めます。 

児童家庭課 

養育支援訪問 

事業 

養育支援が必要な家庭に対し、保健師・保育士等がその居宅を訪問 

し、養育に関する相談指導、助言その他必要な支援を行う養育支援訪 

問事業の推進に努めます。 

児童家庭課



第２節 保育サービスの充実 

【基本的な考え方】 

市内には市立保育園が 7 か所、私立保育園が 6 か所あり、平成 21 年 4 月現在で合計 

1,38３人の乳幼児が在籍しています。また、市内の幼稚園は 13 か所、平成 21 年５月現 

在で 2,251 人の幼児が在籍しています。 

今後も待機児童が発生することがないよう受け入れ体制の整備を図るとともに、共働き 

家庭の増加や就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育ニーズの多様化に対応する 

ため、弾力的できめ細かな保育サービスを提供できるよう保育所機能の充実強化を図りま 

す。また、保育内容は最終的に人的環境に左右されるため、保育士に対する研修機会を充 

実させ、その資質の向上を目指します。 

市の行財政計画の一環として計画しています公立保育園の民営化については、保育環境 

の変化に即応した民間保育園と公立保育園の役割と機能についての位置づけを踏まえて検 

討します。 

事業 事業内容 担当課 

保護者の就労や疾病その他の理由等で、保育に欠ける児童の保育 

を市内保育園で実施し、待機児童が発生することがないよう受け入れ 

体制の整備を図ります。 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

1,383 人 1,445 人 

木更津市の保育園一覧 (平成 22 年３月現在) 

保育園 
定員 

(人) 
所在地 ＴＥＬ 

久津間保育園（市） 90 久津間 1084 41-4405 
岩根地区 

岩根保育園（私） 120 高柳 3-9-13 41-1049 

吾妻保育園（市） 40 吾妻 2-10-7 22-6756 
西口地区 

社会館保育園（私） 140 富士見 3-8-3 22-3659 

南地区 桜井保育園（市） 120 桜井新町 5-6-3 36-4032 

わかば保育園（市） 120 大和 3-2-4 23-5428 

鎌足保育園（市） 40 矢那 894 52-2164 

むつみ保育園（私） 150 請西 2-12-8 36-0770 

長須賀保育園（私） 210 長須賀 1309 22-3447 

東口地区 

ゆりかご保育園（私） 100 長須賀 1366 23-2838 

中郷保育園（市） 80 十日市場 162-1 98-0010 
清川地区 

祇園保育園（市） 45 祇園 575-1 98-4367 

富来田地区 富来田保育園（私） 60 茅野 683-1 53-5553 

通常保育事業 

合計 1,315 

児童家庭課 

低年齢児保育 

事業 

保護者の就労や疾病その他の理由等で、保育に欠ける０～２歳の 

乳幼児の保育を、市内のすべての保育園で実施します。 

児童家庭課



事業 事業内容 担当課 

幼稚園の教育時間終了後に、保護者の希望に応じて時間を延長し 

て教育活動を行う預かり保育を、市内の全幼稚園で実施します。 

木更津市の幼稚園 （平成 21 年５月現在） 

幼稚園 
定員 

（人） 
所在地 ＴＥＬ 

金田幼稚園 140 中島 1250 41-0151 

岩根みどり幼稚園 440 岩根 3-10-9 41-0211 岩根地区 

高柳幼稚園 240 高柳 2-11-9 41-1555 

つくしの森幼稚園 170 下烏田 45-10 36-6708 

畑沢幼稚園 270 畑沢 3-9-1 36-5055 南地区 

八幡台幼稚園 200 八幡台 4-2-2 37-2525 

きさらづ幼稚園 190 太田 2-1-1 22-3346 

清見台幼稚園 370 清見台南 2-3-5 98-2510 

みつわ幼稚園 200 文京 5-9-4 22-5963 

百谷幼稚園 240 清見台東 3-11-1 98-4531 

東口地区 

木更津つくし幼稚園 300 桜町 2-1-20 36-0260 

清川地区 第二みどり幼稚園 200 祇園 2-12-1 98-5226 

富来田地区 木更津いづみ幼稚園 170 茅野 661-1 53-5551 

幼稚園での預 

かり保育 

合計 3,130 

児童家庭課 

学校教育課 

保護者の就労や疾病その他の理由等で保育に欠ける児童や、保護 

者の疾病、入院による緊急・一時的に保育を必要とする児童を対象に、 

子育て支援センター「ゆりかもめ」や保育園での一時預かりを実施しま 

す。 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

４園 ４園 

岩根保育園 

１．非定型サービス 

保護者の就労・職業訓練・就学などにより、平均週３日程度 

で、ひと月 15 日を限度として断続的に保育が困難となる方 

対象者 ２．緊急保育サービス 

保護者の傷病・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭など 

社会的にやむを得ない理由により１か月 15 日を限度として断 

続的に保育が困難となる方 

ゆりかご保育園／長須賀保育園 

対象者 
保護者がパートあるいは病気、冠婚葬祭などの理由で保育が 

困難になる方 

対象年齢 
ゆりかご保育園：生後８週目～２歳児 

長須賀保育園：３歳児～５歳児（年少～年長） 

ゆりかもめ(木更津社会館保育園) 

１．非定型サービス 

保護者の就労・職業訓練・就学などにより、平均週３日程度 

で、１か月 15 日を限度として断続的に保育が困難となる方 

一時預かり事業 

対象者 ２．緊急保育サービス 

保護者の傷病・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭など 

社会的にやむを得ない理由により１か月 15 日を限度として断 

続的に保育が困難となる方 

児童家庭課



事業 事業内容 担当課 

保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育へ 

のニーズに対応するため、全保育園で通常の保育時間を延長しての延 

長保育(12 時間)を実施します。一部の保育園においては、夜９時までの 

長時間延長(14 時間)を行います。 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

延長保育事業 

13 園 13 園 

児童家庭課 

保護者の就労や疾病その他の理由等で、日曜・祭日等において家庭 

での保育が困難な児童を対象に休日保育を実施します。 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

１園 １園 

長須賀保育園 

対象者 日曜及び祝祭日、保育が困難になる方 

休日保育事業 

対象年齢 ０歳～５歳 

児童家庭課 

市内のすべての保育園において、保護者の就労や疾病その他の理 

由等で保育に欠ける、集団保育の可能な障害のある児童の保育を実施 

します。また、障害認定までに至らない「気になる子」については、関係 

機関と連携を取り、適切な体制づくりに努めます。 

主な関係機関 (平成 21 年度現在) 

名 称 

木更津市特別支援連携協議会 

障害児保育事業 

木更津市地域自立支援協議会子ども部会 

児童家庭課 

学校教育課 

障害福祉課 

保護者の就労形態の多様化（パートの増大等）に伴う子どもの保育ニ 

ーズの変化に対応するため、３歳未満児を対象に必要に応じて柔軟に 

利用できる特定保育事業の推進に努めます。 

※特定保育事業は，保育園入園基準には至らない児童を、週２,３日程 

度または午前か午後など必要に応じて保育する事業 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

特定保育事業 

－ 6 園 

児童家庭課 

家庭的保育事業 保育ニーズの増大、多様化の中で、家庭的保育サービスの整備を検 

討します。 
児童家庭課 

子どもが病気回復期や、軽い病気の状態にあるため、保育園等へ登 

園できなかったり、保護者が仕事の都合などにより家庭で看護すること 

ができない場合に、子どもを預かる病後児保育の推進に努めます。 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

病後児保育（派 

遣型・施設型） 

－ 1 か所 

児童家庭課



事業 事業内容 担当課 

子どもを取りまく家庭や環境の変化に対応するために「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」に基づき、保育士の資質向 

上のための各研修会や研究会への参加を促し、自己研鑽に努めるよう 

指導します。また、市でも資質向上のための研修会を開催し、保育園職 

員の資質向上に努めます。 

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 

項目 事業内容 

子育て家庭へ 

の啓発 

・子育て講座、調理実習等の実施 

・中央病院小児外科医師による講演会の実施 

・園庭開放、公民館広報等を通じての情報提供 

他機関との連 

携 

・公民館講座への講師派遣 

・健康推進課 1 歳児教室、にこにこ子育て相談への参加 

人材の活用 
・保育園支援ボランティア登録 

・退職保育士の活用 

保育園職員の資 

質の向上 

研修 
・各種研修、学習会の実施 

・臨時･パート保育士の研修 

児童家庭課 

保育園施設の管 

理等 

市立保育園については、施設の適切な管理に努めます。また民間保 

育園については、施設の適切な保育環境の整備を図るため、必要な支 

援、協力に努めます。 

児童家庭課



第３節 子育て支援のネットワークづくり 

【基本的な考え方】 

子育て家庭に対して子育て支援サービス・保育サービスを効果的・効率的に提供すると 

ともに、ボランティア団体の育成等を通じて、地域における子育て機能を活性化し、子育 

てに関わるネットワークの構築による地域の次世代育成力の養成を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

子育て支援ネ 

ットワークづくり 

子育て支援団体、子育てサークル、幼稚園、保育園、地域子育て支 

援センター等の関係機関と連携の場を設け、地域に根ざした子育て支 

援ネットワークづくりと、地域の次世代育成力の養成を図ります。 

児童家庭課 

保育ボランティ 

アの養成 

保育ボランティア養成講座を開催し、保育に必要な知識や技術の習 

得を図るとともに、子どもたちに仲間遊びの楽しさを教え、幼児を持つ 

親が安心して任せることができる保育ボランティアの養成を図ります。 

生涯学習課 

保健・福祉サー 

ビスの連携 

各種事業や会議を通じて保健、福祉などの関係機関と連携し、子育 

て支援に関する積極的な情報交換を行い、それぞれの専門分野を生 

かした効率的・効果的なサービス提供を図ります。 

児童家庭課 

地域における子育て機能を高めるため、市内の子育て支援団体・子 

育てサークルとの協力、連携を図り、各団体の交流や情報交換の場づ 

くりを進めます。 

子育て支援団体 (平成 21 年度現在) 

名称 活動内容 ＴＥＬ 

かずさ子育て応援隊 

・２歳までの子どもを持つ家庭 

に、子育てはがき通信「ゆめー 

る」を毎月送付 

・子育て応援フォーラムの開催 

・ホームページを活用し地域の 

子育て情報の発信 

41-1049 

ゆめのたまご 

一時保育や講座、小学生の居 

場所づくりなどを通じての子育て 

支援 

20-3344 

ラ・レーチェ・リーグ 

木更津 

母乳で赤ちゃんを育てたいお 

母さんを支援する母親たちの会 

37-3331 

子育て支援団 

体・子育てサー 

クルとの協働 

ママのＷＡ 

木更津子育てガイド「トイ・ト 

イ・トイ！｣の編集・作成など、 

子育て情報の発信・出版 

22-469１ 

児童家庭課 

生涯学習課 

公民館



事業 事業内容 担当課 

きさらづプレーパーク 

の会 

98-3261 

わいわいプレーパーク 

公園等を利用し、屋外の遊び 

や物づくり体験などを通じ、「異 

世代交流の場」の開催 97-3939 

ハックルベリー 
遊びを通しての異年齢・異世 

代交流の場を、公園等で開催 

36-8657 

こあらの会 

子育て中でも、自ら学びたいと 

願う母親を、保育の形でバックア 

ップする会 

36-6226 

こども人形劇団リリィ 子ども向けの人形劇の講演 090-4664 

-4238 

Ｊungle Ｐocke 
子どもと一緒の遊びを企画 090-5344 

-2969 

子育てサークル (平成 21 年度現在) 

場所 サークル名 参加対象 

中央公民館 たんぽぽ団 乳幼児と親 

鎌足公民館 小桜まみーず 親 

おひさまっこ 幼児と親 
八幡台公民館 

だんごキッズ 幼児と親 

育児サークル“ピヨピヨ” 幼児と親 
清見台公民館 

あゆみよりクラブ 幼児と親 

畑沢公民館 めだかクラブ 幼児と親 

岩根西公民館 めばえさーくる 幼児と親 

モンキーズ 幼児と保護者 
西清川公民館 

ベアーキッズ 幼稚園児 

かいじゅうクラブ 幼児と親 
波岡公民館 

ママ笑顔になーれ「ぬくもり」 親 

ママハグスマイル 幼児と親 
桜井公民館 

育児サークルハピネス 幼児と親 

真舟集会所 

真舟中央公園 
ひなサークル ０歳～就学前の親子 

総合福祉会館 わんぱくキッズクラブ ２歳～４歳までの親子 

君津健康福祉 

センター 

ジェミニクラブ 双子と保護者



第４節 幼児・児童の居場所づくり 

【基本的な考え方】 

乳幼児や家庭で子育てをしている保護者、放課後に保護者が家庭にいない児童等に対し 

て、各種施設を活用して適切な遊びと安全な生活の場を提供します。その中で、集団生活 

を通して豊かな人間性を育み、児童等の健全な育成を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

仕事等により保護者が昼間家庭にいない小学校低学年児童を対象 

に、授業の終了後に適切な遊び場や生活の場を与えるための放課後 

児童健全育成事業として、放課後児童クラブへの運営支援をするととも 

に、新たに設置を希望する保護者会等に対して支援、協力を行います。 

平成 21 年度実施 平成 26 年度目標事業量 

15 か所 16 か所 

木更津市の放課後児童クラブの一覧 平成 21 年１０月現在 

名称 
定員 

（人） 
所在地 TEL 

木一小学校区 れんこんクラブ 50 中央 1－13－8 23-3839 

社会館学童ポプ 

ラクラブ 
50 文京 5－6－25 25-1559 

木二小学校区 
社会館学童ポプ 

ラクラブ第二 
40 文京 5－5－12－2 25-1559 

たんぽぽクラブ 40 請西 2－24－10 37-3494 

た んぽぽクラ ブ 

第二 
40 請西 2－24－10 37-2139 

請西小学校区 

た んぽぽクラ ブ 

第三 
40 請西 2－14－24 37-3922 

祇園すまいるキ 

ッズ学童クラブ 
40 

清見台東 2－21 

（池際公園内集会所） 
98-3984 

祇園小学校区 

らっこクラブ 30 
清川 1－13 

（江澤公園内集会所） 

090-6198 

-1678 

清見台小学校区 ひまわりクラブ 40 

清見台南 1－15－1 

（清見台小学校内 

多目的教室） 

98-3846 

高柳小学校区 
学童クラブ ゆ・ 

め 
30 

高柳 5932（高柳小 

学校余裕教室） 
42-0711 

八幡台小学校区 ひばりクラブ 45 八幡台 4－3－1 
090-6816 

-7919 

波岡小学校区 つばめクラブ 30 大久保 2－19－13 
090-1772 

-3618 

畑沢小学校区 くじらクラブ 55 畑沢 3－15－3 37-2826 

西清小学校区 なのはなクラブ 50 長須賀 1309 22-3447 

馬来田小学校区 
学童クラブ 紙ひ 

こうき 
15 真里谷 1879ー2 53-5108 

放課後児童健 

全育成事業（放 

課 後 児 童 ク ラ 

ブ） 

合計 595 

児童家庭課



事業 事業内容 担当課 

園庭開放 市内のすべての保育園で園庭や遊具を定期的に開放し、保育園に 

通っていない子どもたちの参加を促して、親子での遊びや保護者同士 

の交流・仲間づくりを進めます。 

児童家庭課 

公民館等で実施している乳幼児とその保護者を対象とした子育て支 

援事業の充実を図ります。 

木更津市立公民館の子育て支援事業 (平成 21 年度現在) 

公民館名 名称 参加対象 

かんがるーむ ０～３歳児と母親 
中央公民館 

中央子育て学級 １～３歳児と母親 

富来田公民館 かるがも学級 乳幼児と親 

鎌足公民館 どんぐり山の親子くらぶ 乳幼児と親 

金田公民館 なかよしクラブ 乳幼児と親 

中郷公民館 中郷どれみふぁキッズ 幼児と親 

八幡台公民館 めばえ家庭教育学級 乳幼児と親 

東清公民館 ♡東清こそだてセミナー♡ 乳幼児と親 

清見台子育てセミナー 幼児と親 

清見台公民館 清見台子育て広場 

「このゆびとまれ！」 
乳幼児と親 

畑沢公民館 ぴよぴよ親子学級 幼児と親 

公民館等にお 

ける活動の充 

実 

桜井公民館 桜井親子家庭教育学級 幼児と親 

公民館 

児童館・児童セ 

ンター 

子どもが主体となる活動や子育て家庭の支援等を中心とした児童 

館や、児童センター機能を持つ施設の整備を検討します。 

児童家庭課 

子どもたちに遊び場を提供するプレーパーク事業の運営主体（住 

民、NPO 等）への情報提供と活動の PR に努めます。 

プレーパーク実施団体 (平成 21 年度現在) 

名称 地区 TEL 

きさらづプレーパークの会 清見台地区 98-3261 

わいわいプレーパーク 清見台地区 97-3939 

プレーパーク事 

業 

ハックルベリー 波岡地区 36-8657 

児童家庭課



第２章 母子の健康の確保及び増進 

【現況と課題】 

母子保健は生涯を通じた健康の出発点であり、次世代を健やかに育てるための基盤とな 

るものです。妊娠・出産にかけて母体の心身の状態は大きく変化し、胎児も母体の健康状 

態に影響を受けるため、妊娠・出産期における健康管理と精神の安定の確保を図り、安全 

な妊娠・出産へと結びつけていく必要があります。 

本市では、母子保健制度の周知を図るとともに、妊娠期の保健対策として健康診査、母 

親学級を実施し、母体の健康管理や仲間づくりを推進しています。また、出産後には、乳 

児、1 歳 6 か月児、3 歳児への乳幼児健康診査、また必要に応じて新生児訪問指導、乳幼 

児訪問指導を行い、子どもの健康管理と保護者の育児不安の軽減に努めています。 

アンケート調査では、妊娠・出産への不安として、「出産費用が高い」が半数以上と最も 

多く、「子どもの発育状態等」「知識や経験がない」等が続いていました。 

また、子どもが急な病気や怪我のときにすぐ診てくれる医療機関が見つからず困った経 

験のある保護者も少なくなかったことから、特に初めての妊婦等へ妊娠・出産に関する知 

識の普及と、産婦人科・小児救急医療の情報提供と体制づくりが課題となっています。



第 1 節 母子保健事業の推進 

【基本的な考え方】 

妊娠初期から出産にかけて、適切な医学的管理と保健指導及び状況に応じた訪問指導を 

実施することにより、妊娠中の異常や疾病の早期発見、妊婦の健康維持・増進、不安の軽 

減を図るとともに、母性・父性の早期育成に努めます。 

また、子どもの発育や発達における異常、疾病、障害の早期発見に努め、適切な治療を 

進め、必要な保健指導を行うとともに、それぞれの子どもにあった育児方法を紹介してい 

きます。 

事業 事業内容 担当課 

母子健康手帳 

の交付 

母子の健康管理及び保健指導を行うため、妊娠届出書受理の際に 

保健相談センター、市民課、富来田出張所において母子健康手帳を 

交付します。また、母子健康手帳の有効活用について啓発を図りま 

す。 

健康推進課 

① 妊 婦 健 康 診 査 

（受診票） 

妊婦を対象に 14 回分の健康診査受診票を交 

付し、疾病や障害等の早期発見に努めます。 

② 乳 児 健 康 診 査 

（受診票） 

乳児（５～８か月児、９～１１か月児）の健康診 

査受診票を交付し、疾病や障害等の早期発見 

に努めます。 

③乳児健康診査 疾患の早期発見と育児支援を行うため、４か 

月児を対象に小児科医の診察、身体測定、保健 

指導（子育て･栄養・歯科等）を行います。 

④１歳６か月児健 

康診査 

健康の保持増進を図るため、１歳７か月児を 

対象に小児科医・歯科医の診察、身体測定、保 

健指導（子育て･栄養･歯科相談等）を行います。 

健康診査の充 

実 

⑤３歳児健康診査 健康の保持増進を図るため、３歳６か月児を 

対象に小児科医・歯科医の診察、身体測定、 

尿、耳、目の検査、保健指導（子育て･栄養･歯 

科相談等）を行います。 

健康推進課 

①妊産婦訪問指導 妊産婦に対して家庭訪問により必要な保健指 

導を行います。 

②新生児訪問指導 新生児に対して家庭訪問により必要な保健指 

導を行います。 

訪問指導の充 

実 

③乳幼児訪問指導 乳幼児に対して必要に応じて家庭訪問をし、 

適切な指導を行います。 

健康推進課



事業 事業内容 担当課 

①パパママ学級 初妊婦及びその配偶者を対象に、妊娠、育児 

に関する実習等を実施し、母性・父性の早期育 

成と父親の育児参加を促します。 

②プレママクッキン 

グ 

初妊婦を対象に、正しい食生活の知識の習 

得を目的に、講話や調理実習を行います。 

③離乳食講習 ４か月の乳児を持つ保護者を対象に、離乳食 

に対する正しい知識の普及を図るため、乳児健 

康診査にあわせて実施します。 

④子どもの歯と食 

事の教室 

８か月から１歳未満の乳児を持つ保護者を対 

象に、栄養士と歯科衛生士による、口の発達に 

合わせた離乳食の作り方や食べさせ方のポイン 

ト、食後の口の手入れの実習を行います。 

⑤１歳児教室 10 か月から１歳１か月未満の子とその保護者 

を対象に、保健師による保健指導と、保育士に 

よる子どもの発達に応じた親子遊び教室を行い 

ます。 

各種学級・教室 

の充実 

⑥にこにこ子育て 

相談 

乳幼児とその保護者を対象に、保健相談セン 

ター及び公民館等において身体測定、保健師･ 

栄養士･歯科衛生士による育児相談を行いま 

す。 

健康推進課 

①保育園及び幼稚 

園巡回口腔衛生 

指導 

３歳児以上の園児を対象に、巡回口腔衛生指 

導（歯みがき指導）を行い、むし歯及びその他の 

病気の予防を図ります。 

②小中学校巡回口 

腔衛生指導 

小学校１年生とその他学年及び中学生を対 

象に、歯の大切さの理解を促し、生涯を通じた 

歯の健康の基盤づくりのため、巡回口腔衛生指 

導を行います。 

口腔衛生指導 

の推進 

③フッ化物洗口事 

業 

小学生を対象に、週１回フッ素水溶液でうがい 

を行い、永久歯のエナメル質の強化を促し、むし 

歯予防を図ります。 

健康推進課 

予防接種 予防接種法に基づき、疾病の発生及びまん延を予防するため、乳 

幼児・児童・生徒を対象として、保健相談センタ－、小学校、協力医療 

機関において予防接種を行います。 

健康推進課



第２節 食育の推進 

【基本的な考え方】 

子どもたちにとって食事は、心身の健やかな発育・発達に大きな影響を及ぼします。子 

どもの良い食習慣の習得を目指し、食べることを通して心を育てる食教育の充実を図ると 

ともに、講義・実習等の教室を開催し、地域での食生活改善を主体とした健康づくりを推 

進します。 

事業 事業内容 担当課 

食生活改善推 

進活動 

公民館・集会所において、食生活改善推進員による「親子の料理教 

室」の開催等の地区活動を行います。 

健康推進課 

食教育の充実 児童・生徒の良い食習慣づくり（主食・主菜・副菜を基本にバランス 

の良い食事、欠食のない食生活、食事作りの手伝いを通じ、食への関 

心を持たせること等）を推進し、保育園、幼稚園、小学校、中学校にお 

ける食教育の充実を図ります。 

健康推進課 

児童家庭課 

学校教育課 

学校給食セン 

ター 

保育園での菜 

園づくり 

園児が育てる喜びや食べる喜びを体験できるよう、保育園での菜園 

づくりを推進し、菜園で取れた食材は、給食などの材料として活用しま 

す。 

児童家庭課 

保育園での給 

食展示 

保育園での給食の展示や、給食だよりの配布､試食会等を行い、子 

どもや保護者が食への理解を深め、バランスのよい食生活を築いてい 

くことができるよう、普及啓発に努めます。 

児童家庭課



第３節 思春期保健対策の充実 

【基本的な考え方】 

思春期における、性行動に関わる問題や薬物乱用、喫煙、飲酒、過剰なダイエット等の 

問題は、成長期にある心身の発達だけでなく将来に至るまで重大な影響を及ぼすことから、 

思春期の子どもたちが自分の心や体を大事にし、命の大切さや思いやりの心を育てること 

ができるよう、指導や環境づくりを推進します。 

事業 事業内容 担当課 

少年相談活動 子どもたちの様々な悩みや不登校等の問題について、保護者・本 

人・学校等の依頼に基づき、来所相談及び電話相談を行います。 

まなび支援セ 

ンター 

専門職の資質 

の向上 

母子保健従事者の資質向上のための各研修会や研究会への参加 

を促し、自己研鑽に努めるよう指導します。 

健康推進課 

思春期相談事 

業 

思春期の子どもや、その保護者等を対象に医師、保健師等が思春 

期に特有な医学的問題や性に関する不安や悩みについて対応しま 

す。 

まなび支援セ 

ンター 

思春期に関す 

る啓発の推進 

思春期を迎える子どもを持つ保護者を対象に、思春期の子ども達の 

心と身体の成長や、思春期の特徴について講演会を開催し、知識の 

普及・啓発を図ります。 

まなび支援セ 

ンター



第４節 小児医療の充実 

【基本的な考え方】 

抵抗力の弱い子どもに対する医療体制の整備は、子育て支援の重要な柱であり、子ども 

がいつでも安心して受診できるよう、小児医療の充実を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

小児医療の充 

実 

小児医療体制は、安心して子どもを生み、健やかに育てるための基 

盤です。小児医療の充実・確保を図り、特に小児救急医療について、 

関係機関との連携のもと、子どもの急病や怪我などに備えた体制の整 

備を図ります。 

健康推進課 

生活習慣病(小 

児)予防健診事 

業 

将来生活習慣病になる因子を持った児童・生徒を早期発見し、医師 

の治療や生活指導（食事・運動・正しい生活習慣等）等適切な指導を 

行います。 

学校教育課 

周産 期医療 と 

の連携強化 

出産前からの一貫したケアを行い、健やかに子どもを生み育て、危 

険度の高い母体や新生児に早期から適切に対応するため、周産期医 

療の充実に向けて関係機関との連携を強化します。 

健康推進課 

一般医療機関の診療時間を外れた場合の小児の急病に対応する 

ため、小児の休日・夜間診療体制の整備・充実を図ります。 

君津郡市夜間急病診療所 

診療科目 内科・小児科 診療時間 20:00～23:00 

休日・夜間診療 

体制の整備 

場所 
木更津市保健相談センター内 
1 階（木更津市中央 1-5-18） 

TEL 0438-25-6284 

健康推進課 

★休日・夜間に急病になったら 

休日 

在宅当番医 

（広報｢きさらづ｣・ホームページ、 

新聞、地域情報誌等に掲載されてい 

ます） 

夜間 
夜間急病診療所 

休日・夜間 

の急病



第３章 教育環境の整備 

【現況と課題】 

次代の担い手である子どもたちが自ら学び考え、生きる力を育んでいけるような教育環 

境の整備に努めることが必要です。また、家庭に次ぐ人間形成の場として心の教育や体験 

的活動を推進し、いじめや不登校への適切な指導や相談体制の強化を図ることが求められ 

ます。 

本市の幼児教育は、幼稚園、保育園において特色ある幼児教育が展開されていますが、 

近年の少子化に伴う幼児の減少、保育ニーズの多様化や市民のライフスタイルの多様化、 

行動範囲の広域化など、幼稚園、保育園を取り巻く環境も大きく変化しています。 

特に保育園に関しては、保育所の役割として養護と教育を一体的に行う総合的な保育を 

担うことが明確化され、保育内容の改善、保育の質の向上などを行うことが、平成２０年 

に改定された保育所保育指針に盛り込まれたところです。 

小中学校においては、開かれた学校づくりを進め、基礎・基本を重視しながら国際理解 

教育や情報教育、 実体験学習等により、 一人ひとりの個性を生かす教育を推進しています。 

また、地域においては、青少年の健全育成のために、教育・福祉の分野が連携し、活動 

機会の提供、指導者養成、青少年対策の強化に関して、地域に根ざした活動を展開してい 

ます。 

今後は、子どもの成長の発達段階にふさわしい教育内容や施設等の教育環境の整備を進 

めるとともに、青少年の健全育成に対する市民意識を醸成し、地域ぐるみの青少年健全育 

成活動を拡充していくことが求められています。



第１節 教育・啓発の推進 

【基本的な考え方】 

まなび支援センターにおける相談活動を通じて、思春期の子どもたちの様々な悩みやい 

じめ・不登校等の問題の解決に努めるとともに、 教職員の問題解決能力の向上を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

教育相談教室 児童・生徒の不登校や情緒障害等の精神的な課題を解決するため 

に、小中学校の児童・生徒・保護者及び教職員を対象にまなび支援セ 

ンターにおいて教育相談を行います。 

まなび支援セ 

ンター 

学校適応指導 

教室（あさひ学 

級） 

不登校児童・生徒の原籍校復帰を目的に、まなび支援センターにお 

いてカウンセリング、自主的な活動の促進、集団生活への適応促進、 

自主学習と適応相談を行います。 

まなび支援セ 

ンター 

社会の変化に 

対 応 し た 教 育 

の推進 

通信ネットワーク環境の整備等、情報教育の推進、総合的な学習時 

間の充実や社会人講師の活用、学校支援ボランティアの協力等地域 

に開かれた特色ある学校づくりの推進を図ります。 

学校教育課 

まなび支援セ 

ンター 

学習情報の提 

供 

子どもの体験活動や子育てサークルに関する情報を収集し、民間 

情報も含めて保護者や子どもに情報を提供していきます。 

生涯学習課 

児童家庭課



第２節 学校の教育環境等の整備 

【基本的な考え方】 

完全学校週５日制等、教育環境が変化する中で、学校を活性化し、次世代育成の要請に 

対応するため地域の人的資源を活用し、教育環境の整備に努めるとともに、子どもの生活 

や発達の連続性を踏まえ、幼稚園・保育所と小学校の連携を図ります。また、私立幼稚園 

の経営安定及び教育内容の向上を図るため施設整備等の質的充実を促進します。 

事業 事業内容 担当課 

学校評議員制 

度の推進 

地域に開かれた学校づくりを目指し、家庭・地域社会・学校が連携 

し、子どもたちが心身ともに健やかに成長していけるよう体制を整備し 

ます。 

市民に信頼される魅力ある学校づくりを進めるために、各学校長の 

推薦に基づき教育委員会が委嘱した学校評議員を各学校に置きま 

す。 

※学校評議員制度とは、開かれた学校づくりを進めるために、幼稚園 

や小中高の学校運営について、地域の住民がアドバイスをする制度 

学校教育課 

学校 支援ボ ラ 

ンティア制度の 

推進 

学校の教育活動に地域の教育力を生かすため、保護者及び地域の 

人材がボランティアとして学校を支援する活動を推進し、学校の活性 

化を図ります。 

学校教育課 

学 校 に お け る 

環境教育の推 

進 

学校における自然とのふれあいの機会づくりを進め、地球環境問題 

に関する教育を推進し、小中学校でのごみの減量、資源リサイクル運 

動を推進します。また、子どもたちの環境教育の指導者として、知識や 

経験、技術を持つ地域の人々への協力を依頼します。 

学校教育課 

幼稚園・保育所 

と 小学校の 連 

携 

児童の生活と発達は、乳児期から幼児期を経て、学童期へと連続し 

ているため、幼稚園・保育所と小学校の連携を図り、子どもの育ちを支 

えます。 

児童家庭課 

学校教育課 

私立幼稚園の 

振興費補助事 

業 

市内の認可私立幼稚園に対して、幼児一人ひとりの成長発達段階 

に対応したきめ細やかな教育を行うため、運営費の一部を助成しま 

す。 

学校教育課



第３節 家庭教育への支援 

【基本的な考え方】 

子どもの心身の健やかな発達と家庭教育への支援のために、子どもの発育段階に応じた 

課題等についての学習機会や地域における母子の仲間づくりの場を提供し、家庭及び地域 

の教育力の向上に努めます。 

事業 事業内容 担当課 

子どもを持つ親を対象に、子育てについての知識を深め、親同士の 

交流を図ることを目的に各公民館で家庭教育を実施します。 

木更津市立公民館の家庭教育学級 (平成 21 年度現在) 

公民館名 名称 参加対象 

中央公民館 中央家庭教育学級 小中学生を持つ親 

富来田公民館 富来田家庭教育学級 小中学生を持つ親 

岩根公民館 岩根つくし学級 小中学生を持つ親 

鎌足公民館 やまびこ学級 小中学生を持つ親 

中郷公民館 中郷けやき学級 小中学生を持つ親 

請西家庭教育学級 小学生を持つ親 

第二家庭教育学級 小学生を持つ親 文京公民館 

みのり家庭教育学級 中学生以上の子を持つ親 

八幡台公民館 ひばり家庭教育学級 小学生を持つ親 

八幡台･波岡公 

民館合同開催 
思春期家庭教育学級 中学生を持つ親 

東清公民館 ♡♡小学生のママ講座♡♡ 小学生を持つ親 

清見台公民館 たんぽぽ家庭教育学級 小中学生を持つ親 

畑沢公民館 そよかぜ家庭教育学級 小学生を持つ親 

岩根西公民館 なのはな家庭教育学級 小中学生を持つ親 

西清川公民館 子育ておしゃべりサロン 小中学生を持つ親 

波岡公民館 なみおか家庭教育学級 小学生を持つ親 

家庭教育学級 

桜井公民館 
思春期を持つ親の家庭 

教育学級 

小中学生を持つ親 

生涯学習課 

公民館 

未就園児やその保護者を対象に幼稚園で各種教育を開催し、遊び 

を通しての交流を深めながら、家庭教育への支援を行います。 

幼稚園における未就園児対象の教室 (平成 21 年度現在) 

名称 対象者 実施園 

ナースリー倶楽部 未就園児 岩根みどり幼稚園 

第二みどり幼稚園 

なかよしランド 未就園児 清見台幼稚園 

チビッコクラブ 

たんぽぽ教室 

未就園児 高柳幼稚園 

ちくたく教室 未就園児 みつわ幼稚園 

よいこのおへや 未就園児 百合幼稚園 

つくしのひろば 未就園児 木更津つくし幼稚園 

もりのおへや 未就園児 つくしの森幼稚園 

にこちゃんクラブ 未就園児 清和大学附属金田幼稚園 

幼稚園におけ 

る各種教室の 

開催 

にこにこクラブ 未就園児 清和大学附属畑沢幼稚園 

児童家庭課 

学校教育課



第４節 地域の教育力の向上 

【基本的な考え方】 

家庭・地域社会・学校の連携を図りながら、地域ぐるみの青少年健全育成活動を進めま 

す。また、リーダー養成や団体活動に対する指導・助言等の支援を通じて、市民の自主的 

活動の促進を図るとともに、社会環境の浄化を推進します。 

事業 事業内容 担当課 

完 全 学 校 週 ５ 

日制への対応 

完全学校週５日制に対応し、子どもの健全育成のために、地域ぐる 

みで交流活動を推進していく体制を整備していきます。家族、学校、地 

域の連携のもとに、放課後や週末におけるスポーツ・レクリエーション 

活動や地域活動を進めます。 

生涯学習課 

心の教育推進 

協議会 

市立小中学校における心の教育の充実及びそれに関わる問題の解 

消を目指し、家庭・地域社会・学校及び行政が一体となってその対策 

を協議します。 

学校教育課 

地域の人材の 

活用・育成 

ジュニアリーダー、子育ての終わった人、高齢者、社会人等、子ども 

の多様な体験をサポートする幅広い人材の育成・確保に努めます。ま 

た、学校行事への地域住民の参加を促すとともに、子どもたちが地域 

において様々な体験ができるよう学校教育との連携強化に努めます。 

学校教育課 

生涯学習課 

地 域 に お け る 

青少年健全育 

成活動の支援 

子どもが心身ともに健全に成長できるよう非行防止啓発活動、文 

化・スポーツ活動、青少年活動指導者の育成等、青少年の健全育成 

活動への支援を行います。 

生涯学習課 

まなび支援セ 

ンター 

地 域 に お け る 

自然体験学習 

の推進 

少年自然の家キャンプ場、うまくたの路ウォーキングロード等を自然 

とふれあえる自然体験学習のための場として利用促進を図ります。 

生涯学習課 

スポーツ・レク 

リエーション活 

動の推進 

スポーツ少年団や子ども会の指導者育成を図りながら、子どものニ 

ーズに対応した多様なスポーツ・レクリエーション活動の促進を図りま 

す。 

体育課 

世代間交流の 

推進 

世代間の交流が少なくなってきたことが子どもたちの人格形成に大 

きな影響を与えており、特にこれからますます増える豊かな経験と知 

恵を持つ高齢者との交流は子どもたちに豊かな人間性の基礎を育む 

一つの方法と考えられます。このようなことから、高齢者の方々も家庭 

内の子育ての協力にとどまることなく、地域において子どもとの関わ 

り、活躍できるような機会の創出に努めます。 

学校教育課 

児童家庭課



第４章 子育てを支援する生活環境の整備 

【現況と課題】 

安心して子育てを行い、子どもがのびのびと育つためには、住居や移動、遊び場、景観 

等地域の生活環境面での整備が充実している必要があります。 

本市では、 土地区画整理事業等により良好な住宅地等の供給に努めていますが、 今後も、 

安全で魅力的な都市環境・住環境の整備を推進していき、次世代育成の観点からも本市へ 

の定住化を誘導する施策を展開していく必要があります。 

また、子どもを交通事故から守るためには警察、保育所、幼稚園、学校、関係民間団体 

との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策を推進することが重要にな 

っています。 

アンケート調査の中では、子育て支援で力を入れて欲しいことについて、「子どもだけで 

安心して遊べる場所が欲しい」が多くなっています。近年、登下校中の道路、または公園 

等で子どもを対象とした犯罪の増加や、学校への不審者の侵入等が全国で相次いでいるこ 

とも背景として考えられます。 

今後は、関係機関との連携による見守り体制の強化とともに、学校や家庭を通じて犯罪 

に巻き込まれないための、子どもへのモラル教育や地域の協力体制の推進も必要です。



第１節 良好な居住環境の確保 

【基本的な考え方】 

子育てにとって居住の問題は極めて大きな意味合いを持つことから、良好な住宅が供給 

できるような環境づくりを推進します。また、市民が郷土への親しみを感じることができ 

るようまちの美化にも力を注ぐとともに、人々が集いやすい場の提供に努めます。 

事業 事業内容 担当課 

優 良 な 住 宅 、 

宅地の供給 

定住化の促進を図るため、優良な住宅・宅地の供給を推進するとと 

もに、宅地開発、住宅建設等について適正な指導を行います。 

都市整備課 

宅地課 

建築住宅課 

環境美化の推 

進 

市全体の環境美化に努めるとともに、街なかをはじめ公園、道路等 

の公共施設の美化を推進します。 

環境衛生課 

土木課 

都市整備課 

公園等の充実 安全で快適な都市生活を確保すべく、健康保全や大人と子ども達が 

楽しめるスポーツ・レクリエーション機能を持つ市民の憩いの場となる 

公園等の維持管理と整備の充実を進めます。また、人にやさしいバリ 

アフリーや防災機能の充実を図ります。 

都市整備課



第２節 子どもの安全の確保 

【基本的な考え方】 

子どもたちが安全に過ごせるよう、安全や環境に配慮したまちづくりや道路環境の整備 

を行い、安心して遊べるよう公園等における遊具の維持・改修に努め、安全管理を徹底し 

ます。 

また、全国的に子どもが被害者となる犯罪が増加する中で、地域全体で犯罪を防止する 

環境づくりを推進します。また、交通事故の未然防止のため、交通安全教育等を徹底しま 

す。 

事業 事業内容 担当課 

生活道路の整 

備 

生活道路の整備を進めるとともに、歩道のネットワーク化を図りつ 

つ、歩道の改修、またバリアフリー化を推進し、快適な歩行空間の形 

成を図ります。 

生活安全課 

土木課 

学校教育課 

交通安全意識 

の高揚 

交通事故防止及び交通安全の徹底を図るため、保育園、幼稚園、 

学校、地域等で交通安全教室を開催します。 

生活安全課 

チャイルドシー 

トの貸し出し 

交通安全のため義務づけられているチャイルドシートの着用率の向 

上のため、新生児用ベビーシートの貸し出しを行います。 

生活安全課 

防犯関係団体 

との連携 

警察や関係機関と連携を取りながら、地域の防犯体制の強化を図 

るとともに、広報等による啓発を推進します。また、地域住民との協働 

によるパトロールや危険箇所の見直しを行います。 

生活安全課 

不審者情報の 

提供 

子どもたちが被害者となる犯罪を未然に防ぐため通学路などにおけ 

る不審者の出没情報を安心安全メール等で配信します。 

※子どもなどが恐怖を感じた行為も含みます。 

学校教育課



第５章 仕事と家庭の両立支援 

【現況と課題】 

女性の社会進出や共働き世帯が増加する中、企業においても勤務時間と家庭や地域で過 

ごすための時間のバランスを取れるような働き方の見直しが求められるようになってきて 

います。特に小さな子どものいる家庭に関しては、保育サービスの充実等とともに、子育 

てしながら働きやすい職場環境の整備が必要とされています。 

アンケート調査では、仕事と子育てを両立する上で必要なこととしては、「配偶者やパー 

トナーが育児に協力してくれること」、「延長保育や一時預かり、放課後学童クラブなどの 

保育サービス」が上位回答となっています。 

また、子どもが就学してあまり手がかからなくなると、再就職を求める女性も多くなり 

ますが、仕事の条件面等で希望に合う就職先につけない現状があり、就職相談やスキルア 

ップの支援等も望まれるところです。 

さらに、少子化対策として見た場合に、子育てには教育費を含めてお金がかかることが 

少子化の最大の要因として考えられていることから、保育サービスの費用軽減、教育費の 

負担軽減や医療費の助成等を行うとともに、市の各種の支援制度について広報・周知を徹 

底していく必要があります。



第１節 広報・啓発等の推進 

【基本的な考え方】 

市内事業所・事業主や就業者に対して、広報「きさらづ」への掲載、ＰＲ資料の配布等 

を通じて男女労働者ともに育児休業を取得しやすい環境の整備、子どもの看護のための休 

暇制度及び子どもの養育のための勤務時間短縮等についての普及・啓発に努め、導入の促 

進を図ります。 

事業 事業内容 担当課 

子育て情報提 

供・発信の一元 

化 

広報「きさらづ」やホームページを活用して、子育てサービスの内容 

や各種制度について情報の発信に努めるとともに、行政においても情 

報の収集・交換・共有に努めます。 

また、児童福祉施設間のネットワーク化を図り、子どもの生活や育 

成に関する情報を提供するため、児童家庭課に｢子育て支援情報コー 

ナー｣を設置し、担当部署ごとに提供されている情報を取りまとめ、わ 

かりやすく提供します。 

児童家庭課 

子育て支援の 

手引き等の作 

成 

育児サークルや子育てボランティア等の参加を得ながら、子育てガ 

イド｢トイ･トイ・トイ！｣を作成します。また、子育てマップ（木更津東高校 

生徒作成）等を配布し、情報の発信を行います。 

児童家庭課 

きさらづ子どもセンター事業で、情報誌、ホームページ、相談活動等 

を行っています。 

きさらづ子どもセンター事業内容 （平成 21 年度現在） 

事業 内容 

情 報 誌 「 わ く わ く 

BOX 宝島」 

幼稚園、保育園の年長児、小中学生に配布。 

公民館や郵便局に設置します。 

レク用具等の貸し 

出し 

レク用具や昔遊びセットなどを無料で貸し出し 

ます。 

ホームページの開 

設 

各種イベント情報、体験情報等を月別に整理 

し、紹介します。 

http://www1.ocn.ne.jp/^kodomo-c/ 

きさらづ子ども 

センター事業 

相談活動 

電話、FAX、E-mail での情報提供についての 

問い合わせや相談に応じます。 

生涯学習課



第２節 両立支援のための体制整備 

【基本的な考え方】 

仕事と家庭・子育ての両立支援の一環として、保護者の育児休暇制度等の活用促進など 

を図るため啓発活動に取り組みます。また、女性の就業機会の拡大に向けて情報提供に取 

り組みます。 

事業 事業内容 担当課 

労働対策に関 

する啓発事業 

労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイ 

ム労働法等についての普及・啓発を図ります。また、育児休暇制度等 

の活用促進を図るため、市内事業所の事業主と就業者を対象に広報 

「きさらづ」への掲載とＰＲ資料の配付を行います。 

児童家庭課 

労働環境の充 

実 

労働時間の短縮や福利厚生事業の充実等、働きやすい環境づくり 

を進めるための普及・啓発（国や県の情報提供）に努めます。 

商工観光課 

児童家庭課 

雇用 の安定 と 

拡大 

女性の就業機会と雇用の場を確保に向けて、ハローワーク等関係 

機関との連携による、就労に関する情報の収集・提供、職業相談を推 

進します。 

商工観光課 

テレワーク等の 

普及 

東京一極集中や長距離通勤を是正し、職住近接の実現、仕事と育 

児の両立に向けて、サテライトオフィスやＳＯＨＯ等を支援し、新しい就 

業形態であるテレワーク等の普及を図ります。 

情報政策課



第３節 育児にかかる経済的負担の軽減 

【基本的な考え方】 

子育てには教育費等を含め、経済的負担が大きいことが少子化の大きな要因となってい 

ます。こうした状況に対応するために、医療費・健康診査費・子ども手当等を中心に経済 

的支援を行っていきます。 

事業 事業内容 担当課 

①妊婦・乳児健康 

診査費助成 

市が委託した医療機関等で、妊婦及び乳児 

の健康診査を受ける際に必要な費用を助成しま 

す。 

健康推進課 

②乳幼児医療費扶 

助 

就学前の乳幼児を対象に、保険診療医療費 

を助成します。 

③子ども医療費助 

成 

小学生を対象に、保険診療医療費を助成しま 

す。なお、平成２２年９月から助成対象を中学生 

まで拡大します。 

④未熟児養育医療 

費の給付（君津健 

康福祉センターで 

実施） 

出生時体重 2,000ｇ以下で生活力が弱いなど 

未熟性が強く、入院治療が必要とされる新生児 

を対象に医療費の一部を助成します。 

医療費･健康診 

査費の支援 

⑤小児慢性特定疾 

患の医療費助成 

（君津健康福祉セ 

ンターで実施） 

子どもの慢性疾患のうち、国が指定した疾患 

の診療にかかる医療費の一部を助成します。 

児童家庭課 

①子ども手当支給 平成２２年４月から、中学校修了までの児童 

を養育している方に子ども手当を支給します。 

②児童扶養手当支 

給 

父母の離婚等により、父と生計を同じくしてい 

ない児童を養育している母及びそれにかわる方 

に児童扶養手当を支給します。 

児童家庭課 手当等の支給 

③出産育児一時金 

支給 

国民健康保険に加入している被保険者が出 

産したときに支給します。ただし、他の健康保険 

から給付を受けるときは除きます。 

出産する本人が勤務先の健康保険に加入し 

ている場合は、加入している健康保険から出産 

手当金が受けられます。 

保険年金課



事業 事業内容 担当課 

①私立幼稚園の振 

興費補助 

市内の認可私立幼稚園に対して、教育内容 

の向上のため施設運営費の一部を助成します。 

幼稚園就園等 

にかかる支援 

②私立幼稚園就園 

奨励費補助 

保育料等の減免措置を講じた私立幼稚園設 

置者に減免相当分を助成します。 

学校教育課 

①要保護･準要保 

護就学援助費 

経済的理由によって就学が困難な児童・生徒 

の保護者に対して、学用品費等を援助します。 

就学に かかる 

支援 

②特別支援教育就 

学奨励費 

特別支援学級に就学する児童・生徒の保護 

者の負担を軽減するため、保護者の所得等の 

程度に応じて学用品費等を援助します。 

学校教育課



第６章 要保護児童への支援 

【現況と課題】 

近年、児童虐待の増加顕在化が大きな社会問題になっています。児童虐待については、 

一般に身体的虐待、性的虐待、養育の放棄や怠慢、心理的虐待の４つに分類されますが、 

場合によっては子どもの生命に直接関わる問題であることから、適切かつ早急な対応が求 

められています。このため児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国及び地方 

公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措置等を定めた「児童虐待の防止 

等に関する法律」が平成 12 年に制定されました。 

その後、 児童虐待へのより総合的かつ積極的な対応を目的に、 平成 16 年に児童福祉法及 

び児童虐待防止法の改正が行われ、児童虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた児童の保 

護及び自立支援その他の必要な支援を市町村が窓口となって実施することになりました。 

しかし、子どもの生命が奪われるなど重大な虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所 

における虐待に関する相談件数も増加を続け、 平成 18 年には児童虐待防止法制定直前の約 

３倍にあたる３万 7,323 件となるなど、依然として児童虐待は社会全体で早急に取り組む 

べき重要な課題となっています。 

また、離婚件数の増加等により、ひとり親家庭も増加しており、母子・父子家庭の経済 

的問題や生活上の障害等様々な問題に関して、生活相談も増加しています。 

本市では障害を持つ子どもと保護者に対する相談・指導や経済的支援を行っていますが、 

保護者からは「もっと周囲の理解が欲しい」という意見もあり、障害児家庭への支援とと 

もに、周囲の理解を求める意識の啓発が必要とされています。 

はぎの あやみ



第１節 児童虐待・ＤＶ防止対策の充実 

【基本的な考え方】 

児童虐待や配偶者からの暴力（ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス）を防止するため 

の理解・啓発活動を推進するとともに、児童虐待の予防や早期発見、虐待を受けた子ども 

の保護や自立支援などに向けた支援及びＤＶの被害者への支援を行います。 

事業 事業内容 担当課 

児童虐待対策 

事業 

児童虐待の防止に向けた理解・啓発を行うとともに、関係機関との 

連携を図りながら、児童虐待の予防と早期発見、虐待を受けた子ども 

の保護と自立支援、親子関係の回復に向けた支援などを行います。ま 

た、家庭相談員を配置し、子育てに関する様々な相談に応じます。さら 

に研修会等への参加を促し、相談に携わる職員の資質向上に努めま 

す。 

児童家庭課 

DV 対策事業 配偶者からの暴力を受けている女性などを警察、千葉県女性サポ 

ートセンター、君津健康福祉センター等関係機関と連携し、保護・支援 

活動を行います。また、児童家庭課において母子自立支援員等による 

相談活動を行っています。 

児童家庭課 

児童虐待防止 

ネットワークの 

充実・強化 

児童虐待の予防・早期発見と初期段階での対応を図るため、要保 

護児童対策地域協議会の内容の充実と体制を整備し、各関係機関と 

の連携・強化を図ります。 

児童家庭課



第２節 母子家庭等の自立支援 

【基本的な考え方】 

ひとり親家庭が増加している中で、子どもの最善の利益を図るために、きめ細かな福祉 

サービスの展開、 子育てや就業への支援、 経済的支援も含めた総合的な対策を推進します。 

事業 事業内容 担当課 

ひとり親家庭に 

対する自立支 

援の充実 

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の自立支援に向け、各種 

相談やサービス利用、問題解決に向けた支援を行います。 

また、安定した職と収入の確保による母子家庭の自立を目指して、 

母子家庭自立支援給付金事業（母子家庭自立支援教育訓練給付金 

事業、母子家庭高等技能訓練促進費等事業）を引き続き実施します。 

児童家庭課 

児童扶養手当 

支給（再掲） 

父母の離婚等により、父と生計を同じくしていない児童を養育してい 

る母及びそれにかわる方に児童扶養手当を支給します。 

児童家庭課 

ひとり親家庭等 

医療費等助成 

母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童に対し、保険診療医療 

費を助成します。 

児童家庭課 

気軽に 利用で 

き る 相 談 体 制 

の整備 

子育てに関して個々の家庭の状況に応じた適切なアドバイスができ 

るよう、母子自立支援員や相談担当者を引き続き配置します。 

児童家庭課 

母子寡婦福祉 

資金の貸付(県 

事業) 

母子家庭や寡婦家庭に対し、就学支度資金、修学資金、事業開始 

資金等の貸付に関する相談を行います。 

児童家庭課 

交通遺児手当 交通事故で父か母が死亡または一定の傷害状態となっている家庭 

の児童を監護し、前年の所得額が一定額以内の方に、交通遺児手当 

を支給します。 

児童家庭課



第３節 障害児施策の充実 

【基本的な考え方】 

すべての人々が普通に暮らしていけるよう、障害児を支援し、社会全体が障害児やその 

親を温かく見守る環境づくりを進めます。 

事業 事業内容 担当課 

発達に 関 す る 

相談、指導 

発達の遅れや心配のある幼児とその保護者を対象に相談・指導を 

行います。 

健康推進課 

幼児言語教室 

運営事業 

言語の発達に課題のある就学前の幼児の早期発見に努め、問題が 

改善・除去されるように、幼児言語教室（市民総合福祉会館）にて指導 

員による言葉の相談、指導や保護者への相談等を行います。 

まなび支援 

センター 

居宅生活支援 

事業 

在宅で介護や日常生活・集団生活への適応指導等を必要とする障 

害児に、ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所等の支援を 

行います。また、保護者が不在の時や病気の時などに、短期入所を利 

用することによって介護者の負担軽減を図ります。 

障害福祉課 

就労への支援 15 歳以上の就労が困難な障害児に対して、福祉作業所等を利用 

し、就労訓練・生活訓練を行いながら一般就労に向けての支援を行い 

ます。 

障害福祉課 

家庭で介護されている障害児の生活の安定と福祉の増進を図るこ 

とを目的として次の手当てを給付します。 

①障害児福祉手当 

給付 

20 歳未満の在宅の重度障害児に手当てを給 

付します。ただし、施設入居者や年金受給者は 

除きます。また、所得制限があります。 

②心身障害児童福 

祉手当給付 

20 歳未満の障害児を看護している方に手当 

を給付します。ただし、障害児福祉手当を受給し 

ている児童は除きます。 

各種手当の給 

付 

③特別児童扶養手 

当給付 

20 歳未満の障害児を家庭で看護している方 

に手当を給付します。ただし、施設入居者や年 

金受給者は除きます。また、所得制限がありま 

す。 

障害福祉課



事業 事業内容 担当課 

障害児の日常生活への支援のため、補装具・日常生活用具・紙お 

むつなどの給付や貸与を行います。 

①補装具の交付・ 

修理 

身体障害者手帳を所持する児童の障害の程 

度に応じて、義肢・装具・補聴器・車いす・歩行 

器・つえ等の交付・修理が受けられます。一部自 

己負担金があります。 

②日常生活用具の 

給付・貸与 

在宅の身体障害者手帳を所持する児童で、 

障害の程度に応じて、特殊マット・特殊寝台・便 

器・浴槽・住宅改修等の給付や貸与が受けられ 

ます。一部自己負担金があります。 

給付・貸与事業 

③紙おむつの給付 在宅の重度障害で、寝たきり・常時失禁状態 

にある３歳以上の児童に紙おむつを給付しま 

す。 

障害福祉課 

その他の福祉 

サービス 

身体障害者手帳または療育手帳の所持者に対しては、障害の程度 

により、税制上の特別措置、電車・バス・航空料金の割引、有料道路 

料金の割引、福祉タクシー券のサービスを提供します。 

障害福祉課



第７章 計画の推進 

第１節 計画の推進 

本計画の内容について、広く市民の方々に周知を行い、施策・事業の推進にあたっては、 

家庭・地域・学校・企業・行政等関係機関が適正な役割分担のもとに連携し、計画の実現 

を図る必要があります。 

１．計画の推進体制 

子どもと子育て家庭に関わる様々な行政サービスを総合的に展開していくために、庁内 

において、児童家庭課が総合的な計画推進の窓口となり、個々の施策・事業については、 

それぞれの主管課が中心となりながら関係する課との連携を取り、本計画の効果的かつ効 

率的な推進を図ります。 

２．計画の進行管理 

計画の進捗状況を点検・評価し、市民要望の的確な把握・検討を行いながら、必要に応 

じてその後の対策の実施や計画の見直し等に反映させていきます。本計画の進捗状況につ 

いては児童家庭課が年度ごとに取りまとめ、年１回ホームページその他で公表するよう努 

めます。 

本計画の推進にあたり、市民から寄せられた意見等については、各事業の推進の中で検 

討していきます。 

３．特定事業主行動計画等 

次世代育成支援対策推進法では、国及び地方公共団体は事業主として「特定事業主行動 

計画」、常時雇用する労働者の数が 300 人を超える事業主においては「一般事業主行動計 

画」を策定することとされており、本市においても庁内を対象とした特定事業主行動計画 

を推進するとともに、一般事業主に対して法の趣旨の啓発に努めます。



第２節 各主体の役割 

【基本的な考え方】 

本計画の推進にあたっては、市の将来を担う子どもたちの健やかな成長と、より良い子 

育て環境づくりに向けて、家庭、地域社会、学校、企業、行政の各主体が互いに連携・協 

力し、それぞれの役割を果たしながら、一体となって取り組むことを目指します。 

【各主体の役割】 

１．家庭の役割 

子育ての基本は家庭にあることの自覚を高め、子どもが心身ともに健やかに育ち、基本 

的な生活習慣やしつけを身につけるよう、 責任を持って子育てに取り組みます。 そのため、 

男女が協力して家事・育児に参加し、安らぎのある温かい家庭づくりを目指します。 

２．地域社会の役割 

子どもや子育て中の家庭を、地域社会が思いやりを持って温かく見守り、必要な時には 

手助けをしながら、また、各種の育成活動を積極的に展開しながら、様々な形で地域の子 

どもの育成に関わっていくことを目指します。 

３．学校の役割 

子どもたち一人ひとりが個性を伸ばし、自ら学ぶ意欲を持ち、他者への思いやりの心を 

育むことができるよう、魅力ある学校づくりを推進します。また、子どもたちが基礎的な 

学力を着実に身につけ、主体的に判断し、行動できる人間となるよう指導していきます。 

４．企業の役割 

共働き家庭が一般化する中、育児休業制度の定着やフレックスタイム制など、男女が家 

庭においても家事・育児をしやすい就業環境づくりに努めます。また、地域社会の一員と 

して、地域とともに子育てを支援していくことを目指します。 

５．行政の役割 

市は、本計画の内容を広く市民に周知し、子育て家庭に対する各種サービスの周知を徹 

底するよう努めます。また、市民の地域活動を積極的に促すとともに、市民、団体、企業 

と連携協力しながら、本計画を総合的・計画的に推進していきます。


