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保健所・保健センター 
子どもや保護者の方々健康に関する相談・指導をは

じめ専門職員による訪問指導等を行っています。 

　保健所保健指導課　　　　　蕁238-9925 
　蘇我保健センター　　　　　蕁264-5052 
　小中台保健センター　　　　蕁256-9418 
　若葉保健福祉センター健康課　蕁232-3021 
　鎌取保健センター　　　　　蕁291-4555 
　犢橋保健センター　　　　　蕁259-0251 
　高洲保健センター　　　　　蕁279-5300 
 
 
ママと赤ちゃんの相談室 
千葉県看護協会が赤ちゃんの発達やしつけ、夜泣き

等の育児不安や悩みのご相談をお受けしています。 

蕁 245-0008 
相談時間／月曜～金曜日（祝日を除く） 

　　　　　午前９時～午後３時 

　　　　　（正午から午後1時を除く） 

 
 
でんわ子育て相談（都市家庭在宅支援事業） 
育児不安や虐待、非行等の問題に関して、お子さん

や保護者からのご相談をお受けしています。 

問い合わせ／ 
（福）千葉ベタニヤホーム　旭ヶ丘母子ホーム 
蕁 234-3366 
相談時間／祝日を含む毎日 

　　　　　午前９時～午後８時 

　　　　　（緊急時は午後８時以降も相談できます） 

児童家庭支援センター 
「子ども未来サポートセンターほうゆう」 
専門の相談員が学校生活や虐待、非行等児童に関

する問題のご相談をお受けしています。 

蕁 215-2001　Eメール：houyu＠orion. ocn.ne.jp 
相談日／月曜～金曜日 （緊急の場合は、夜間や休日も受付けます） 
 
 
子ども電話相談 
「忙しい」「来所しずらい」という方のために、児童

相談所が電話によるご相談をお受けしています。 

蕁 279-8080（はればれ） 
相談時間／月曜～金曜日　午前９時～午後４時３０分 
 
 
教育相談電話 
いじめや交友関係、不登校等子どもの教育問題に関

するご相談をお受けしています。 

教育センター電話相談　蕁 255-3702～３ 
適応指導教室入級相談　蕁 285-1300 
指導課電話相談　　　　薔 0120-101-830 
相談時間／月曜～金曜日　午前9時～午後5時 
 
 
青少年の悩みごとについて 
青少年本人（児童・生徒含む）や保護者を対象に、

さまざまな悩みごとのご相談をお受けしています。 

蘆青少年補導センター　蕁 227-7830 
蘆青少年補導センター 
　東分室 蕁 237-5411　西分室 蕁 277-0007 
　南分室 蕁 293-5811　北分室 蕁 259-1110 
相談時間／月曜～金曜日　午前9時～午後5時 

養護教育センター 
障害のあるお子さんの教育や就学等に関するご相談を

お受けしています（来所・電話・医療・訪問・土曜相談）。 

問い合わせ／養護教育センター 
　　　　　　蕁277-0101　蕁277-1199（相談専用） 
 
 
療育センター 
「心身障害児総合通園センター」 
運動や言語の発達等に心配のあるお子さんの相談・

指導・診断等を「療育相談所」で行っています。 

問い合わせ／療育センター「療育相談所」　蕁279-1141 
 
 
千葉県自閉症・発達障害 
支援センターＣＡＳ（キャス） 
自閉症（高機能自閉症を含む）等特有な発達障害

のある方々とそのご家族の支援を行っています。 

千葉事務所　蕁 227-8557 
 
 
ハーモニー相談室 
専門カウンセラーが「女性のための生き方相談」を

電話または面接でお受けしています。 

問い合わせ／千葉市ハーモニープラザ内女性センター 
蕁 209-8775 
相談時間／ 

水・金・土・日：午前１０時～午後４時 

火・木：午後２時～午後８時　月：休館日 

※月曜日が祝日と重なった場合の火曜日及び年末年

　始も休館となります。 

子育てリラックス館 
子育て中の親子が、気軽に集って交流できます。また、

子育てに関するご相談もお受けしています。 

蘆子ども家庭福祉課　蕁 245-5177 
蘆各子育てリラックス館 
　中央区：千葉寺・子育てリラックス館 
　　　　　蕁 209-1003 
　稲毛区：てんだい・子育てリラックス館 
　　　　　蕁 251-6471 
　緑　区：ぷらっとおゆみ野・子育てリラックス館 
　　　　　蕁 292-2448 
　花見川区：幕張本郷・子育てリラックス館 
　　　　　蕁 276-7481 
　若葉区：千城台・子育てリラックス館 
　　　　　蕁 236-6662 
　美浜区：マリンピア・子育てリラックス館 
　　　　　蕁 080-1124-7496 
対象／赤ちゃんから就学前児とその保護者 

開設曜日等／各施設へお問い合わせください。 
 
 
地域子育て支援センター 
育児不安などの相談・指導のほか、子どもたちのふ

れあいの場としてもご利用になれます。 

新宿保育所 蕁 241-8599 
稲毛保育園 蕁 251-8190 
みつわ台保育園 蕁 255-7043 
明和輝保育園 蕁 293-3800 
打瀬保育園 蕁 273-6646 

夜間や休日に、急に子どもの具合が悪くなったとい

うときの診療や医療機関の案内を受けられます。 

 

夜救診：海浜病院内夜間救急初期診療部 
蕁 279-3131 
所 在 地／美浜区磯辺3-31-1（海浜病院内） 

診療科目／内科・小児科　診療日／毎日（年中無休） 

診療時間／午後７時（平日）、 

　　　　　午後６時（土、日、祝、年末年始） 

　　　　　～翌日午前６時 

 

 
休日救急診療所：総合保健医療センター内 
蕁 244-5353 
所 在 地／美浜区幸町1-3-9 

診療科目／内科・小児科・外科・整形外科 

　　　　　耳鼻咽喉科・眼科・歯科 

診療時間／午前9時～午後5時 

受付時間／午前8時３０分～午前11時３０分 

　　　　　午後1時～午後4時３０分 

 

 
夜間外科系救急当番医療機関の案内 
蕁 244-8080 
案内時間／午前8時～翌日午前6時 

診療科目／外科・整形外科 

診療時間／午後6時～翌日午前6時 

 
夜間開院医療機関の案内 
蕁 246-9797 
案内時間／午後5時30分～午後7時30分 

案 内 日／月曜～土曜日（祝日、年末年始を除く） 

 

 
産婦人科休日緊急当番医の案内 
蕁 244-0202 
案内時間／日曜、祝日、年末年始の 

　　　　　午前8時～午後５時 

診療時間／午前9時～午後5時 

子育てや教育のことで相談したいときは… 

みんないっしょに子育て いざというときの救急医療窓口 

夜 間 

休 日 テレホンサービス 

テレホンサービス 
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千葉市次世代育成支援行動計画 

千葉市 

平成17年 3 月  

タイトル〈みんなのシャボン玉〉 



　わが国は、世界で最も少子化の進んだ国の一つとなっています。 

　急速な少子化の進行は、社会経済全体に影響を与えるものであることから、国では、平成15年 7月に「次世

代育成支援対策推進法」を制定し、全国のすべての地方公共団体及び事業主に対して、行動計画の策定を義務

付けました。 

　これを踏まえ、千葉市では、子育て支援を総合的・効果的に推進するための新たな計画として「夢はぐくむ　ちば

子どもプラン」（千葉市次世代育成支援行動計画）を策定しました。 

　これにより、次代を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、また、子育てに伴う喜びが実感されるように、総

合的な支援を推進し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを目指します。 

本市では、次代を担う子どもたちが健やかに成

長できるよう、また、子育てに伴う喜びが実感

されるように、総合的な支援を推進することに

より、安心して生み育てることができる環境づ

くりをめざしています。 

蘆人 口 
安定的な人口流入により、緩やかに人口は増加しているもの

の、少子高齢化により一貫して自然減少が進行しています（※）。

緑区、美浜区では、年少人口比率が高い一方、中央区や

若葉区は高齢化率が高く、子ども数には地域的な偏在がみ

られます。 

※自然増減＝出生児数ー死亡者数 

蘆出 生 
人口の規模は拡大傾向にありますが、出生数は、平成６年

以降ほぼ8,000人から8,500人の間で推移しています。また、

出生率、合計特殊出生率も多少の増減はあるものの、ほぼ

一貫して低下しており、平成１５年の出生率は9.0、合計特殊

出生率は1.19となっており全国平均の1.29を下回り、少子

化の進行を裏づけています。 

蘆世 帯 
一世帯当たり人員は2.3～3.0人程度となっており、地域

によって差がみられます。また、世帯全体に占める18歳

未満の子どものいる世帯の割合は、緑区については４割

程度と高い水準ですが、その他の地域は４～５世帯に

1世帯程度の割合となっています。 

蘆結 婚 
女性は20代後半の未婚率の上昇が著しく、晩婚化が進行

しています。男性は30代においても未婚率が上昇してお

り、晩婚化に加え非婚化が進行していることがうかがわ

れます。 

蘆就 業 
男性の就業率は減少している一方、２０代後半から３０

代前半の女性の労働力率は高まってきており、女性の

就業率は増加傾向にあります。 

計画策定の背景 
千葉市の現状 

計画の目的 

計画期間 
この計画は平成17年度から平成21年度までの5か年間を計画期間とします。 

蘆専業主婦も含めたすべての子育て家庭への支援という観点から
　の計画とする。 
蘆家庭の育児力や地域の育児力（地域で支えるしくみづくり）が
　高まるような計画内容とする。 
蘆子どもたちが健康で豊かな心を持つ人間として成長し、子ども
　自ら「生きる力」を身に付けていくよう、子どもの視点に立っ
　た取組みを重視する。 
蘆 21年度を目標とする各種施策の目標数値を含めた具体的な施策
　の方向性を提示する。 

次世代育成支援 
対策推進法 

国の取組み 
新プランの策定 

夢はぐくむ 
ちば  子どもプラン 

千葉市次世代育成 
支援行動計画 
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◆出生率と合計特殊出生率の推移（千葉市） 

◆行政区別の子どものいる世帯の状況（千葉市） 

◆行政区別の20-39歳未婚率（千葉市） 

◆男女別就業率の推移（千葉市） 

◆行政区別の年少人口比率および高齢化率（千葉市） 
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基本目標 1 子育て家庭の「育児力」の向上 
自信とゆとりを持って子育てできるように 
各家庭が自信とゆとりを持って子育てができるように、子育て中の親子が気軽に集い、交流や仲間づくり
ができる場の設置を促進するとともに、身近なところで相談・指導・情報提供が受けられる体制を充実し、
家庭の子育て機能の回復を目指します。 

基本施策1　子育てに必要な情報を得られるようにする 
子育てコーディネーターを配置し、子育てサービスの情報収集・提供を行う。また、
子育てに関する相談や関係機関との連絡調整を行います。 

子育て支援総合 
コーディネート事業 

子育てマップの作成 

地域子育て支援センター事業 

子育てリラックス館運営事業 

私立幼稚園就園 
奨励費補助金 

基本施策2　子育ての不安や悩みを解消し、家庭の子育てを支援する 
遊びを通じた親子のふれあいの場の提供、各種相談指導、子育てサークルへの支援、
子育てに関する情報提供を行います。 

基本施策3　子育て家庭を経済的に支援する 
市内私立幼稚園及び周辺市外私立幼稚園に就園する園児の保護者に対し、助成金を
支給します。 

家庭や地域での子育て支援機能の強化，子育てへの不安感や精神的負担感等の解消
を図るため，各区2館体制とします。 

保育所や幼稚園などの施設、小児科などの病院、遊び場などの子育てに役立つ情報
を収集し、マップを作成・配布します。 

基本目標 2 地域の「育児力」の向上 
地域全体で子育てを支える 
児童センターを児童の健全育成の拠点施設として定め、地域の中に既存施設を活用した子どもの遊び場や
居場所を確保するなど、子どもの居場所づくりについて検討します。 
子育てを終えた方々や高齢者など、地域に住む市民が様々な形で子育てに関わることのできる仕組みを整
え、地域の「育児力」の充実を促します。 

基本施策4　地域における子どもの居場所を確保する 
児童の健全育成の拠点施設として、市内の中心部に、子どもたちの交流の場、スポーツ・音楽
など、子どもたちのさまざまな活動を支援するため、児童センターを平成19年度に開設します。 

児童センター 
（拠点施設）の整備 

ウィークエンド 
ふれあい広場事業 

学校・家庭・地域連携 
まちづくり推進事業 

子育てフォーラム（仮称）の 
設置 

基本施策5　地域における子どもの活動の機会を提供する 

基本施策6　学校・家庭・地域の連携と子育てを支える人づくり 
学校 ･家庭 ･地域の三者が連携して、各地域の特色ある地域活動を推進することによっ
て、子どもの地域に対する愛着を育みます。 

地域における子育て支援の地域ネットワークの構築などを視野に入れ、地域に活動して
いるさまざまな団体、個人の、子育て支援の情報交換の場として設置します。 

完全学校週五日制に対応した事業として、青少年相談員が中心となって、地域の子ど
もたちを対象に、凧づくりや折り紙などの文化的制作・体験活動を行います。 

蘆専業主婦も含めたすべての子育て家庭への支援という観蘆専業主婦も含めたすべての子育て家庭への支援という観点からの計画です。点からの計画です。 
蘆保健福祉分野のみならず、教育、まちづくりなど多岐に蘆保健福祉分野のみならず、教育、まちづくりなど多岐にわたる分野の関連施策をわたる分野の関連施策を 
　総合的に推進します。　総合的に推進します。 
蘆家庭や地域の育児力の向上をめざします。特に地域の育蘆家庭や地域の育児力の向上をめざします。特に地域の育児力については、市民、児力については、市民、 
　ボランティア、地域団体などの積極的な参画を促す仕組　ボランティア、地域団体などの積極的な参画を促す仕組みづくりに努めます。みづくりに努めます。 
　また、企業も地域の一員であることから企業との連携も　また、企業も地域の一員であることから企業との連携も視野に入れその取組みを推進し視野に入れその取組みを推進します。ます。 
蘆保育所の待機児童の解消、子どもの居場所づくり、教育蘆保育所の待機児童の解消、子どもの居場所づくり、教育施策などの充実を図ります。施策などの充実を図ります。 

蘆専業主婦も含めたすべての子育て家庭への支援という観点からの計画です。 
蘆保健福祉分野のみならず、教育、まちづくりなど多岐にわたる分野の関連施策を 
　総合的に推進します。 
蘆家庭や地域の育児力の向上をめざします。特に地域の育児力については、市民、 
　ボランティア、地域団体などの積極的な参画を促す仕組みづくりに努めます。 
　また、企業も地域の一員であることから企業との連携も視野に入れその取組みを推進します。 
蘆保育所の待機児童の解消、子どもの居場所づくり、教育施策などの充実を図ります。 
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※概要版のため、主な事業のみ掲載しています 



基本目標 5 次代を担う人間をはぐくむ教育の充実 
心身ともに豊かな子どもを育てる 
子どもの人間性や社会性をはぐくむために、人間形成の基礎が培われる幼児教育の充実やボランティア体
験・職場体験、農山村留学や文化・スポーツ活動など、多様な経験ができる機会の提供を図ります。 
また、家庭の教育力の向上を図るための取り組みや青少年と乳幼児のふれあいなど次代の親の育成に努め
ます。 

基本目標 8 子どもの安全の確保 
安全に安心して暮らせるように 
子どもの安全の確保のために、市民と学校、関係機関などが連携をより一層強化し、地域ぐるみで子ども
を事故や犯罪から守るための取り組みを推進します。 

基本施策24　子どもを事故から守る 
学校ごとに地域住民等の「学校安全ボランティア」を育成
し、校内パトロール、通学路、横断歩道の見守りなどを行
うことについて検討します。 

学校安全ボランティア 
推進事業 

防犯対策事業 
（防犯カメラ設置事業・
防犯パトロール隊支援
事業・落書き消去活動
支援事業） 

基本施策25　子どもを犯罪から守る 
地域住民による自主的防犯活動を推進するため、防犯活動
を実施している団体に必要な物資を提供します。犯罪防止
のため、防犯カメラの設置と落書き消去活動を支援するなど、
地域と連携した防犯活動を推進します。 

基本目標 3 仕事と家庭の両立支援 
働きながら子育てをする 
男女共に仕事をしながら子育てができるよう仕事と家庭の両立支援のため、保育所の待機児童の解消、子ども
ルームの全小学校区設置、さらに「働き方の見直し」など企業の取り組みに対する支援・啓発を行います。 

基本目標 4 子どもと母親の健康づくり 
安心して子どもを生み育てられるように 
妊娠・出産・育児などの各段階で、母と子が心と体の保持・増進されるよう関係機関が連携し、安心して
子どもを生み育てられる環境の実現を図ります。母乳哺育の浸透や食育などの充実を図ります。 

基本目標 6 子育て家庭にやさしいまちづくり 
子どもがのびのびと育つ環境をつくる 
地域で誰もが安全で安心して暮らし続けるためには、バリアフリーのまちづくりは重要です。ベビーカー
や子ども連れでも快適に移動できることや公共施設に授乳コーナーが設置されていたり、子どもが安全に
過ごせる遊び場など子育て家庭にやさしい都市環境の整備を推進します。 

基本目標 7 支援が必要な子どもと家庭への対応 
自立に向けて支援する 
障害のある子どもが安心して快適に暮らすことができるよう、在宅サービスなどの充実を図ります。また、
虐待についてはいつでも相談に応じられる児童虐待相談体制の整備を図ります。さらに、ひとり親家庭安
心プランに基づき、ひとり親家庭の自立を支援します。 

基本施策20　障害のある子どもの生活と教育を支援する 
居宅介護、デイサービス、短期入所の各サービス利用に対
して支援費を支給します。 

心身障害児居宅 
生活支援費 

子育て短期支援事業 
（ショートステイ事業） 

基本施策21　援護を必要とする子どもの生活を支援する 
保護者が病気や社会的理由により、家庭での養育ができな
い場合に一時的に児童福祉施設等で養育を行います。 

子育て支援短期事業 
（トワイライトステイ事業） 

保護者が仕事等で恒常的に帰宅が夜間にいたる場合や休
日に不在の場合などに児童養護施設で夕方から夜間、休
日に養育を行います。 

基本施策22　ひとり親家庭の自立を支援する 
より良い就業に向けた能力を開発するために「自立支援訓練
給付金」「母子家庭高等技能訓練促進事業」を実施します。 

自立支援訓練 
給付金事業等 

ひとり親家庭 
生活支援事業 

基本施策23　子どもの虐待とＤＶ被害を防ぐ 

ひとり親家庭の生活基盤の安定を図るため、「生活支援講習」、
「児童訪問援助」他をメニュー化し実施します。 

育児支援 
家庭訪問事業 

４か月、１歳６か月児、３歳児健康診査等の結果、育児不安
の強い家庭・虐待に至る恐れ等のリスクを抱える家庭に対
する育児指導を行い、順次その充実を図ります。 

児童相談所において、夜間・休日を問わず、いつでも相談
に応じられる体制の整備を図ります。 

児童虐待相談 
体制の整備 

基本施策13　次代の親への意識づけを図り、家庭の教育力を高める 

思春期の子ども及びその保護者等に対して思春期の心と
からだの発達と特徴・対応について知識の普及・相談を
実施し、内容の充実を図ります。 

思春期教室 

子どもと親の相談員
活用事業 

基本施策14　すべての子どもがいきいきと学べる学校教育を目指す 

小学校に「子どもと親の相談員」を配置し、保護者と連携
しながら、不登校や問題行動などの未然防止・早期発見・
早期対応に努めます。 

基本施策15　多様な体験を通じて豊かな心身をはぐくむ 
県内や長野県の農山村等に宿泊して自然体験活動や農林
漁業等の体験活動、地域住民との交流を図ります。 

農山村留学推進事業 

少年自然の家 
運営事業 

基本施策16　幼児教育の充実を図る 

子どもたちによる生活体験、自然体験、共同宿泊体験等の
教育的体験活動を行います。 

幼児教育 
支援センター事業 

教育委員会等の中に保育カウンセラーなどからなる幼児教
育のサポートチームを設置し、関係機関と連携を図りながら
幼稚園や保護者、家庭等への支援を検討します。 

基本施策7　質の高い多様な保育サービスを提供する 
保育所の新設、増改築、定員変更、定員の弾力化を行い待機児童の解消を図ります。 保育所の整備等 

一時保育事業 

子どもルーム整備 ･運営事業 

子育て支援連絡協議会（仮称）
の設置 

父親の育児休業取得の推進 

就職サポート事業 

基本施策8　子育て家庭にやさしい働き方を目指す 

小学校低学年の児童を対象に、授業終了後に遊び場や生活の場を提供するために、小
学校の空き教室及び民間施設等を活用し整備します。 

民間企業、保育、教育、医療関係者などを構成メンバーとした「子育て支援連絡協議
会」（仮称）を設置して、次世代育成支援を総合的・効果的に推進します。 

基本施策9　男女が共に担う家庭生活づくり 
就職者に職業適性や面接の対処方法、履歴書や職務経歴書の書き方指導などの個別
指導を行います。 

事業主等に対して父親の育児休業取得促進や、子育て期間中の勤務時間短縮などに
ついて普及・啓発を行います。 

保護者の就労や疾病、冠婚葬祭、育児疲れ等で一時的に保育が必要な場合、認可保
育所において一時的に保育サービスを実施します。 

基本施策10　安心できる出産・育児と子どもの健康増進を図る 
新生児訪問の充実など、機会を捉えて母乳哺育の浸透を図ります。また、母乳に
ついての相談の実施とともに、母乳哺育への支援・ケアを行います。 

母乳哺育の推進 

出産・育児の電話相談 

ぜんそく等小児指定疾患 
医療費助成事業 

食生活改善推進員による 
地域活動 

基本施策11　安心して医療を受けられるようにする 
国の小児慢性特定疾患治療研究事業の対象とならないぜんそく患者等のうち、市の基
準に該当する患者の健全な育成を図るとともに、患者家族の医療費の負担を軽減します。 

基本施策12　食を通じて心身の健全育成を図る 
食を通して心と体を育てる「食育」の観点から、調理実習などの体験学習を保健センター
等で行い、順次実施回数を増やすなどその充実を図ります。 

保健センターに、育児相談専用の直通電話を開設。出産する病院の情報や新生児の育
児相談などを、保健師が中心となって実施します。 

基本施策17　子育て家庭が安心して外出できるようにする 
高齢者、障害者、妊産婦をはじめ市民にやさしいまちづくりを進めるために、千
葉市交通バリアフリー基本構想で定められた重点整備地区において、平成22年度
を目途にバリアフリー化を推進します。 

交通安全施設整備 

公共施設における 
子育てバリアフリー化 

子どもたちの森整備事業 

子育てに関する情報を含めた
住情報の提供 

基本施策18　子どもが自然と触れ合う身近な遊び場を確保する 
子どもたちが自然の中で自分の責任で、のびのびと自由に遊べる場を整備します。 

基本施策19　子育て家庭が住まいを得やすいように支援する 
子育て家庭の住まい選びなどに際して必要な子育てに関する情報を、住まいに関する情
報と併せて提供することができるよう住宅供給公社の「すまいアップコーナー」における
サービスの拡充とホームページの内容の充実を図ります。 

本庁・各区役所において、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベット、授
乳室、キッズコーナー等の設置を計画的に行います。 


