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（１）計画策定の背景
わが国は、世界でも最も少子化の進んだ国の一つとなっており、合計特殊出生率（女性が一生の間

に生む子どもの数）は、過去30年間、ほぼ一貫して下がり続けております。

千葉市でも、平成15年の合計特殊出生率は1.19と全国平均の1.29を下回るなど少子化はますます

進んでいます。

合計特殊出生率のこのような低下の背景には、従来少子化の主たる要因といわれてきた晩婚化に加

えて、夫婦の出生力そのものの低下が見られるようになり、現状のままでは、少子化が一層進行する

と予想されております。

このような、急速な少子化の進行は、労働人口の減少、社会保障負担等の増加、子どもの自主性や

社会性の低下、地域社会の活力の減退など、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、少子化対策に関わる集中的・総合的な取り組みを行うため、平成15年7月に、「次世代育成支援

対策推進法」を制定し、すべての地方公共団体に、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づ

けました。

また、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化している中で、子どもの最善の利益を考慮して、子

どもの権利を尊重し、実現することを目的とした「児童の権利に関する条約」が平成6年に批准され

ています。

これらを踏まえ、千葉市では、「千葉市児童保健福祉推進計画」（平成13年3月策定）に基づいて、

子育てと就労の両立支援や子育ての不安・負担の軽減、さらには、次代を担う子どもたちが健やかに

育つための環境づくりを進めるなど、「子どもたちが明るく健やかに過ごすまちの実現」を目指して、

各種施策を推進してきました。

こうした取り組みを一層効果的に推進するには、行政はもとより、企業や地域社会全体で協力して、

さまざまな担い手の下に対策を進めていくという視点が必要で、今回、「次世代育成支援」という新

たな枠組みの中で、総合的な取り組みを行うこととしました。

このため、本市では、次代を担う子どもと子育て家庭への支援策として、保健、福祉、教育、まち

づくりなど、多岐の分野にわたる施策を総合的に推進する「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。
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１　計画の策定の趣旨



（２）計画の目的
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。

（ア）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。

（イ）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。

（ウ）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り組みを重視する。

（エ）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。

（３）計画の位置づけ
この計画は、次世代育成支援対策推進法第8条第1項に基づく行動計画で、次世代育成支援という

新たな枠組みの中で計画を策定しました。

なお、児童福祉法に基づく保育所の待機児童解消のための保育計画についても本計画と一体のもの

として策定しております。

また、今後策定される第2次5か年計画及び現在策定中の「地域福祉計画」（仮称）、「新ハーモニー

プラン」（ちば男女共同参画基本計画）等、他計画との整合を図っていきます。

（４）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。次世代育成支援対策

推進法では行動計画は5年ごとに策定するものとされていることから、次の行動計画については、必

要な見直しを平成21年度までに行ったうえで、平成22年度から平成26年度までを計画期間として策

定します。

（５）計画の対象
この計画の対象は、すべての子どもとその家庭を主眼に、さらに、行政、企業、地域社会全体を含

めた個人及び団体とします。

― 3 ―

総 論  



（１）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。

図１　自然・社会増減の推移（千葉市）

出典：住民基本台帳

図２　行政区別の年少人口比率および高齢化率（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年
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２　千葉市の現状
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（２）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、平

成15年の出生率（人口千人対）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。

図３　人口と出生数の推移（千葉市）

出典：人口動態統計

図４　出生率と合計特殊出生率の推移（千葉市）

＊合計特殊出生率

1人の女性が生涯に何人の子どもを生むかを示す値。

15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の

年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

出典：人口動態統計
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（３）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。

図５　行政区別の世帯数および一世帯当たり人員（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年

図６　行政区別の子どものいる世帯の状況（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年
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図７　行政区別の高齢者のいる世帯の状況（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年
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（４）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。

図８　未婚率の推移（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」

図９　行政区別の20－39歳未婚率（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年
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（５）就業
男性の就業率は減少している一方、女性の就業率は増加傾向にあります。

また、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、Ｍ字カーブの谷は埋まりつ

つあるものの、依然として30代後半と40代前半の間には10ポイント以上の開きがみられます。

図10 男女別就業率の推移（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年

図11 女性の年齢階層別労働力率の推移（千葉市）

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年

＊労働力率

生産年齢人口（15歳以上人口）に含める労働力人口の比率
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（１）少子化に向けた社会全体の対応（図12参照）
市民アンケートの結果から、母親が自立した一人の女性としての面を持ちながら子育てを行うこと

の難しさや、そこから生じる悩みを抱えていることがうかがわれます。

また、若者の結婚のきっかけには理想と現実の間にギャップが見られるとともに、若い世代は非婚

や晩婚を許容し、結婚を必然的な行為とは考えない傾向が読み取れますが、これらの価値観や意識は

少子化をさらに進行させるものと考えられます。

このようにしてみると、少子化とは市民の生活意識や価値観が変化してきている中で、今日の社会

が結婚や子育てをデメリットと感じるような仕組みになっているためと考えられます。

このようなことから、市、県、国、企業などが連携しあい、結婚、出産、子育てといった各ライフ

ステージにわたり、あるいは教育、文化、就業、住宅などのあらゆる生活の局面において、社会のあ

り方を抜本的に変革することが求められます。

（２）安心感の得られる子育て支援の仕組みづくり（図13、図14参照）
本市においては、保育所（園）の充実を図ってきているものの、希望者はそれを上回る形で増加し

てきており、待機児童はここ10年間解消されずに至っています。「保育に欠ける児童への対応」は、

児童福祉行政にとって重要な使命の一つであり、早急な対応が求められます。一方、障害児やひとり

親世帯については、支援費制度の導入やひとり親世帯の増加などの制度変化、環境変化への対応が重

要と言えます。

すべての家庭が安心して子育てを行えるためには、このようなセイフティネットの環境整備を進め

ることが大切と考えられます。また、その上で、生活スタイルや価値観の多様化に伴う子育てニーズ

の多様化に対応した支援を行うことが望まれます。

（３）市民参画による次世代の育成（図15参照）
アンケートによると、「夫の理解や協力」が少子化対策の重要な鍵になっていることがうかがわれ、

現在、子育て中の家庭においては夫の育児参画がこれまでよりもさらに求められます。

一方、本市は団塊の世代が多く居住しているとともに、就業者の多くが「被雇用者」として都心に

通勤している状況にあります。団塊の世代がこの10年以内に定年を迎えることを考えると、これま

で培ってきた多様な体験、技術、知識などを地域のために生かすこと、とりわけ「次代の親」となる

子どもたちの健全な成長・発達に役立てることが求められます。また、この世代の女性は子育て経験

者として若い母親の精神的、技術的なアドバイザーになることが期待されます。

また、中・高校生などが子育てに関わることは、子どもや家庭への関心を高めるために有効と考え

られるため、積極的な促進が求められます。

このように、市民の各層がそれぞれの立場で地域の子育てに関与することが望まれます。
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３　計画策定の視点



（４）利用者の視点に立ったサービス・施設の活用（図16参照）
共働きの家庭、核家族、三世代家族、母子家庭、父子家庭など、さまざまな家族の姿があり、生活

スタイルや価値観は多様化してきています。このような中で、画一的な子育て支援サービスを提供し

ても、利用者の多様なニーズに的確に対応することは困難です。そこで、利用者の声に耳を傾け、真

に必要なサービスを、行政、民間、地域社会が連携し、提供することが求められます。

また、ニーズの拡大と多様化の中で、効率的で効果的にサービスを提供していくためには、既存の

施設を有効活用していく視点も大切です。
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（１）少子化に向けた社会全体の対応（図12参考データ）

○個人として認められる場や機会が少ないことに不満を感じています。

図12 子育てに関して、日常悩んでいること、気になること（就学前児童調査）
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出典：千葉市「子育て環境に関するアンケート調査報告書」

0％ 20％ 40％ 

病気や発育・発達に関すること 

食事や栄養に関すること 

育児の方法がよくわからないこと 

子どもとの接し方に自信がもてないこと 

子どもとの時間が十分にとれないこと 

話し相手や相談相手がいないこと 

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと 

子どもの教育に関すること 

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること 

登園拒否、不登校などの問題について 

子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと 

配偶者・パートナーと子育てに関して意見があわないこと 

自分の子育てについて、身の回りの人の見る目が気になること 

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと 

子どもを叱りすぎているような気がすること 

子育てのストレスで、子どもの世話をしなかったりしてしまうこと 

地域の子育て支援サービスの内容・申し込み方法がわからないこと 

土日・夜間に見てくれる病院が近くにないこと 

その他 

特にない 

24.4　　　　　   

21.7　　　　　　　    

2.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

7.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

12.7　　　　　　　　　　　　　　　 

3.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

31.2 

19.4　　　　　　　　　   

11.3　　　　　　　　　　　　　　　　 

1.4   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

8.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

3.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

10.4　　　　　　　　　　　　　　　　　 

23.5　　　　　　  

4.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

8.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

21.5   　　　　　　　 

6.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

6.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

調査数：1658



（２）安心感の得られる子育て支援の仕組みづくり　（図13、図14参考データ）

○団塊ジュニア世代が結婚・出産期を迎えています

図13 千葉市・政令市・全国の人口ピラミッド

出典：総務省「国勢調査報告書」2000年

○育児疲れ解消のために子どもを他人に預けたいと考える人が7割います。

図14 子どもを他人に預けて育児疲れを解消した（就学前児童調査）

出典：千葉市「子育て環境に関するアンケート調査報告書」
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（３）市民参画による次世代の育成　（図15参考データ）

○知識や経験を地域に生かしたいと考える人が6割となっています。

図15 自分の知識・経験等を地域活動において生かす意向の有無（60代調査）

出典：千葉市「子育て環境に関するアンケート調査報告書」

（４）利用者の視点に立ったサービス・施設の活用　（図16参考データ）

○さまざまな子育て負担の軽減等が求められています。

図16 もう一人以上の子どもを生み育てるために必要な環境条件（就学前児童調査）

出典：千葉市「子育て環境に関するアンケート調査報告書」
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（１）8の基本目標と25の基本施策
千葉市には、「団塊ジュニア世代」と呼ばれる層が約6万5000人と市人口全体の7％強を占めてお

り、現在、結婚や子育ての時期を迎えています。少子化傾向を抑えるためには、この世代を中心とし

た若者が、結婚、出産、子育てに希望を持ち、いきいきと家庭生活を営めるような環境づくりが今、

求められています。

平成15年度に実施したアンケートによると、就学前の児童のいる家庭では子育てに関わる経済的

な負担感が大きいものの、子どもをさらに生むための条件として、配偶者の理解・協力が得られるこ

とも重視しており、子育てに関する父親の意識や行動が少子化に少なからず影響を与えていることが

うかがわれます。こうしたことから、今後、少子化対策を進める中で、男女が家事や育児の責任を分

担し、ともに喜びを分かち合えるよう、家庭・地域・職場など、あらゆる場面で男女共同参加の視点

をもつことが重要と考えられます。

また、子育て中の母親の最も大きな悩みとして、自分のやりたいことなどが十分に出来ないことを

挙げる人が多く、母親の意識変化に対応した子育て支援も大切と言えます。

一方、千葉市には5万人もの団塊世代の市民がおり、子育て経験の豊富な団塊層が高齢期を迎える

中で、地域で子どもを育てる上での支援者としての役割が期待されます。さらに、「子育て」に加え

て、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

くといった「子育ち」が問われる今、親や子育てをする人の立場ばかりでなく、子どもの視点に立っ

たまちづくりや環境整備も重要と考えられます。

少子化対策には保育所の整備などの直接的な支援が大切であることは言うまでもありませんが、少

子化問題は社会全体の問題でもあり、行政のみで解決できるものではなく、市民全体が少子化に対し

て問題意識を共有し、一人ひとりができる取り組みを積み重ねていく必要があります。これらのこと

を踏まえ、8の基本目標と25の基本施策を設定しました。
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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　――

少子化の進行は、核家族、都市化の進展とあいまって、家庭、地域の育児力の低下をもたらし、家

庭では、子育ての孤立感・負担感の増大や育児不安などさまざまな問題が生じています。子育ては家

庭で行われるのが基本となることから、各家庭が自信とゆとりを持って子育てができるよう、

「１　子育てに必要な情報を得られるようにする」、「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」、「３　子育て家庭を経済的に支援する」の3点を推進し、子育て家庭が自信とゆとり

を持って子育てできる環境の実現を図ります。

■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　――

地域の育児力の低下は、親同士・子ども同士の交流の減少や子育ての孤立化などの問題をより深刻

にしています。

そこで、子育てを終えた中高年の方々や高齢者、青少年など、さまざまな世代が次代を担う子ども

の育成に関わったり、市内の公共施設などで子どもが活発に活動できるよう、「４　地域における子

どもの居場所を確保する」、「５　地域における子どもの活動の機会を提供する」、「６　学校・家庭・

地域の連携と子育てを支える人づくり」の３点を推進し、地域全体で子育てを支える環境の実現を図

ります。

■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　――

働く女性が増え、結婚・出産に対する価値観が変化する一方で、仕事と子育てを両立できる環境の

整備は遅れており、それが少子化を進行させる背景になっていると言われています。そこで、働き方

や子育てに関する男女の関わり方の多様化に対応し、仕事と子育てを両立できるよう、「７　質の高

い多様な保育サービスを提供する」、「８　子育て家庭にやさしい働き方を目指す」、「９　男女が共に

担う家庭生活づくり」の3点を推進し、それぞれの家庭にあった職業・家庭生活を選べる環境の実現

を図ります。

■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　――

核家族化の進行や生活環境の変化により、晩婚化等による高齢出産など、妊娠・出産を取り巻く環

境は大きく変化しています。今後、母と子どもの心と体を守る健診体制、相談訪問体制の充実など、

関係機関が連携し、妊娠・出産、子育てへの不安を軽減していくことが求められます。

そこで、妊娠、出産、育児などの各段階で、母と子の心と体の健康が保持、増進されるよう、

「10 安心できる出産・育児と子どもの健康増進を図る」、「11 安心して医療を受けられるようにす

る」、「12 食を通じて心身の健全育成を図る」の3点を推進し、安心して子どもを生み育てられる母

と子が健康な環境の実現を図ります。
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■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　――

家庭はやすらぎの場であると同時に、子どもがしつけや基本的な生活習慣を身につける教育の場で

あることを重視し、家庭の教育力の向上に向けての取り組みを進めるとともに、子どもの主体性や創

造性を育みがら、豊かな個性を持つ人間として成長できるよう、「13 次代の親への意識づけを図り、

家庭の教育力を高める」、「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」、「15 多様

な体験を通じて豊かな心身をはぐくむ」、「16 幼児教育の充実を図る」の4点を推進し、心身ともに

豊かな人間を育む環境の実現を図ります。

■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　――

ゆとりあふれる中で子育てを行い、子どもが心身ともに健やかに成長していくためには、安らぎを

感じる豊かな自然環境を保全し、子どもがのびのびと活動できる遊び場や子育てに適した住まいが確

保されること、道路などのバリアフリー化など、子どもや子育て家庭にやさしい安全で快適な都市環

境を整備していくことが重要です。

そこで、「17 子育て家庭が安心して外出できるようにする」、「18 子どもが自然と触れ合う身近

な遊び場を確保する」、「19 子育て家庭が住まいを得やすいように支援する」の3点を推進し、快適

な子育て生活を送れる環境の実現を図ります。

■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　――

子どもが社会の一員として自らの能力や意欲を生かし、社会参加できる権利が保障されるよう、

「20 障害のある子どもの生活と教育を支援する」、「21 援護を必要とする子どもの生活を支援す

る」、「22 ひとり親家庭の自立を支援する」、「23 子どもの虐待とＤＶを防ぐ」の4点を推進し、

すべての子どもが健やかに育つ権利を保障する環境の実現を図ります。

■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　――

子どもが、けがをしたり、事故にあったりする危険性は家の内外のいろいろなところに潜んでい

ます。

このようなことから、「24 子どもを事故から守る」、「25 子どもを犯罪から守る」の2点を推進

し、子どもの安全が守られる環境の実現を図ります。



（２）施策の体系
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基本目標 25の基本施策 

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－ 

２　地域の「育児力」の向上 
 

　－地域全体で 

　　　子育てを支える－ 

３　仕事と家庭の両立支援 
 

　－働きながら 

　　　子育てをする－ 

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－ 
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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－ 

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－ 

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－ 

８　子どもの安全の確保 
 

　－安全に安心して 

　　　暮らせるように－ 


