
町田市子どもマスタープラン 

   

２．子どもを対象とした事業一覧（２００４年度） 

 
子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている  

１ 子どもの遊びや体験が大切にされ、主体的に参加し意見表明できる  

①コミュニケーション能力を育てる  

事業名 内容 担当課 

おはなし会 
絵本・紙芝居・語りなどをして、本に親しみを持

ってもらうための会。 

図書館 

児童青少年課

（子どもセン

ター・子どもク

ラブ） 

子育て支援課

（保育園） 

わらべうた、てあそび、よみ

きかせのかい 
０～２歳児と親を対象。（不定期） 図書館 

   

団体名/活動名 活動内容 担当課 

みみずくもの会/おはなし会 

忠生市民センター図書室において、月一回絵本、

紙芝居の読み聞かせ。２００４年７月から実施して

おり、今後継続するかは不明。 

忠生市民セン

ター 

社会福祉法人 福音会/デイ

サービス鶴川 

社会福祉法人 町田市福祉

サービス協会/つくし野デ

イサービスセンター 

小学校の余裕教室を改築し、介護保険の通所介護

（デイサービス）事業を実施。通所介護を利用して

いる高齢者が学校の休み時間や行事を通じて児童

と交流している。 

高齢者福祉課

まちだ語り手の会/語り等 
語りを中心に市内で、子どもに対して、様々な活

動を行っている。 
図書館 

地域文庫（１１団体） おはなし会、本の貸し出し等 図書館 

読書会（３１団体） お話会、読書会、育児サークル等 図書館 

   

②参加と意見表明の場や機会をつくる  

事業名 内容 担当課 

子ども委員会 

小学４年～高校生で構成。子どもセンター、子ど

もクラブにおいてルールやイベント等の企画、運営

に主体的に参加している。 

児童青少年課

（子どもセン

ター・子どもク

ラブ） 

学校における人権教育の推

進 

人権教育研修会を年３回実施。人権教育推進委員

会を設置し、人権だよりの発行や授業実践を行って

いる。  

指導課 

   

③救済とやり直しの場や機会を保障する  

事業名 内容 担当課 

子どもの人権相談 

「子どもの人権相談カード」（何ヶ所かの相談窓口

の電話番号が記載されている）を配布し、いじめな

どの悩み事について電話で相談を受ける。 

広報広聴課 
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小学校へのアドバイザリー

スタッフ派遣       

学校の要請に基づいて都よりアドバイザリース

タッフを派遣する。 
指導課 

中学校へのスクールカウン

セラーの配置  

不登校、いじめ、問題行動等の改善のため、臨床

心理家の専門家をスクールカウンセラーとして週

一回配置する。 

指導課（教育セ

ンター） 

教育相談         
市内の児童、生徒及び幼児等の教育相談（不登

校・非行・友人関係・発達の問題・教育上の相談等） 

指導課（教育セ

ンター） 

けやき教室        

教育センターにおいて、様々な理由から学校へ行

けない子どもに対し、学校へ行けるように指導・援

助をする。 

指導課（教育セ

ンター） 

教員のためのカウンセリン

グ講座 

市内の公立小・中学校の教員を対象に、カウンセ

リング講座（基礎演習）を実施。  

指導課（教育セ

ンター） 

巡回相談 
小・中学生の不登校等の問題を電話や家庭訪問に

より相談を受けている。 
児童青少年課

   

団体名/活動名 活動内容 担当課 

警視庁少年育成課八王子少

年センター/少年相談 

第２・４火曜日午前９時～午後４時 １８歳まで

を対象 子どもの非行等の問題でお悩みの方やい

じめや犯罪等の被害に遭い精神的ショックを受け

ている少年のための相談を受けている。 

広報広聴課 

町田第一民生委員児童委員

協議会/子育てサロン「たん

ぽぽ」 

月一回、０～３歳の親子を対象に活動。民生委員

児童委員、保健師、保育士と遊びながら、子育てに

ついて気軽に相談できる場を提供する。 

福祉総務課 

社会福祉協議会/児童電話

相談           

自分自身の悩み事や、学校、友達、勉強に関する

悩みなどの相談（対象小学生から高校生） 
福祉総務課 

町田保護司会/更正保護相

談 
非行防止のための悩み事相談 福祉総務課 

   

２ 大人になっていく力をつける（市民性の形成を育む）  

②幼児教育の充実   

事業名 内容 担当課 

幼稚園における預かり保育 
幼稚園で教育時間終了後または開始前に、自園内

で担当職員を配置し保育を実施している。 
各幼稚園 

③学校教育の充実     

事業名 内容 担当課 

学校図書館蔵書      学校図書館の蔵書の充実を図る。 教育総務課 

学校選択制度実施     

通学距離等を考慮し学校を選択したい、という

日々寄せられる多種多様な住民ニーズに対応し、そ

の解決を図ることにより、こどもたちの学校生活を

実りあるものにするため。 

学務課 

人権教育の推進      

人権教育研修会を年３回実施。人権教育推進委員

会を設置し、人権だよりの発行や授業実践を行って

いる。  

指導課 
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図書指導員の配置     

学校図書の貸出、返却、図書の整理整頓、図書等

の紹介活動を行う目的で、公立小・中学校全校にボ

ランティアを配置している。 

指導課 

外国人英語指導補助者の派

遣            

公立中学校に外国人の英語学習指導補助者を派

遣し、英語教育の向上と国際理解教育の推進を図っ

ている。 

指導課 

特色ある学校づくり    
「特色ある学校づくり交付金」をあて、各学校の

特色を生かした教育活動を推進している。  
指導課 

少人数学習指導      
東京都からの教員配置を受け、各学校で習熟度別

の少人数指導等を行っている。 
指導課 

コンピュータ利用教育の推

進            

情報教育推進協議会を年３回実施し、公立小中学

校の担当教員を対象に研修会及び情報モラル等、コ

ンピュータ利用教育推進を図っている。  

指導課 

学校運営協議会設置    
各学校で地域及びＰＴＡに働きかけ委員を委嘱

し学校評価等各校の教育活動の充実を図っている。 
指導課 

不登校児童・生徒対応   

公立中学校への不登校生徒についての聞き取り

調査及びスクールカウンセラー連絡会にて不登校

対応への情報交換等を行っている。  

指導課 

障がい児教育の実施    

小学校２４校、中学校１１校に知的障がい、情緒

障がい、肢体不自由、弱視、難聴、言語障がいの６

種別の学級が設置されている。 

指導課 

障がい教育充実のため介助

員の配置 

障がい学級の教育活動の充実及び通常の学級に

在籍する肢体不自由児等の学校生活の援助を図る

ために配置している。 

指導課 

学校ボランテイア派遣   

関係機関や大学との連携による学生ボランティ

アの派遣や、各小中学校での保護者、地域のボラン

ティアについての情報提供を行っている。  

指導課 

帰国子女・外国籍児童・生

徒の日本語指導      

日本語を話せない児童・生徒を対象とした現地語

の分かるボランティアによる日本語指導。 

指導課（教育セ

ンター） 

中学校へのスクールカウン

セラーの配置（再掲）   

不登校、いじめ、問題行動等の改善のため、臨床

心理家の専門家をスクールカウンセラーとして週

一回配置する。 

指導課（教育セ

ンター） 

   

団体名/活動名 活動内容 担当課 

NPO 法人 TR ネット、真光

寺川を清流にする会/流域

学習支援 

総合学習の支援等 下水道総務課

学校保健委員会      

教職員及び学校医等並びにＰＴＡの代表によっ

て構成された組織で、学校保健計画立案と実施の評

価、健康診断の計画、運営事後措置、児童生徒の健

康実態の報告と協議、保健講和・講演会を行ってい

る。  

学務課 

   

④思春期の子どもの心と身体の健康教育  

事業名 内容 担当課 

児童・生徒の健康診断、健

康相談         

小中学生に対して、心臓、尿、蟯虫検査などの健

康診断を行っている。なお、移動教室の前に健康相

談なども実施している。  

学務課 
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団体名/活動名 活動内容 担当課 

学校保健委員会の活動 

(再掲） 

教職員及び学校医等並びにＰＴＡの代表によって

構成された組織で、学校保健計画立案と実施の評価、

健康診断の計画、運営事後措置、児童生徒の健康実

態の報告と協議、保健講和・講演会を行っている。 

学務課 

   

⑤体験活動から学ぶこと（文化・スポーツ活動等）  

事業名 内容 担当課 

夏休み子どもフェアー 
夏休みに市内の子ども向けにイベントを関係各課

が実施し、イベントをまとめた冊子を配布している。 
関係各課 

こてきまつり 
市内の鼓笛隊や様々な音楽グループが年に１回発

表、表現する。 
児童青少年課

おやこであ・そ・ぼっ 

市内の年長児～小学３年生までの子どもとその親

を募り、自然体験やクラフト、スポーツなどを行う。

活動中、親に対して”子育て”や”異年齢交流”自

然とのふれあいの大切さ”などの講義を行う。 

児童青少年課

夏だ！清流だ！魚になろ

う！～川のネイチャーゲ

ーム２００４～ 

相模川を会場に、子どもたちの五感を使って自然

を感じてもらう。 
児童青少年課

デゴイチまつり ミニ SL 列車運転 児童青少年課

小学生～高校生向け事業 
茶道・ハンドベル・演劇・工作・料理・バンド活 

動・映画会・キャンプ・誕生祭・夏祭り等 

児童青少年課

（子どもセン

ター・子どもク

ラブ） 

夏休み子ども自然教室 

・クワガタとスズムシの育て方と容器作り 

・野鳥のブローチを作ろう 

・水てっぽう作りと木の実の工作 

・「葉っぱの図鑑」を作ろう 

公園緑地課 

親子で作る木の実の工作 ペンダント作り 公園緑地課 

忠生がにやら自然館 自然観察会 公園緑地課 

親子農業体験 田植えから収穫までの米作り体験 農業振興課 

酪農ふれあい体験 
市内の酪農家で乳しぼりやえさを与えたり等の酪

農体験 
農業振興課 

施設見学 小学校３、４年生の社会科見学 清掃総務課 

子どもエコツアー 再資源化１００％の工場と環境学習施設を見学 ごみ減量課 

エコクラフト＆分別ゲー

ム 
乾電池チェッカー作りとごみの分別ゲーム ごみ減量課 

ごみフェスタ 
ごみ減量、リサイクル推進の PR を目的としたおま

つり、フリーマーケット、ステージ、PR コーナー等 
ごみ減量課 

出前講座 ごみの現状説明、分別ゲーム ごみ減量課 

高ヶ坂松葉調整地簡易清

掃と生物調査 

・調整池に生息する水生生物の調査 

・調整池内外のごみ拾い（市民団体との共催） 
下水道総務課

ちびっこ体操教室 ３歳～４歳の幼児のための体操教室 スポーツ課 
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わんぱく体操教室 ５歳～６歳の未就学児のための体操教室 スポーツ課 

小学生～中学生対象事業 
水泳・アーチェリー・ヒップホップダンス・バト

ミントン、バスケットボール等 
スポーツ課 

子どもマラソン大会 小２～小６対象 スポーツ課 

スポーツ大会 青少年の日スポーツ大会等 スポーツ課 

ワークショップ 

石を運んでみよう 

旧石器人や縄文人になった気持ちで背負いかごな

どを使って石運びを体験。 
博物館 

君も縄文人になろう 縄文という時代を体験学習をとおして学ぶ。 ひなた村 

青少年対象事業 
工作・人形劇・遊び・体験・デジタル・一輪車・

囲碁教室、チャレンジ教室等 
ひなた村 

プログラム・サービス事業
地域の子ども会・クラス会等で料理・工作・遊び

を実施。 
ひなた村 

創作童話募集 
市内の小・中・高校生からの創作童話の募集と優

秀作品の発表。 
ひなた村 

夏の子どもキャンプ 

大地沢に泊まり川遊び、キャンプファイアー、オ

リエンテーリング等をしている。（小学生４～６年生

対象） 

大地沢青少年

センター 

星空観望会 川上村に泊まり、望遠鏡で星空を観望する。 
大地沢青少年

センター 

子ども講座 小学生向け創作活動 
国際版画美術

館 

小中展 
市立小中学校 児童・生徒の図工、書写、美術作

品の展示 

国際版画美術

館 

銅版画教室 中高生向け銅版画の制作 
国際版画美術

館 

      

団体名/活動名 活動内容 担当課 

町田納税貯蓄組合連合会/

中学校の税の作文募集事

業 

市内の全中学校に資料を配布し、夏休み期間を利

用して、税に関する啓発事業として、国税当局や都

税事務所とともに表彰（市長賞等）している。 

納税課 

忠生中央町内会/納涼祭り
毎年７月末に行われる納涼まつりにおいて盆踊り

を一緒に企画、実施している。 
授産センター

町田市子ども会育成会連

絡協議会/ジュニアリーダ

ー講座 

ジュニアリーダー講座 A コースを共催している。 児童青少年課

おはなしはじまるよ 毎月２回お話会エプロンシアター等 

児童青少年課

（子どもセン

ター） 

ばあんの会/ばあんごはん

の会 

隔月で夕方から食事を用意し、来館者と食事をし

ながら会話し、子どもたちとの距離感をなくしてい

る。 

児童青少年課

（子どもセン

ター） 

ばあんの会/映画会、講演

会等 

近隣の方たちに呼びかけ子育ち、子育てについて

語り合う。 

児童青少年課

（子どもセン

ター） 

こどもエコクラブ 

環境省の「こどもエコクラブ事業」。子どもたち

が地域の中で楽しみながら自主的に環境活動・学習

を行う「こどもエコクラブ」の活動をサポートする

もので、全国で約 4300 のクラブが活動している。 

環境保全課 
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町田市青少年委員の会/知

ろう！作ろう！みんなお

いでよ！！森野分庁舎 

森野分庁舎内各課仕事場見学とリサイクル工作

（小１～６対象） 
社会教育課 

町田の図書館活動をすす

める会、野津田・雑木林の

会/トンボの不思議・大発

見 

とんぼのはねのうちわづくり（単年度） 図書館 

ゆうゆう版画美術館まつ

り運営委員会 
まつり期間中に子ども向け自由参加の版画制作 

国際版画美術

館 

  

  

１ 親になる力を身につける  

子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている  

①親スタート期を支える   

事業名 内容 担当課 

母子健康手帳交付：妊娠・出産・各健康診査・予

防接種の記録をし、健康の保持を図る。 
母子健康診査事業 

妊産婦健康診査、妊婦歯科検診、妊産婦乳幼児保

健指導：妊婦の健康管理をし健康の保持に努める。 

健康課 

母子保健指導事業 

母親学級、両親学級、妊婦クラス、ママクラスク

ッキング、出産前小児保健指導事業：妊娠中の衛生・

栄養・お産の正しい知識・産後の注意・新生児の保

育の指導を行い、母子の健康増進を図る。 

健康課 

母子保健訪問指導事業 
妊産婦訪問：必要に応じ、ご家庭に訪問し、健康

の相談を行っている。 
健康課 

ブックスタート事業 乳幼児向けの絵本の紹介パンフレットの配布等。 図書館 

 

②子育て期を支える 
  

事業名 内容 担当課 

医療費の窓口負担の軽減 

３歳未満児の医療費は、保険の対象となる医療費

のうち、２割の自己負担を除いて健康保険が負担し

ている。 

国保年金課 

生活保護受給世帯に対す

る健全育成事業 

夏季健全育成費、子どもの日祝い金、中学校卒業

者自立援助金、修学旅行支度金の補助を行っている。 
生活援護課 

母子健康診査事業 

乳幼児健康診査、乳幼児精密健康診査、発達・経

過観察健康診査：乳幼児の健康増進、疾病の早期発

見と保護者への育児支援を各健診で行っている。 

健康課 

母子保健指導事業 

育児学級、離乳食・幼児食講習会、健康教育、幼

児歯科健康診査、乳幼児栄養食品支給：母子の健康

増進を図るため行っている。 

健康課 

母子訪問指導事業 
乳幼児訪問：ご家庭に訪問し、育児・疾病・栄養

等の相談を行っている。 
健康課 

予防接種事業 
定期予防接種、ツベルクリン反応検査及びＢＣＧ

接種、予防接種助成。 
健康課 

母子保健サービス 低体重児の届出と未熟児の訪問指導。 健康課 

未熟児の養育医療 
未熟児が満１歳までに入院養育を必要とする場

合、医療費のうち健康保険が適用された後の自己負
健康課 
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担分を助成する。 

児童手当 
小学校３年生修了までの児童を養育している家庭

に対し、手当を支給している。 
子ども総務課

乳幼児医療費助成 
小学校未就学の乳幼児が健康保険により診療を受

けたときの自己負担分を助成している。 
子ども総務課

私立幼稚園保護者への補

助 

幼稚園に通園させている保護者への補助（保護者

補助金・就園奨励費補助金） 
子ども総務課

幼児教育手当 
４～５歳児の保護者で、一定の条件を満たした保

護者への手当。 
子ども総務課

小児慢性疾患の医療費助

成 

１８歳未満の児童で対象慢性疾患の治療に係る医

療費のうち、健康保険が適用された後の自己負担分

を助成する。 

子ども総務課

大気汚染医療費の助成 

１８歳未満で慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん

息性気管支炎・肺気腫及びこれらの続発症の治療に

対し健康保険が適用された後の自己負担分を助成す

る。 

子ども総務課

子育て支援事業 

０歳から就学前までの親子を対象として、「キッズ

アタック」「ヤンチャッチャ」などの子育て支援事業

をし、親子のスキンシップや仲間との交流を図って

いる。 

児童青少年課
（子どもセン

ター・子どもク

ラブ） 

ファミリーサポート事業 

仕事や様々な用事で育児のサポートが必要な「預

けたい家庭」と「預かってくれる家庭」を調整し、

サービスを提供している。 

子育て支援課

子育てひろば事業 

保育園が子育て家庭を対象に、育児相談・育児講

座の啓発活動や親子がつどう場としての事業を実施

している。「子育てひろばカレンダー」の作成・配付

や子育てひろば事業連絡会を通して地域課題の共有

化を行っている。 

子育て支援課

（保育園） 

一時保育 

子育てによる親の心身の負担感や閉塞間の軽減・

短時間就労、入院・看護等緊急時の保育ニーズに対

応するため実施している。 

子育て支援課

（保育園） 

地域子育てセンター事業 

地域の子育て支援のコーディネーターとして、地

域ネットワーク連絡会を子ども家庭支援センターと

ともに実施し、きめ細やかなネットワークを作って

いる。一日保育体験事業・育児サークル支援事業・

ボランティア育成支援事業等行っている。 

子育て支援課

（保育園） 

保育所地域活動事業 

地域の特性に応じた地域活動事業を保育園の創意

工夫で行う。（おもちゃの図書館・世代間交流・異年

齢児交流） 

子育て支援課

（保育園） 

就学援助 
経済的理由により就学が困難な小中学生の保護者

に対し、学用品費、学校給食費等を援助している。 
学務課 

親子体操教室 ２歳半から３歳の幼児と保護者の体操教室 スポーツ課 

親子ふれあい体操教室 ４歳～６歳の未就学児と保護者の体操教室 スポーツ課 

親子プール教室 ２歳～３歳の幼児と保護者の水泳教室 スポーツ課 
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団体名/活動名 活動内容 担当課 

保育園、地域センター、自

主グループ等 
虫歯予防教室、親子のリズム体操等 健康課 

幼稚園 幼稚園子育て支援事業 子ども総務課

 

③男女共同の子育てを進める  

事業名 内容 担当課 

啓発活動の充実 

性別役割分担意識の見直しや男女共同で行う子育

てなど新しい男女の協力のあり方について様々な機

会を通して啓発している。 

男女平等推進

センター及び

関係各課 

学習機会の提供 
講座、プログラム等の中に、男女平等をテーマに

した内容を取り入れている。 

男女平等推進

センター、公

民館、社会教

育課 

両親学級 

初めての子どもを妊娠・出産し、子育てを始める

にあたり、夫婦で家族や育児について考えることを

目的に実施している。 

健康課 

   

④親の悩みを支える   

事業名 内容 担当課 

女性悩みごと相談 
自分自身のこと、家族のこと、人間関係のことな

ど女性が抱える様々な悩みについての相談。 

男女平等推進

センター 

健康相談 

発育、発達、疾病・栄養・虫歯予防・育児方法や

家族に関することなどについて保健師・栄養士・歯

科衛生士が家庭訪問、来所面接、電話で相談に応じ

ている。必要時専門機関への紹介、関係機関への連

絡を行い対応している。 

健康課 

巡回相談（再掲） 

  

小・中学生の不登校等の問題でお悩みの方を対象

に、電話相談や家庭訪問により相談を受けている。 
児童青少年課

子どもの総合相談 

虐待をはじめとする子どもを取り巻く様々な問題

に対処するため、専門機関等と連携をとり、子ども

に関する総合相談・地域組織化・調査研究活動・啓

発活動等子育てを支援している。 

子育て支援課

（子ども家庭

支 援 セ ン タ

ー） 

子どもショートステイ事

業 

保護者の方が病気や冠婚葬祭、事故、出張などで

一時的にお子さんを養育できないときに利用でき

る。 

子育て支援課

（子ども家庭

支 援 セ ン タ

ー） 

子どもトワイライトステ

イ事業 

保護者の方が、仕事や家族の介護等で帰宅が夜間

に及ぶときに利用できる。 

子育て支援課

（子ども家庭

支 援 セ ン タ

ー） 

産後支援ヘルパー 
核家族の方で、出産後まもなく体調不良のため日

常生活に支障のある方にヘルパーを派遣している。 

子育て支援課

（子ども家庭

支 援 セ ン タ

ー） 
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子育て支援ネットワーク

事業 

子ども家庭に係る総合的な相談支援体制を整備し

ていくため、「町田市子育て支援ネットワーク連絡

会」を設置し、更に実務担当者会議・９地域ネット

ワーク連絡会を設置し、市内全域を視野に子育て支

援のネットワークを整備推進する事業。 

子育て支援課

（子ども家庭

支 援 セ ン タ

ー） 

地域子育てセンター 
身近な地域において育児不安等についての相談を

子ども家庭支援センターと連携して対応している。 

子育て支援課

（保育園） 

教育相談（再掲）    
市内の児童、生徒及び幼児等の教育相談（不登校・

非行・友人関係・発達の問題・教育上の相談等） 

指導課（教育

センター） 

 

団体名/活動名 活動内容 担当課 

町田保護司会/更正保護相

談（再掲） 
非行防止のための悩み事相談 福祉総務課 

   

   

２ 親が働くことを支える  

①保育支援  

事業名 内容 担当課 

学童保育クラブの充実 

保護者が共働きや病気などのため、放課後帰宅し

ても面倒をみることができない家庭の子どもを預か

り保育する。  

児童青少年課

家庭福祉員制度 
保育について技能と経験を持った者がその居宅で

３歳未満の児童の保育を実施する。  
子育て支援課

認証保育所 
都が独自の認証基準に基づいて設置を認証する保

育施設。利用者との直接契約で保育を実施する。 
子育て支援課

委託保育室 
市の委託を受けて０歳から２歳までのお子さんを

預かる小規模保育園。  
子育て支援課

通常保育の充実 
家庭で児童の保育にあたることが出来ない場合

に、保護者に代わって日中保育をする。  

子育て支援課

（保育園） 

延長保育 
１１時間の基本開園の時間をさらに１時間から４

時間延長する。  

子育て支援課

（保育園） 

年末保育 
保育園が休園となる年末に一部の保育園で保育が

必要なお子さんを預かる。 

子育て支援課

（保育園） 

休日保育 
日曜・祝日（年末年始を除く）に保育が必要なお

子さんを拠点保育園で保育する。 

子育て支援課

（保育園） 

病中・病後児保育 

子どもの病気が急性期を過ぎた段階で、または回

復期に保育園や小児科医院の専用室で専従の看護

士・保育士を配置して保育する。  

子育て支援課

（保育園） 

一時保育（再掲） 

子育てによる親の心身の負担感や閉塞間の軽減・

短時間就労、入院・看護等緊急時の保育ニーズに対

応するため実施している。 

子育て支援課

（保育園） 
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３ きめ細やかな支援が必要な家族を支える  

①障がいのある子どもと家族への支援  

事業名 内容 担当課 

補装具給付事業 身障手帳所持者に補装具の交付・修理 障がい福祉課

日常生活用具給付事業 
在宅の重度心身障がい者（児）に日常生活用具の

給付。 
障がい福祉課

住宅設備改善事業 
在宅の重度心身障がい者（児）に住宅設備改善に

要する費用を給付。 
障がい福祉課

支援費（居宅介護、デイサ

ービス短期入所） 

障がいのある方の身体介護、移動介護などのホー

ムヘルプやデイサービス、ショートステイの利用。 
障がい福祉課

緊急一時保護事業 介護者の急用時に障がい児を一時保護 障がい福祉課

通院・通所交通費助成事業 障がいのある方が通院した場合に交通費を助成。 障がい福祉課

障がい児（者）水泳教室 障がい児（者）のために夏休み期間中３日間開催 障がい福祉課

障がい児スポーツ教室 市内在住・在学の障がい児がスポーツを通じ、体

力づくりや仲間づくりを自主的に行う。 

障がい福祉課

スポーツ課 

障がい者スポーツ大会 市内障がい者の健康維持及び交流を深める。 障がい福祉課

スポーツ課 

発達に心配のある就学前

の乳幼児に対する相談  

乳幼児健診（１歳６ヶ月、３歳児）時に、心理相

談を実施。発育、発達、ことば、行動上の問題や心

配に対して専門のスタッフが健診を行い、相談に応

じている。 

健康課 

障害児福祉手当 

２０歳未満で身体または精神に重度の障害がある

ため、日常生活に常時介護が必要な人に支給してい

る。 

子ども総務課

特別児童扶養手当 日常生活に著しい制限を受ける２０歳未満の障が

い児を養育している人に支給している。 
子ども総務課

児童育成手当（障がい手

当） 

中・重度の知的障害、２級以上の身体障害等の障

害をもつ２０歳未満の子どもを養育している人に支

給している。 

子ども総務課

重度心身障害者手当 常時複雑な介護を必要とする障害児・障害者で一

定の要件を満たした方に支給している。 
子ども総務課

身体障がい児の育成医療 

１８歳未満の身体に障がいのある児童が生活能力

を得るために必要な医療に対して、健康保険が適用

された後の自己負担分を助成する。 

子ども総務課

障がい児保育の実施   
集団保育可能であれば、各保育園・幼稚園におい

て、健常児との統合保育を実施している。 

子ども総務課

（幼稚園） 

子育て支援課

（保育園） 

発達相談 発達に心配のある就学前の乳幼児に対する相談 すみれ教室 

個別相談・指導

心理、言語聴覚士、理学療法士、作

業療法士、保健師等による個別相

談・指導。 

すみれ教室 

訪 問 相 談
幼稚園・保育園に訪問し、園の担当

者の相談を受ける。 
すみれ教室 

相談（相談部門） 

小 集 団 指 導 就学前指導 すみれ教室 

親子通園（親子通園部門） 療育活動（随時利用） すみれ教室 
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知的障がい児通園施設 

（措置通園部門） 

定員４０人（概ね３歳～就学前までの幼児を対象

とした療育） 
すみれ教室 

プール開放 
障がい児・者（個人・団体）へのプールの貸し出

し・開放。 
すみれ教室 

就学相談会 
小学校への就学に際し障がいのあるお子さんの保

護者と共に就学先について考える。 
指導課 

進学相談会 
中学校への進学に際し障がいのあるお子さんの保

護者と共に進学先について考える。 
指導課 

   

団体名/活動名 活動内容 担当課 

障がい者等に対するボラ

ンティア団体（５団体） 
朗読、点字書類作成、音訳テープ等の作成等 図書館 

   

②ひとり親家族への支援   

事業名 内容 担当課 

ひとり親家庭等医療費助

成制度 

児童のいるひとり親家庭およびひとり親家庭に準

ずる家庭に対して、保険の自己負担分の医療費を助

成する制度。 

子ども総務課

児童育成手当 
児童を養育している母子家庭・父子家庭に手当を

支給している。 
子ども総務課

児童扶養手当 
児童を養育している母子家庭に手当てを支給して

いる。 
子ども総務課

母子相談        
ひとり親家庭の生活や母子および女性福祉資金な

どに関する相談を受けている。 
子育て支援課

ひとり親家庭へのホーム

ヘルパーの派遣     

義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭で日常

生活にお困りのとき、育児や食事の世話をお手伝い

するホームヘルパーを一定期間派遣している。 

子育て支援課

ひとり親の資格取得 

ひとり親家庭の自立を支援するために、就労に関

わる各種資格取得等のために受講した授業料の一部

を助成している。 

子育て支援課

母子福祉資金 
母子家庭の方が経済的に自立して安定した生活を

送るために必要とする資金の貸し付けを実施。 
子育て支援課

女性福祉資金 
女性が経済的に自立して安定した生活を送るため

に必要とする資金の貸し付けを実施。 
子育て支援課

母子生活支援施設への入

所 

入所者に対する支援として、就労、家庭生活およ

び児童の養育に関する相談、助言を通じ、入所から

退所後まで継続的な支援をしている。 

子育て支援課

      

団体名/活動名 活動内容 担当課 

東京都母子寡婦福祉協議

会/ひとり親家庭休養ホー

ム事業 

ひとり親家庭の方が、親子で旅行や遊園地に出か

けられるよう、ひとり親家庭休養ホームとして指定

されている宿泊施設と日帰り施設が利用できる。 

子ども総務課

   

③外国籍家族への支援   

事業名 内容 担当課 

母子健康手帳の交付 

外国語版（英語・中国語・ハングル語・ポルトガ

ル語・スペイン語・タガログ語・インドネシア語）

を発行している。 

健康課 
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帰国子女・外国籍児童・生

徒の日本語指導（再掲） 

日本語を話せない児童・生徒を対象とした現地語

のわかるボランティアによる日本語指導。 

指導課（教育

センター） 

   

団体名/活動名 内容 担当部 

町田市国際交流センター/

子ども教室 
大学生ボランティア中心に外国人児童・生徒・帰

国子女を対象に日本語学習・教科学習を行っている。 
市民部 

④被虐待児（DV 家族児童を含む）と家族への支援  

事業名 内容 担当課 

子育て支援ネットワーク

連絡会の実施      

子ども家庭に係る総合的な相談支援体制を整備す

るため、他の機関とのネットワーク化推進を図り、

児童虐待防止に資することを協議する。 

子育て支援課

緊急一時保護宿泊事業 
緊急要件のある母子の一時的な宿泊場所を確保す

る。  
子育て支援課

   

   

子どもが地域の中で大切にされている  

１ 人と人が関わりつながる場をつくる（家庭・施設・学校・地域・行政の協働） 

①地域の人材育成と人材活用  

事業名 内容 担当課 

ジュニアリーダー講座 

子ども会活性化を図るためのリーダー養成講座。

小５～中２を対象にＡ・Ｂ・Ｃの３コースを設け、

３年間で継続して参加できるプログラムを実施。 

児童青少年課

   

③体験できる場（多様な体験ができる機会を増やす）  

事業名 内容 担当課 

庁舎内見学 

小・中学生を対象にグループ単位で学校を通じて

申し込みを受ける。市民にとって最も身近な行政機

関である市役所についての理解を深めてもらうこと

を目的とする。子どもたちの疑問や質問に答えたり、

議場や市長公室を見学してもらう。 

広報広聴課 

小山市民センターまつり 小山地区子ども会に販売場所を提供している。 
小山市民セン

ター 

冒険あそび場 
地元住民中心に運営している子どもの自由な遊び

場に対し、事業費を補助している。 
児童青少年課

（仮称）アドプト・ア・ロ

ード事業 

NPO 等の市民団体や近隣大学研究室と連携して、

町田市道や道路用地を市民活動により適正管理（路

線の見回りや清掃等の美化活動や花壇づくりを通し

た道路用地（未利用地）の管理。）する試みを実施。

近隣の子どもたちもボランティア活動に参加してい

る。 

道路管理課 

校庭開放 
放課後・休日等、学校が利用していない時間にス

ポーツ団体等に校庭を開放している。（５０校） 
スポーツ課 

体育館開放 
放課後・休日等、学校が利用していない時間にス

ポーツ団体等に体育館を開放している。（４７校） 
スポーツ課 

遊び場開放 
放課後・休日等、学校が利用していない時間に責

任者のもと、一般の子どもの遊びに開放している。
スポーツ課 
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（１７校） 

スポーツ広場 
空き地等を利用した広場でスポーツ団体等が管理

している。（４５箇所） 
スポーツ課 

にんきものをさがせ！ 
本の登場人物を捜す設定で行う図書館内ウォーク

ラリー 
図書館 

子ども映画会   図書館 

読書感想画展（よんだこと

をえにしちゃお） 

本を読んだ感想を絵に描いてもらい図書館展示す

る。 
図書館 

ちいさな自然展示コーナ

ー 

おはなしの広場の一角に机一個分の展示スペース

を作り、本とそれに関する動植物を展示。 
図書館 

一日図書館員 図書館業務の一部に参加 図書館 

ヤングアダルト展 
中学生～２０歳くらいまでの作品を募集し、展示

する。 
図書館 

プラネタリウム講演会 東急まちだスターホールと共催 図書館 

  

④交流できる場（子どもや子育てしている人がふれあい情報交換できる場を増やす） 

事業名 内容 担当課 

施設の貸出 

 
子どもに関する活動のための会議室等の利用。 

市民フォーラ

ム各地域セン

ター 

ぴょんぴょんクラブ 
学童保育クラブ（鶴川・木曽・森野・本町田）４

箇所を、午前１０時～１１時半まで開放している。 
児童青少年課

きしゃポッポ 
幼い子どもと暮らす親と子の交流ひろば（対象：

第一子の０歳児と暮らす親と子） 
公民館 

  

団体名 活動内容 担当課 

きゃっきらーれ 
子育て中の親の仲間づくり、居場所づくり相互援

助 

男女平等推進

センター 

   

   

２ 一人ひとりに情報が確実に届く  

①子どもと親への情報確保   

事業名 内容 担当課 

母子保健・医療・福祉のご

案内～ぷれぴよ～ 

母子保健事業・関連する事業を冊子にまとめ、妊

娠届を出された方に配布。 
健康課 

キッズーページ 町田市の子ども・子育て家庭向けホームページ 

子ども総務課

児童青少年課

子育て支援課

のびっこ 
乳幼児家庭に市内の子育て関連事業等の情報誌を

作成・配布。 
子育て支援課
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３ みんなで安全・安心のまちをつくる  

①子どもの安全・安心の確保  

事業名 内容 担当課 

CAP プログラム 
夏休み親子体験学習〈子どもが自分で自分を守る方

法 CAP プログラムを体験しよう〉 

男 女 平 等 推

進センター 

違反広告物除却事業 

違反広告物除却活動が市内各地で市民ボランティ

アにより実施されています。市ではボランティア活動

に必要な被服や簡易工具の貸与、活動中のボランティ

ア保険に加入するなどの支援をしている。 

道路管理課 

防犯ブザーの貸与 
小・中学校の児童・生徒に対し防犯ブザーを無償貸

与し、児童・生徒の安全管理に供する。  
教育総務課 

セーフティ教室 

小・中学校において児童・生徒の健全育成を推進す

る目的で、地域や保護者の参加の下、警察等の関係機

関と連携した非行・犯罪被害の防止教室を実施してい

る。今年度は市内４４の小・中学校で実施予定。多く

の学校が、授業公開と地域や保護者の方による協議会

の２部構成で行っている。 

指導課 

   

団体名/活動名 活動内容 担当課 

町田警察署/交通安全教育 講話、実技指導、映画 交通安全課 

   

②子育てしやすいまちづくり  

事業名 内容 担当課 

町田市福祉のまちづくり

総合推進条例に基づく都

市環境の整備・促進 

高齢者・障がい者・子育て世代など誰もが住みやす

い都市環境の整備を進める中で、子育て支援環境の積

極的な整備・促進を図る。 

福祉総務課 

関係各課 

 

 


