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は じ め に 

  

 子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、２０１５

年度からの１０年計画として「新・町田市子どもマスタープラン」を策定し、

前期行動計画期間の５年間が過ぎました。 

 この間、子どもとその家庭を取りまく社会状況が変化をしていく中、それら

に対応するため、経済的な課題を抱えた家庭を支援する「町田市子育て支援ネ

ットワーク連絡会レポート」や、子どもの発達に不安を抱える家庭を支援する

ため、「町田市子ども発達支援計画」を策定するなど、子どもに関するさまざ

まな施策を検討・実施してきました。 

 今回、前期行動計画が２０１９年度末で終了を迎え、社会状況の変化に対応

しつつ、子ども・子育ての支援を切れ目なく推進していくため、これまでの子

どもに関する施策を統合した新たな後期行動計画を策定しました。 

 本計画では、子どもを中心とした施策を推進しており、副題を「子どもにや

さしいまちづくり計画」としています。これは、ユニセフ（国連児童基金）の

「子どもにやさしいまちづくり事業」にちなんで名づけました。町田市は「子

どもの参画」についてユニセフから高い評価をいただいており、２０１９年 

１０月に、ドイツで行われた「子どもにやさしいまち世界サミット２０１９」

に市内在住の 2 人の子どもと参加しました。各国市長等の会議では、高校生世

代が参加している「市民参加型事業評価」を紹介し、参考にしたいとのご意見

をいただきました。 

今後、市の施策と「子どもの参画」はますます切り離せないものとなりま

す。「子どもにやさしいまち」を推進することが、「みんなにやさしいまち」に

つながるものと考えます。そのため、市の新たな基本構想・基本計画にも子ど

もの意見や視点を取入れ、「子どもの参画」を推進し、「子どもにやさしいま

ち」となるよう、努めてまいります。 

最後に、計画策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました町田市

子ども・子育て会議委員の方々、意識調査やパブリックコメント等でご意見を

いただきました多くの皆様にお礼を申し上げます。今後とも、一層のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

２０２０年３月    

町田市長  石 阪  丈 一 
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