
Ｈ28年 1月   ・産後ケア事業 宿泊型を開始 
          ・子どもの貧困対策として「子どもの未来応援検討チーム」を設置 
 
     3月  ・病児・病後児保育室「ニコニコルーム」を開設 
 
     4月  ・「ドリーム子育て支援センター」を開設 
          ・3つの保健福祉センターに「親子すこやかセンター」を設置 
           ・放課後児童クラブ（東松戸小学校）を開設 
          ・子どもの学習支援事業（新松戸地区、松戸地区）に常盤平地区を追加 
 
     5月  ・ブックスタートを開始 
            ・放課後KIDSルーム（東松戸小学校）を開設 
       
     8月  ・子育て情報サイトを「まつどDE子育て」としてリニューアル 
 
     9月  ・全公立保育所17か所で「楽しい英語あそび」を開始 
 
    10月   ・近隣映画館で子育て支援PR動画「Family Support No.1」をCM上映（3月まで） 
         ・産後ケア事業 訪問型を開始 
 
    11月   ・放課後KIDSルーム（高木第二小、栗ケ沢小）を開設  
 
    12月   ・「子ども夢フォーラム」を開催 
          ・病後児保育室「ラポールマツド」を開設 
 
H29年 2月    ・放課後KIDSルーム（殿平賀小、寒風台小）を開設 
          ・産後ケア事業 日帰り型を開始 
         ・子育て関連施設見学バスツアーを開催 
 
     3月   ・「はなみずき子育て支援センター」を開設   
 
 
 
■ 保育・教育施設を大幅に増設 
 
平成28年4月、待機児童ゼロ（国基準） 
を達成。 
高まる保育ニーズに対応しています 

資料４ 
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■ 地域型保育関係事業 

   （施設改修費等補助金）  180,000 千円  
     〔小規模保育施設 建設費補助1か所・改修費補助9か所 合計10か所整備〕 

■ 民間保育所関係事業 

   （建設費補助金） 538,110 千円  
     〔平成30年4月開所予定：建設費補助 ＝（公募）松戸、新松戸、矢切地区のうち2か所開所〕 

   （公私連携型保育所新設業務） 66,000 千円  
     〔平成29年4月～ ケヤキッズ保育園の賃貸借にかかる経費〕 

■ 認定こども園関係事業 

   （認定こども園整備業務） 285,000 千円  
     〔平成30年4月開園予定：建設費補助＝（公募）松戸、新松戸、矢切地区のうち1か所開所〕 

【待機児童解消対策】 

平成29年4月 待機児童ゼロ（国基準）を達成 

■ 幼児教育支援事業  

   （私立幼稚園通園助成業務）  225,180 千円  

    〔助成額を園児一人当たり27千円から30千円に拡大 〕   

   （私立幼稚園預かり保育促進業務）  114,249 千円  
    〔幼稚園への補助：預かり保育の実施に係る人件費の一部を補助 13園⇒16園 〕 
    〔保護者への補助：保育園保育料との差額を助成 月額最大25千円 利用者数169人⇒208人〕 

○平成29年度 
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－幼児保育課－ 

■ 民間保育所関係事業 

     （保育士宿舎借上支援業務）      21,330 千円  
     〔新卒保育士が市内賃貸物件に居住する場合の家賃補助を新たに実施 上限：月額 30千円 など〕 

    （保育施設従事者支援補助金） 302,890 千円  
     〔保育施設に対し人件費の一部を補助〕 

 
■ 保育士等確保事業  

    （保育士資格取得支援業務）  2,260 千円  
      〔保育従事者として勤務する者に対し、保育士試験講座受講費用を補助  上限：150千円 〕 

    （保育士就職支援貸付金）     5,040 千円  
      〔市内民間保育園に保育士として就職する場合の就職準備金貸付 貸付額：100千円 〕 

【保育士確保対策】  

これまでの取組みとあわせ、今後も保育士の確保を推進します。 

－幼児保育課－ 
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【発達障害児の受入支援】  

配慮が必要な子どもの受入れを支援し、きめ細やかな保育サービスを提供できるようにします。 

 ■ 幼児保育関係事業  

   （幼児保育管理業務） 20,634 千円 
     〔    発達障害児受入れ強化のため公立保育所に臨床発達心理士を派遣など 〕 NEW 

■ 民間保育所関係事業 

      （保育補助者雇上強化事業補助金）  44,300 千円  

     〔発達障害児受入れのために保育補助者を雇用した施設に対する補助 上限：年額 2,215千円〕 

NEW 

－幼児保育課－ 

■ 幼児教育振興事業 15,666千円 
    〔赤ちゃんに絵本をプレゼントするブックスタートの継続〕  
     〔公立保育所全17か所で「楽しい英語あそび」を月1回実施 年6回→年11回 〕  
    〔英語教育を取り入れている幼稚園、民間保育園、認定こども園に対する補助金交付の拡大〕 
    〔幼稚園・保育所（園）・小学校の連携推進〕 

【幼児教育の充実】  

「幼児期から質の高い教育や保育が受けられる環境を整備します。 

－子ども政策課 幼児教育担当室－ 

【地域子ども・子育て支援】  

■ 地域子ども・子育て支援事業 

   （地域子育て支援拠点業務）  118,119千円（ 
    〔現在21か所ある「おやこDE広場」、「子育て支援センター」を1か所ずつ増設〕     

教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけではなく、在宅の子育て家庭を含む全ての子どもと
その保護者を対象とする地域に密着した事業を充実させていきます。 

   （養育支援訪問業務） 4,997千円 
     〔養育支援が特に必要な家庭に対して、訪問により養育に関する指導・助言等を行い、適切な養育の 

     実施を確保〕 

－子育て支援課－ 

   （病児・病後児保育業務） 88,843千円 
     〔病児・病後児保育施設を1か所増設〕 

－子ども家庭相談課 母子保健担当室－  

－子育て支援課－ 

   （母子保健型利用者支援業務） 14,701千円 
     〔「親子すこやかセンター」において妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援の実施〕 

－子ども家庭相談課 母子保健担当室－  

   （児童短期入所等委託業務） 5,029千円 
     〔児童の保護者が病気・仕事等の理由で児童の養育が困難になった場合、児童養護施設で養育、 

        需要が高い土曜日の短期入所を追加〕 

－子ども家庭相談課 －  

NEW 



【子育てプロモーション】  
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■ 育児の情報提供事業 
   （育児の情報提供業務） 2,500千円 
   〔         スマートフォン用アプリを導入し、子育て情報をわかりやすく提供〕 

■ 子ども・子育て政策推進事業 16,052千円 
    〔第２弾ＰＲ動画作成・映画館でのＣＭ上映、     松戸駅での大型広告用ポスターの掲示、 

        結婚式相談カウンターでの子育てプロモーション用パンフレット配布         〕 

「子育てしやすいまち・まつど」を積極的にＰＲし、子育て世代の流入促進を図ります。 

－子ども政策課－ 

NEW 

NEW 

NEW 

【子どもの未来応援・虐待防止】  

「貧困の連鎖」・「児童虐待」などへの対応を強化し、子どもの明るい未来を応援します。 

■ 子どもの貧困対策推進事業  3,620千円 
    〔    子どもの貧困対策推進会議委員報酬 10人：340千円 

         子どもの貧困対策推進業務：3,280千円（子育て世帯の生活実態調査の実施）〕 

NEW 

■ 生活困窮者自立支援事業／ひとり親家庭支援事業 
   （子どもの学習支援業務） 19,437千円 

   （ひとり親家庭学習支援業務） 40,355千円 
    〔生活困窮者世帯やひとり親家庭の子などに対し学習支援を実施：児童・生徒への学習支援 

     六実会場の追加（新松戸地区、松戸駅周辺地区、常盤平地区とあわせ４か所に）・ 

      松戸駅周辺地区は対象者を高校生まで拡大など〕 

■ 児童虐待等早期発見・対応事業 
   （家庭児童相談関係業務） 59,003千円 
    〔児童家庭に関する実態把握、相談、指導などを一体的に担う支援拠点の整備： 

        子ども家庭支援員1人・   心理担当支援員3人・家庭相談員8人⇒9人・婦人相談員2人⇒4人〕 NEW NEW 

－子ども家庭相談課－ 

－ 子育て支援課 － 
－ 生活支援一課 － 
 

－ 子ども家庭相談課 － 

■ 放課後子ども総合プラン事業 
   （放課後児童健全育成業務）  634,597千円 
     〔放課後児童クラブ45か所運営費補助金、利用料金の引き下げ：月額12千円⇒9千円〕 
 

    （地域放課後児童支援業務）   95,854千円 
     〔放課後KIDSルームを17校から20校に拡大〕 

児童が安全・安心に放課後を過ごし、多様な体験・活動ができる環境を整備します。 

－子育て支援課－ 【小学生の放課後の環境整備】  

NEW 
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