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別紙４　取組内容に対する評価 【実施状況】　実施：「基本施策の取組内容③】を計画どおり実施した　　未実施：【基本施策の取組内容③】を実施できなかった（一部実施できなかった、実施のための準備・検討を含む）

実施状
況

今年度の実施内容
※未実施の場合は、理由及び今
後の対策・方針を記載すること

参考値

1 子ども・子育て支援 1 教育・保育の提供 1-1
教育・保育の「量の見込み」
及び「確保方策」

①
教育・保育の「量の見込み」及び「確保方
策」

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙２で評価 101
教育・保育施設によ
る保育の「量」の拡
充

102
地域型保育事業によ
る保育の「量」の拡
充

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

① 放課後児童クラブ こども未来局 こども未来部 健全育成課 別紙３で評価 106
放課後児童クラブ
（子どもルーム）

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

② 時間外保育（延長保育）事業 こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙３で評価 107
時間外保育（延長保
育）事業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

③-1
一時預かり事業（幼稚園型）及び幼稚園預
かり保育

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙３で評価 105
長時間預かり保育事業
補助

108 一時預かり事業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

③-2 一時預かり事業（幼稚園型以外） こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙３で評価 108 一時預かり事業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

④ ファミリー・サポート・センター こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙３で評価 109
ファミリー・サポー
ト・センター

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑤ 病児保育事業 こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙３で評価 110
病児・病後児保育事
業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑥ 地域子育て支援拠点事業 こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙３で評価 111
地域子育て支援拠点
事業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑦ 利用者支援事業 こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙３で評価 112
利用者支援事業（子
育て支援コンシェル
ジュ）

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑧-1
子育て短期支援事業（短期入所生活援助事
業）

こども未来局 こども未来部
こども家庭支

援課
別紙３で評価 113

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑧-2 子育て短期支援事業（夜間養護等事業） こども未来局 こども未来部
こども家庭支

援課
別紙３で評価 114

子育て短期支援事業
（トワイライトステ
イ）

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑨ 妊婦健康診査 保健福祉局 健康部 健康支援課 別紙３で評価 115 妊婦健康診査

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 保健福祉局 健康部 健康支援課 別紙３で評価 116
乳児家庭全戸訪問事
業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑪-1 養育支援訪問事業 保健福祉局 健康部 健康支援課 別紙３で評価 117 養育支援訪問事業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑪-2
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事
業

こども未来局 こども未来部
こども家庭支

援課
別紙３で評価

再掲
(816)

要保護児童対策及び
ＤＶ防止地域協議会

再掲
(817)

要保護児童対策及び
ＤＶ防止地域協議会
システム導入

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙３で評価 118
実費徴収に対する補
足給付を行う事業

1 子ども・子育て支援 2
地域子ども・子育て支援事業
の提供

2-1
地域子ども・子育て支援事業
の「量の見込み」及び「確保
方策」

⑬ 多様な主体の参入を促進する事業 こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

別紙３で評価 119
多様な主体の参入を
促進する事業

1 子ども・子育て支援 3 認定こども園の普及促進 3-1
私立幼稚園及び民間保育園に
対する移行支援

①

私立幼稚園及び民間保育園に対し、認定こ
ども園の意義に関する周知を図るととも
に、認定こども園に移行する際の留意事項
等を整理し、移行を希望する事業者の円滑
な移行を支援するための相談受付体制を整
備します。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 実施

私立幼稚園に対する説明会を開催すると
ともに、個別の移行相談に応じる体制を
整えた。また、移行園が実施する保護者
説明会に同席し、認定こども園の趣旨、
利用手続、保育料等について周知を図っ
た。

28年4月時点の認定こども園数
幼保連携型：6園（私立）
幼稚園型：1園（私立）
保育所型：2園（公立）
地方裁量型：1園（私立）

120
私立幼稚園及び民間保
育園に対する認定こど
も園移行支援

1 子ども・子育て支援 3 認定こども園の普及促進 3-2
公立認定こども園における施
設運営に係る調査・研究

①

平成27年度に公立保育所２か所をモデル的
に認定こども園に移行し、教育・保育の実
践例など、具体的な施設運営に係る調査・
研究を行い、教育・保育施設（新制度に移
行しない幼稚園を含む）とのノウハウの共
有を図ります。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

平成27年度に公立保育所２か所をモデル
的に認定こども園に移行し、教育・保育
の実践例など、具体的な施設運営に係る
調査・研究を行った。

121
公立認定こども園にお
ける施設運営に係る調
査・研究

⑤
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別紙４　取組内容に対する評価 【実施状況】　実施：「基本施策の取組内容③】を計画どおり実施した　　未実施：【基本施策の取組内容③】を実施できなかった（一部実施できなかった、実施のための準備・検討を含む）

実施状
況

今年度の実施内容
※未実施の場合は、理由及び今
後の対策・方針を記載すること

参考値

⑤
番号

⑤
取組事業名

②
番号

②
取組事業名

③
番号

③
取組事業名

④
番号

④
取組事業名

基本施策の取組内容③

所管課 実施内容 該当事業

局 部 課

平成27年度

①
番号

①
取組事業名

基
本
施
策
N
o

基本施策名

基
本
施
策
の
取
組
内
容

N
o

基本施策の取組内容① 基本施策の取組内容②

1 子ども・子育て支援 3 認定こども園の普及促進 3-3 保護者に対する普及啓発 ①

公立・民間の認定こども園における実践例
を踏まえつつ、保護者等に対する周知・広
報を行い、認定こども園の意義や子どもに
とってのメリットの浸透を図ります。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

【周知・広報】
新制度に関するリーフレットを作成し、
配布・配架した。
また、幼保支援課ホームページに認定こ
ども園を紹介するページを開設した。
【意義・メリット】
公立・民間の認定こども園における実践
例を踏まえつつ、保護者等に対する周
知・広報を行い、認定こども園の意義や
子どもにとってのメリットの浸透を図っ
た。

122
認定こども園に関する
保護者に対する普及啓
発

1 子ども・子育て支援 4
幼児教育・保育と小学校教育
との円滑な接続（幼保小連
携）

4-1 幼保小間の交流の促進 ①

「千葉市幼・保・小関連教育推進協議会」
における推進指定校を中心としたモデル事
業の実施により、教育・保育施設（新制度
に移行しない私立幼稚園を含む）と小学校
における子ども同士の交流や、職員同士の
交流を促進します。

教育委員会 学校教育部 指導課 実施
推進校を１２校（小学校）指定し、近隣
幼稚園・保育所等と交流活動を実施し
た。

推進指定校　　　１２校
幼稚園・保育所等　２６箇所

124
千葉市幼・保・小連携
教育推進協議会の実施

1 子ども・子育て支援 4
幼児教育・保育と小学校教育
との円滑な接続（幼保小連
携）

4-2
幼保小連携に関する協議の場
の設置

①

市関係部門及び教育・保育関係団体等によ
る協議の場を設置し、教育・保育施設（新
制度に移行しない私立幼稚園を含む）の立
場から、幼保小連携に係る具体的な課題に
ついて検討します。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

別紙１で評価 125
幼保小連携に関する
協議の場の設置

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-1 教育・保育人材の資質の向上 ①

公立保育所（認定こども園を含む）におけ
る職種別研修や非常勤職員に対する計画的
な研修を実施し、必要な知識や技能の習得
を促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施

公立保育所（認定こども園を含む）にお
ける職種別研修や非常勤職員に対する計
画的な研修を実施し、必要な知識や技能
の習得を促進した。

短期派遣研修53回　1,480名参加
部門別研修48回　　2,667名参加

126
公立保育所職員研修事
業

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-1 教育・保育人材の資質の向上 ②
教育・保育関係団体が会員を対象として開
催する研修の実施を支援し、必要な知識や
技能の習得を促進します。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

・千葉市幼稚園協会が実施する研修事業
等に係る経費に対し、補助金を交付し
た。
・千葉市民間保育園協議会が会員保育士
を対象として行う研修経費及び、会員保
育施設が外部主催の研修会に参加する際
の費用に対し、補助を行った。

・千葉市幼稚園協会研修事業等補助
　　Ｈ27決算額：6,000千円
・千葉市民間保育園協議会主催研修
　　22回：2,744名参加
・外部主催研修
　　46施設参加

127
千葉市民間保育園協議
会研修補助事業

128
千葉市幼稚園協会研
修等補助事業

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-1 教育・保育人材の資質の向上 ③

施設の種別を超えた合同研修を実施し、教
育・保育の質の向上を図るとともに、職員
間の交流や知識・ノウハウの共有を促進し
ます。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

別紙１で評価 129
保育所・幼稚園等合
同研修事業

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-1 教育・保育人材の資質の向上 ④

保育所における保育士の自己評価を実施す
るとともに、その実績を活用して、認定こ
ども園、幼稚園、地域型保育事業所におけ
る自己評価の取組みを促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施

保育所における保育士の自己評価を実施
するとともに、その実績を活用して、民
間保育園、認定こども園、地域型保育事
業所における自己評価の取組みを促進し
た。

130
保育士等の自己評価の
実施

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-1 教育・保育人材の資質の向上 ⑤
上記のほか、保育士養成施設としての指定
を受けた市内の短期大学 と連携し、教育・
保育人材の資質向上策を検討します。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

市内短期大学に「子育て支援員研修(現任
研修)」の委託を行い、資質向上の為、地
域型保育事業施設職員を対象に研修を実
施した。

実施回数２回　参加者計41名 131
市内短期大学との連携
による教育・保育人材
の質向上策の検討

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ①
幼保連携型認定こども園に配置する「保育
教諭 」を確保するため、保育士資格と幼稚
園教諭免許状の併有を促進します。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

保育士資格を有さない幼稚園教諭の資格
取得を推進する私立幼稚園、及び、幼稚
園教諭資格を有さない保育士の資格取得
を推進する保育園、認定こども園に対
し、補助金を交付した。

・保育士資格取得支援
　3人
・幼稚園教諭免許取得支援
　4人（3園）

132
保育教諭確保のための
保育士資格取得補助事
業

133
保育教諭確保のため
の幼稚園教諭免許状
取得補助事業

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ②
認可外保育施設の認可化にあたり、職員の
保育士資格取得を促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施
認可外保育施設の認可化のための保育士
資格取得に対して補助を行った。

補助交付人数
保育士資格取得支援　２人（２園）

134
認可外保育施設保育士
資格取得支援事業

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ③
いわゆる「潜在保育士 」を対象とした研修
を実施し、市内の保育所等への再就職を促
進します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施
再就職支援研修を実施した。
（１クール５回、年２回）

６月研修参加者 ４１名（うち就職者７名）
１１月研修参加者 ３０名（うち就職者３
名）

135
潜在保育士の再就職支
援研修

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ④

県内外の保育士養成施設の在校生・卒業生
に対するＰＲ活動を強化し、市内の教育・
保育施設（新制度に移行しない私立幼稚園
を含む）や地域型保育事業所への就職を促
進します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施
保育士養成施設にて出張説明会、夏季に
は市役所にて保育士就職説明会を実施し
た。

出張説明会：実施回数８回（計３９６名）
就職説明会：実施回数１回（３９名）

136
保育士養成施設に対す
る採用PR

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ⑤

市内の保育所等に就労予定の保育士資格保
有者について、保育所等利用選考における
優先度を高め、保育現場への就労を促進し
ます。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施

市内の保育施設等（※）に就労（内定含
む）の保育士資格保有者について、施設
（事業）利用選考基準において最優先を
適用した。
（※）認定こども園、認可保育所、地域型保
育施設、千葉市先取りプロジェクト認定保育
施設、千葉市保育ルーム認定施設）

保育士最優先適用者
　５３名（H２７.４月入所児童）

137
市内保育所等に勤務す
る保育士資格保有者の
保育所等の優先利用

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ⑥

国において平成27年度から創設予定の「子
育て支援員」制度により、子育て経験豊か
な主婦等を活用して、地域型保育事業等に
従事する人材の確保を図ります。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙１で評価 138
子育て支援員による
人材確保

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ⑦

教育・保育施設等に勤務する職員の出産や
疾病等による離職を抑制するとともに、当
該職員が休暇を取得している間の施設の負
担を軽減するため、代替職員の雇用を支援
します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施 認可保育園１園に対し補助を行った。 保育士１名分、120,620円補助 139 産休代替職員補助事業

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-2 教育・保育人材の確保 ⑧
上記のほか、保育士養成施設としての指定
を受けた市内の短期大学と連携し、教育・
保育人材の確保策を検討します。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

3短大（植草学園、千葉経済、千葉明徳）
との連携事業として実施している、特例
講座について、市ホームページにて周知
を行った。

140
市内短期大学との連携
による教育・保育人材
の確保策の検討

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-3
市による認可・指導監督等を
通じた教育・保育の質の確
保・向上

①

保育所及び認定こども園において、１・２
歳児に係る職員配置基準を国基準の６：１
から５：１に上乗せすることにより、児童
の処遇の向上を図ります。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施
認可保育園22園、認定こども園1園に対し
補助を行った。

【補助額】
保育士加配1名に対し、2,547,000円／年

141
１・２歳児に係る職員
配置の上乗せ



4
別紙４　取組内容に対する評価 【実施状況】　実施：「基本施策の取組内容③】を計画どおり実施した　　未実施：【基本施策の取組内容③】を実施できなかった（一部実施できなかった、実施のための準備・検討を含む）

実施状
況

今年度の実施内容
※未実施の場合は、理由及び今
後の対策・方針を記載すること

参考値

⑤
番号

⑤
取組事業名

②
番号

②
取組事業名

③
番号

③
取組事業名

④
番号

④
取組事業名

基本施策の取組内容③

所管課 実施内容 該当事業

局 部 課

平成27年度

①
番号

①
取組事業名

基
本
施
策
N
o

基本施策名

基
本
施
策
の
取
組
内
容

N
o

基本施策の取組内容① 基本施策の取組内容②

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-3
市による認可・指導監督等を
通じた教育・保育の質の確
保・向上

②

教育・保育施設及び地域型保育事業の認可
にあたり、外部の専門家・有識者 による審
査を行い、適切な施設運営の確保を図りま
す。

こども未来局 こども未来部
こども企画課
幼保支援課

実施

社会福祉審議会児童福祉専門分科会設置
認可部会において、教育・保育や会計の
専門家等の委員により、認可適格かどう
かを審査した。

H27開催回数　８回
審査件数　１９件　うち認可適格１８件

142
認可に当たっての外部
の専門家・有識者によ
る審査

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-3
市による認可・指導監督等を
通じた教育・保育の質の確
保・向上

③

教育・保育施設及び地域型保育事業所等に
対する定期的な監査や市嘱託職員等による
巡回指導を実施し、適切な運営の確保を図
ります。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

教育・保育施設及び地域型保育事業所等
に対する定期的な監査や市嘱託職員等に
よる巡回指導を実施し、保育の質の向
上・適切な運営の確保を図った。

【指導監査実施状況】
民間保育園 57施設
幼保連携型認定こども園 4施設
小規模保育事業所 8施設
事業所内保育事業所 5施設
認可外保育施設　56施設
【巡回指導回数】
民間保育園 199回
小規模保育事業所 176回
家庭的保育事業 60回
事業所内保育事業所 24回
認可外保育施設 159回

143 施設に対する定期監査

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-3
市による認可・指導監督等を
通じた教育・保育の質の確
保・向上

③

教育・保育施設及び地域型保育事業所等に
対する定期的な監査や市嘱託職員等による
巡回指導を実施し、適切な運営の確保を図
ります。

保健福祉局 - 地域福祉課 実施
教育・保育施設及び地域型保育事業所等
の定期監査を実施した。

【実施状況】
民間保育園　57施設
幼保連携型認定ことも園　4施設
小規模保育事業所　18施設
事業所内保育事業所　5施設

143 施設に対する定期監査

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-3
市による認可・指導監督等を
通じた教育・保育の質の確
保・向上

③

教育・保育施設及び地域型保育事業所等に
対する定期的な監査や市嘱託職員等による
巡回指導を実施し、適切な運営の確保を図
ります。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙１で評価 144
施設に対する巡回指
導

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-4
運営に関する評価を通じた教
育・保育の質の確保・向上

①

教育・保育施設（新制度に移行しない私立
幼稚園を含む）及び地域型保育事業所にお
ける運営に関する評価 の実施の促進をし、
適切な運営の確保を図ります。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施
施設認可の際、整備補助を活用する事業
者の選定にあたり、第三者評価を加点項
目とし、導入の促進を図った。

145
運営に関する自己評価
の実施

146
運営に関する関係者
評価・第三者評価の
実施促進

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-5
放課後児童クラブにおける
「質」の確保・向上

①
指導員及び補助指導員に対する計画的な研
修を実施し、必要な知識や技能の習得を促
進します。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 実施
「中・高学年児童の特色と接し方」につ
いて研修を実施した。

参加人数　803人 147
子どもルーム指導員・
補助指導員研修

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-5
放課後児童クラブにおける
「質」の確保・向上

②
保育士資格や小中学校等教諭免許状の保有
者等に対する積極的な採用ＰＲを行い、指
導員の確保を図ります。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 実施

以下の取り組みを実施した。
①教員退職予定者説明会で周知
②退職予定教員及び保育士にダイレクト
メールを送付

①参加人数　248人
②教員131人　保育士74人

148

保育士資格・小中学校
等教諭免許状保有者に
対する採用ＰＲによる
子どもルーム指導員の
確保

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-5
放課後児童クラブにおける
「質」の確保・向上

③
子育て経験豊かな主婦等に対する積極的な
採用ＰＲを行い、補助指導員の確保を図り
ます。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 実施 市政だよりで募集した。 市政だより年3回 149
主婦等に対する採用Ｐ
Ｒによる子どもルーム
補助児童員の確保

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-5
放課後児童クラブにおける
「質」の確保・向上

④

子どもルームに対する定期的な巡回指導を
行うとともに、民間クラブに対して必要に
応じて立ち入りを行うなど、適切な運営の
確保を図ります。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 未実施
必要に応じて社会福祉協議会を通じて指
導を行っており、今後も同様とする。

150
子どもルームに対する
定期巡回指導等

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-5
放課後児童クラブにおける
「質」の確保・向上

⑤

国が提示する予定の新たなガイドラインの
内容を踏まえつつ、新たに受入れ対象とな
る高学年について、低学年との発達段階の
違いを考慮した保育内容を検討します。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 実施
市主催で「中・高学年児童の特色と接し
方」について研修を実施した。

参加人数　803人 151
高学年に対する保育内
容の検討

1 子ども・子育て支援 5
教育・保育等の「質」の確
保・向上

5-5
放課後児童クラブにおける
「質」の確保・向上

⑥

共働き家庭等の児童を含めたすべての児童
が放課後子ども教室の活動プログラムに参
加できるよう、一体型の放課後子ども教
室・放課後児童クラブの整備を図ります。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 第6章に再掲 603
一体型の放課後子ど
も教室・子どもルー
ムの整備

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-1
教育・保育施設等における障
害のある子どもの受入れ

①

必要な職員配置等に対する支援を行い、原
則としてすべての認定こども園、保育所及
び地域型保育事業所において、障害児の受
入れが可能な体制を整えるとともに、私立
幼稚園（新制度に移行しない園を含む）に
おける障害児の受入れを促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙１で評価 154 障害児保育の実施 155
障害児保育・特別支
援教育補助

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-1
教育・保育施設等における障
害のある子どもの受入れ

①

必要な職員配置等に対する支援を行い、原
則としてすべての認定こども園、保育所及
び地域型保育事業所において、障害児の受
入れが可能な体制を整えるとともに、私立
幼稚園（新制度に移行しない園を含む）に
おける障害児の受入れを促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 実施
特別支援教育を実施する私立幼稚園に対
し、補助金を交付した。

補助対象園数：40園
決算額：14,335千円

156
私立幼稚園特別支援教
育事業補助

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-1
教育・保育施設等における障
害のある子どもの受入れ

②
特定教育・保育施設における医療的ケアが
必要な障害のある子どもの受入体制の整備
について検討します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施

障害児保育事業の見直しについての検討
委員会を開くとともに、民間保育園に入
所予定の医療的ケアが必要な児童の受け
入れに関して巡回指導等で助言や現状把
握を行った。

医療的ケアが必要な児童の入所保育所
公立保育所　1か所

157

特定保育・保育施設に
おける医療的ケアが必
要な障害のある子ども
への対応

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-2
放課後児童クラブにおける障
害のある子どもの受入れ

①
原則として、すべての放課後児童クラブに
おいて、障害のある子どもの受入れが可能
な体制を整えます。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 実施
障害児の受入を実施し、必要に応じて、
補助指導員等の加配を行った。

障害児受入人数　236人 158
放課後児童クラブにお
ける障害のある子ども
の受入れ

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-3
障害児保育・特別支援教育に
関する知識や技能の向上

①

すべての教育・保育施設（新制度に移行し
ない私立幼稚園を含む）及び地域型保育事
業所が参加可能な研修を実施するととも
に、関係団体における研修の実施を支援
し、障害児保育・特別支援教育に関する専
門知識の習得や技能の向上を図ります。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

実施

すべての教育・保育施設（新制度に移行
しない私立幼稚園を含む）及び地域型保
育事業所が参加可能な研修を実施すると
ともに、関係団体における研修の実施を
支援し、障害児保育・特別支援教育に関
する専門知識の習得や技能の向上を図っ
た。

障害児保育研修　年3回　386名参加 159
障害児保育・特別支援
教育に関する研修

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-4
障害児保育・特別支援教育実
施施設等に対する支援

①

障害児保育・特別支援教育を実施する教
育・保育施設及び地域型保育事業所を市嘱
託職員が巡回し、障害のある子どもの経過
観察、職員への助言・指導等を行います。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙１で評価 160
障害児保育等に係る
巡回相談
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実施状
況

今年度の実施内容
※未実施の場合は、理由及び今
後の対策・方針を記載すること

参考値

⑤
番号

⑤
取組事業名

②
番号

②
取組事業名

③
番号

③
取組事業名

④
番号

④
取組事業名

基本施策の取組内容③

所管課 実施内容 該当事業

局 部 課

平成27年度

①
番号

①
取組事業名

基
本
施
策
N
o

基本施策名

基
本
施
策
の
取
組
内
容

N
o

基本施策の取組内容① 基本施策の取組内容②

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-4
障害児保育・特別支援教育実
施施設等に対する支援

②

専門知識を有する相談員が幼稚園・保育所
等巡回し、施設職員や保護者等に対し、発
達障害の疑いのある児童の早期発見・早期
対応のための助言等を行います。

保健福祉局 高齢障害部
障害者自立支

援課
再掲

再掲
(1005)

発達障害等に関する巡
回相談員整備事業

1 子ども・子育て支援 6
障害のある子どもへの教育・
保育等の提供

6-4
障害児保育・特別支援教育実
施施設等に対する支援

③

市関係部門、障害のある子どもを受入れて
いる施設、専門機関（療育センター、発達
障害者支援センター、養護教育センター
等）、市内大学等の相互連携を強化するた
めの協議の場を設置し、障害の早期発見・
早期支援、専門的助言・指導など、障害児
保育・特別支援教育の充実を図ります。

こども未来局 こども未来部
幼保支援課
幼保運営課

別紙１で評価 161
障害児保育・特別支
援教育に関する協議
の場の設置

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-1
ワーク・ライフ・バランスの
推進に係る普及・啓発

①

市民や家庭を対象とした講座やセミナーを
開催するほか、啓発冊子の活用等により、
ワーク・ライフ・バランスについて幅広く
普及・啓発を図ります。

市民局
生活文化ス
ポーツ部

男女共同参画
課

実施
講座やセミナーを開催したほか、啓発冊
子の配布等により、ワーク・ライフ・バ
ランスについて普及・啓発を図った。

・男女共同参画入門講座（男女共同参画セ
ンター）
　受講者数 166人
・ワーク・ライフ・バランスセミナーｉｎ
千葉市
　受講者数 77人

162
ワーク・ライフ・バラ
ンスに係る普及啓発

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-2
男性の子育てへの関わりの促
進

①

男性が育児休業を取得しやすい職場環境づ
くりの機運を高めるため、特に育児休業の
取得が困難とされる中小企業における育児
休業の取得を促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 実施

中小企業の内、市内に事業所を持つ事業
主と市内在住の男性労働者に対し、10日
間以上の育児休業取得に際し、助成金を
支給した。

支給件数　3件 163
男性の育児休業取得促
進奨励金

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-2
男性の子育てへの関わりの促
進

②

男性の子育てを支援するため、他団体等と
も連携し、男性の家事・育児に関する講座
や、「イクメン」を応援するイベントを開
催します。また、インターネットも活用
し、育児に関わる父親同士のネットワーク
づくりを促進します。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 実施

男性の子育てを支援するため、他団体等
とも連携し、男性の育児やパートナーと
の関わりに関する講座や、「イクメン」
を応援するイベントを開催した。また、
インターネットも活用し、育児に関わる
父親同士のネットワークづくりを促進し
た。

・プレパパママ講座
　12回開催　234人参加、
・パパスクール
　1回開催　実人数13人
・イクメンイベント
　1日開催　230人参加
・ちばパパ(facebook。Ｈ28.2月運用開始)

164 男性の子育て支援事業

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-2
男性の子育てへの関わりの促
進

③

妊娠・出産・育児に関する男性に向けた啓
発冊子を作成し、男性が早くから父親とし
ての自覚を持ち、母親の出産後、積極的に
育児に関わることができるよう支援しま
す。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 実施
イクメンハンドブックを製作し、母子手
帳と一緒に配付した。

製作部数　10,000部 165 イクメンハンドブック

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-2
男性の子育てへの関わりの促
進

④

これから父親・母親になる方を対象とし
て、お産や母乳についての講義や行政サー
ビスの紹介のほか、妊娠中から産後の母親
の心と体の変化に合わせた父親のサポート
等、子育てを協力して行うことについて講
義を行い、父親の育児への積極的な関わり
を支援します。

保健福祉局 健康部 健康支援課 実施

これから父親・母親になる方を対象とし
て、お産や母乳についての講義や行政
サービスの紹介のほか、妊娠中から産後
の母親の心と体の変化に合わせた父親の
サポート等、子育てを協力して行うこと
について講義を行い、父親の育児への積
極的な関わりを支援した。

土日開催の両親学級の実施回数
14回

再掲
(204)

土日開催の両親学級

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-2
男性の子育てへの関わりの促
進

④

これから父親・母親になる方を対象とし
て、お産や母乳についての講義や行政サー
ビスの紹介のほか、妊娠中から産後の母親
の心と体の変化に合わせた父親のサポート
等、子育てを協力して行うことについて講
義を行い、父親の育児への積極的な関わり
を支援します。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 実施
リラックス館等で、男性向けの子育て支
援講座を実施した。

男性向け講座 255回開催（男性参加者数
777人）

166
子育て支援拠点施設に
おける父親の子育て支
援

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-2
男性の子育てへの関わりの促
進

④

これから父親・母親になる方を対象とし
て、お産や母乳についての講義や行政サー
ビスの紹介のほか、妊娠中から産後の母親
の心と体の変化に合わせた父親のサポート
等、子育てを協力して行うことについて講
義を行い、父親の育児への積極的な関わり
を支援します。

市民局
生活文化ス
ポーツ部

男女共同参画
課

実施
男女共同参画センターにおいて、男性の
子育て支援に関する講座を開催した。

・イクメン講座　受講者数 21人 167
男性の子育て支援に関
する講座の開催

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-3
子育てと仕事の両立のための
基盤整備

①
「確保方策」に基づき、教育・保育や放課
後児童クラブの「量」の拡充を図り、子育
てと仕事の両立を支援します。

こども未来局 こども未来部 健全育成課 別紙３で評価 106
放課後児童クラブ
（子どもルーム）

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-3
子育てと仕事の両立のための
基盤整備

②

保護者が育児休業を希望どおりに取得した
上で、職場に復帰する際に円滑に保育を利
用することができるよう、特に、０～２歳
児の保育の受け皿の拡充を図ります。

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 別紙３で評価 101
教育・保育施設によ
る保育の「量」の拡
充

102
地域型保育事業によ
る「量」の拡充

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-3
子育てと仕事の両立のための
基盤整備

③

働き方の多様化に伴うさまざまな保育需要
に対応するため、延長保育、休日・夜間保
育のほか、一時預かり、病児・病後児保育
などの充実を図り、子育てと仕事の両立を
支援します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 別紙１で評価 168 休日保育事業 169 夜間保育事業

1 子ども・子育て支援 7
出産・子育て期におけるワー
ク・ライフ・バランスの推進

7-3
子育てと仕事の両立のための
基盤整備

④

保育の開始を生後57日目に前倒しして子ど
もを預かる「産休明け保育」を実施し、産
休明けに早期に職場復帰する必要がある母
親の子育てと仕事の両立を支援します。

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 実施
乳児保育を実施する全ての保育所で実施
した。

【実施箇所数】
公立保育所55か所
公立認定こども園２か所、
民間保育園80か所
民間認定こども園5園で実施。
（27年度実績：公立保育所受け入れ施設6か
所７人。民間保育園受け入れ施設14か所17
人）

170 産休明け保育事業


