
１　基本的な考え方

　こども未来部

　「子どもを産み育てたいと思うまち『ちば』の実現」を基本理念に、「安心し

て子どもを産み、楽しく、健やかに育てることができる、子育てにやさしいまち」

「未来を担う子どもたちが、大きな夢を持ち、明るく心豊かに育つまち」の実現

を目指します。

　具体的には、保育所待機児童対策をはじめとした各種子育て支援、ニート・ひ

きこもり対策やこどもの参画などの青少年の健全育成、児童虐待防止をはじめと

した要保護児童対策など、こどもを巡る様々な課題に対して一体的・総合的に取

り組むとともに、子ども・子育て支援新制度に適切に対応してまいります。

２　予算額の概要

(単位:千円)

(%)

３　重点事務事業

　こども未来部

(1)（仮称）こどもプラン策定 4,700千円

市費4,700千円

子ども・子育て支援新制度への対応を含めた、すべての子どもと子育て家庭への

支援等を総合的に定める新たな計画を策定

40,359,312 1,973,418

こ ど も 未 来 局 平 成 ２ ６ 年 度 当 初 予 算 の 概 要

一 般 会 計

4.9

歳 入 の 主 な も の平成26年度 平成25年度 増 減 額 増減率

42,332,730

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
貸付金元利収入 195,787

305,480 304,964 516 0.2 繰　　越　　金 60,981

市　　　　　債 29,716

児童手当給付費収入
（国庫負担金） 10,802,685

保育所保育費負担金 4,022,262

児童手当給付費収入
（県負担金） 2,348,657

保育所運営費収入
（国庫負担金） 1,673,526
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(2)こどもの参画推進 12,566千円

　市費12,566千円

子どもの自覚と自立を促し社会への参画を推進するため、「こども・若者選挙」

などの各種事業を実施

子どもの居場所づくりとして、「こどもカフェ」の運営を行うほか、「プレー

パーク」にプレーリーダーを派遣

(3)私立幼稚園災害対策 6,106千円

　繰入金6,106千円

災害時の園児の安全等の確保を図るため、私立幼稚園の防災対策を支援

(4)私立幼稚園就園奨励費補助 2,089,766千円

国費568,947千円　　市費1,520,819千円

保護者の経済的負担の軽減及び幼児教育の振興を図るため、就園奨励費を支給

　・補助単価引き上げ額

　　　低所得世帯の負担軽減

　　　　　生活保護世帯 ： 年40,000円～78,800円

　　　多子世帯の負担軽減

　　　　　第2子 ： 年 27,000円～154,000円

　　　　　第3子 ： 年305,000円～308,000円

(5)私立幼稚園長時間預かり保育補助 88,492千円

国費8,862千円　　市費79,630千円

私立幼稚園が実施する長時間の預かり保育に対し助成

実施施設数 20園 → 25園

(6)子ども医療費助成 2,796,654千円

県費504,802千円　諸収入13,007千円　市費2,278,845千円

子どもの医療費の一部を保険診療の範囲内で助成

  ・助成対象年齢　　通院医療費　　小学校3年生 → 中学校3年生

　　　　　　　　　　入院医療費　　中学校3年生

　・保護者負担額　　通院１回　　300円 → 300円（～小3）、500円（小4～）

　　　　　　　　　　入院１日　　300円

　　　　　　　　　  (市民税所得割額非課税世帯は無料)
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(7)認定こども園の整備・移行支援 213,715千円

県費189,062千円　市債23,000千円　市費1,653千円

認定こども園の新設に係る整備費用を助成

整備数 1か所

認定こども園への移行を目指して長時間預かり保育を実施する私立幼稚園の施設

改修費等を助成

施設数 8か所

私立保育園及び幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行を促進するため、幼稚

園教諭免許と保育士資格の取得に要する費用を助成

対象幼稚園教諭 9人

対象保育士 4人

(8)児童自立生活援助（子どもシェルター） 11,046千円

国費5,515千円　諸収入3千円　市費5,528千円

虐待を受けた児童の安全を確保するため、緊急避難先として、民間の「子ども

シェルター」へ委託

(9)小規模住居型児童養育（ファミリーホーム） 39,776千円

国費19,152千円　　諸収入31千円　市費20,593千円

社会的養護が必要な児童について、家庭的な環境での養護を推進するため、

養育者の住居において養育し、基本的な生活習慣の確立と自立を支援

実施施設数 2か所 → 3か所

(10)児童養護施設等環境改善 12,000千円

県費6,000千円　市費6,000千円

入所児の生活環境の改善を図るため、施設の改修や備品購入等を助成

実施施設数 3か所

(11)ＤＶ防止対策 4,243千円

国費1,131千円　諸収入1千円　市費3,111千円

配偶者からの暴力の防止及び被害者保護のため、配偶者暴力相談支援センター

を運営するとともに、デートＤＶ予防啓発リーフレットを作成
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(12)子どもルーム整備・運営 2,074,205千円

国費190,778千円　諸収入527,756千円　市費1,355,671千円

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校1年生から3年生の児童を対象に、

放課後の遊びや生活の場を提供

施設改善 5か所

(13)青少年健全育成 45,282千円

県費3,021千円　諸収入93千円　市費42,168千円

青少年の健全育成を市民参加により総合的に推進

青少年育成委員会等団体の育成・指導、青少年相談員活動などの推進

子ども・若者総合相談センター運営

(14)小規模保育事業開設支援 90,000千円

県費80,000千円　市債10,000千円

小規模保育事業の開設に係る整備費用を助成

整備数 6か所（定員84人程度）

(15)男性の育児参加支援 2,628千円

市費2,628千円

「男性の育児休業取得促進奨励金」を創設

支給企業数 5社

男性の育児を促進する講座やイベントを実施

実施回数 18回

「イクメンハンドブック」を作成

(16)私立保育園の整備 207,621千円

県費167,825千円　市債39,000千円　市費796千円

既存施設の定員変更及び分園設置並びに小規模保育所の新設に係る整備費用を

助成

定員変更 2か所（定員80人程度）

分園設置 1か所（定員30人程度）

小規模保育所新設 3か所（定員90人程度）
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(17)子育て支援コンシェルジュの配置 12,300千円

国費4,083千円　県費4,083千円　諸収入50千円　市費4,084千円

子育て支援サービス全般の利用に関する情報提供等を行う相談員である「子育て

支援コンシェルジュ」を全区に配置

配置数 2人 → 6人（花見川区、若葉区、緑区及び美浜区に配置）

(18)子育てリラックス館の運営 82,747千円

国費20,038千円　県費20,038千円　市費42,671千円

子育て中の親子が気軽につどい、相互交流や相談などを行う場である子育てリラ

ックス館を整備

開設か所数 11か所 → 12か所 （稲毛区に増設）

(19)病児・病後児保育 110,362千円

国費29,461千円　市費80,901千円

病気回復期にある児童などを一時的に預かり、保護者の子育てと就労を支援

設置数 9か所 → 10か所

(20)私立保育園運営・助成 7,848,432千円

国費1,803,707千円　その他2,037,114千円　市費4,007,611千円

保育に欠ける児童を預かり、保育するため、新規開設や定員の弾力化により受入

枠を拡大し、私立保育園（71か所）に対して運営委託し、管理運営などを助成

入所児童数 年間延べ　74,016人

新規開設　 計8か所 （定員計 346人）

定員増 計2か所 （定員計 30人増）

私立保育園を定期的に調査・指導を行う指導員を配置

配置人員 1人

(21)認可外保育施設の認可化移行支援 1,078,542千円

国費314,560千円　県費331,073千円　市債40,000千円　市費392,909千円

待機児童の解消を図るため、認可保育所への移行を目指す、認可基準を満たす

施設及び5年以内に認可基準を満たす見込の施設に対し運営費を助成

施設数 71か所

認可化に必要な改修費、移転費等を助成

施設数 16か所

保育士資格を有しない従事者の資格取得を支援

対象者数 10人
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(22)寒川保育所民間移管 162,817千円

県費121,612千円　市債15,000千円　市費26,205千円

老朽化した寒川保育所を民設民営の整備手法により建替え、移管先事業者との

共同保育を実施し、円滑な移行を図る

(23)保育士の確保 128,595千円

国費94,649千円　県費1,198千円　市費32,748千円

私立保育園職員の処遇改善を図るため、給与改善に要した経費を助成

対象施設数 71か所

保育士資格を有し、保育現場を離れている潜在保育士の再就職支援研修を実施

実施研修回数 2回

保育士確保のため、学生を対象とした出張説明会を実施

実施回数 23回

(24)求職中世帯保育料軽減助成 5,592千円

市費5,592千円

求職活動を理由とした認可保育所の入所待ち児童世帯に対し認可外保育施設の

利用を促し、求職活動ができる環境を提供するため、保育料の一部を助成

(25)一時預かり・特定保育・休日保育 170,092千円

国費45,434千円　県費23,505千円　諸収入22,164千円　市費78,989千円

保護者の疾病、冠婚葬祭、多様化する就労形態などに伴う保育需要に対応

　一時預かり　　実施施設数　　　29か所 → 34か所

　特定保育　　　実施施設数　　　23か所 → 24か所

　休日保育　　　実施施設数　　　5か所 → 6か所

◎見直した事業

(1)定時制・通信制教育振興会補助

社会情勢の変化等に伴い、補助効果が低下しているため、平成25年度末で廃止
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