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千葉市こども未来局
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１ 千葉市における子ども・子育て支援施策の現状
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１－１ 認定こども園
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根拠法
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 （認定こども園法）
※認定権者は都道府県

内容

【概要】
幼稚園、保育所のうち、次の機能を備えるものとして都道府県が認定した施設。
①幼児教育・保育の両方の機能（親の就労にかかわらず、教育・保育を一体的に実施）
②地域における子育て支援（相談活動や集いの場の提供等）を行う機能

【対象児童】
０歳～小学校就学前まで

【類型】

【利用時間】
１日４時間程度の利用や１日８時間程度の利用など、柔軟に選択可能。

【利用料金】
各施設が設定（幼保連携型と保育所型は所得に応じた料金を設定）

施設数
（25.4.1）

地方裁量型 １か所 （緑区）

幼保連携型 認可幼稚園＋認可保育所 （幼稚園と保育所が連携して一体的に運営）

幼稚園型 認可幼稚園＋保育所的機能 （幼稚園が保育所的な機能を備える）

保育所型 認可保育所＋幼稚園的機能 （保育所が幼稚園的な機能を備える）

地方裁量型 保育所的機能＋幼稚園的機能 （認可外施設が両方の機能を備える）



１－２ 幼稚園
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根拠法 学校教育法 ※認可権者は都道府県

設備運営基準 幼稚園設置基準

内容

【概要】
「幼稚園教育要領」に基づき、幼児期の学校教育を行う。

【対象児童】
満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

【利用時間】
・標準的な教育時間 ・・・ ４時間
・教育時間終了後等に、預かり保育や教育活動を実施

【利用料金】
施設ごとに異なる保育料・入園料等を設定

施設数
（25.5.1）

９３園 ※全て私立幼稚園（千葉大学教育学部附属幼稚園を含む。）

利用者数
（25.5.1）

１５，６９６人

中央区 １９か所 花見川区 １６か所 稲毛区 １３か所

若葉区 １５か所 緑区 １０か所 美浜区 ２０か所

３歳 ４，６００人 ４歳 ５，４３４人 ５歳 ５，６６２人



１－３ 保育所
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根拠法 児童福祉法

設備運営基準 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

内容

【概要】

「保育所保育指針」に基づき、日々保護者の委託を受けて、「保育に欠ける」乳児又は幼児を
保育する。
【対象児童】
満３か月から小学校就学前までの「保育に欠ける」児童
【「保育に欠ける」基準】

就労、疾病等により、児童の保護者のいずれもが当該児童を保育することができず、かつ、
同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められること。
【利用時間】
月～土曜日 ７：００～１８：００（月～金曜日は、１９：００または２０：００まで延長保育あり）
【利用料金（月額）】
３歳以上児 ０～３５，４２０円 ／ ３歳未満児 ０～７０，２００円 （所得に応じて設定）

施設数
（25.4.1）

１２３か所（公立６０か所／私立６３か所）

利用者数
（25.4.1）

１２，４７８人（公立６，９８５人／私立５，４９３人）

中央区 ２７か所 花見川区 １６か所 稲毛区 ２１か所

若葉区 １９か所 緑区 １５か所 美浜区 ２５か所

０歳 ６２９人 １歳 １，８９１人 ２歳 ２，３２８人

３歳 ２，５３６人 ４歳 ２，５５２人 ５歳 ２，５４２人



（参考）特定保育事業
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内容

【概要】
週２～３日のパート就労、保護者の病気・入院などで、家庭での育児が断続的に困難な
児童に対する保育を実施する。
【対象児童】
満３か月～小学校就学前までの児童
【利用限度】
翌年３月まで、月１５日以内（週２日または３日）
【利用時間】
月～土曜日 ８：００～１７：００（１８：００まで時間外利用あり）
【利用料金（月額）】

※生活保護世帯は軽減措置あり。

実施施設数
（25.4.1）

２３か所

２４年度実績 延利用者数 ２９，３８９人

区 分 週２日利用 週３日利用 時間外利用（１時間当たり）

３歳未満児 １８，３００円 ２６，１００円 ３，０００円

３歳以上児 ９，４００円 １３，５００円 １，９００円

中央区 ６か所 花見川区 １か所 稲毛区 ３か所

若葉区 ３か所 緑区 ５か所 美浜区 ５か所



１－４ 家庭的保育事業
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根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
保護者が、昼間に仕事や病気などで家庭で保育をすることができないときに、保育士等の資格
を持った家庭的保育員が自宅で児童を保育する。

【対象児童】
満３か月から３歳未満までの児童

【入所要件】
保護者が週４日かつ１日４時間以上の就労しているなど、一定の要件を満たすこと

【利用時間】
月～土曜日 ８：００～１７：００ （延長保育あり）

【利用料金（月額）】
保育所の通常保育料の７０％

実施施設数
（25.6.1）

６か所 （中央区：１ヵ所、若葉区：３ヵ所、緑区：１ヵ所、美浜区：１ヵ所）

利用者数
（25.6.1）

１５人



１－５ 地域子育て支援拠点事業
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根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
小学校就学前の児童とその保護者が集まり、一緒に遊びながら交流するふれあいの
場を提供するとともに、子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てに関する悩み
についての相談を行う。

【対象者】
小学校就学前の児童とその保護者

【利用料金】
無料

実施施設
（25.4.1）

１８か所

２４年度実績 延利用者数 ２９８，４３１人

類型 施設数 設置場所 利用時間

①子育て支援館 １か所 きぼーる内 ９～１７時（火曜休館）

②地域子育て支援センター ７か所 保育所 ９～１６時（土曜午後・日曜休館）

③子育てリラックス館 １０か所 空き店舗等 １０～１６時（日曜休館）



１－６ 妊婦健診

10

根拠法 母子保健法

内容

【概要】
妊婦が市と契約した医療機関及び助産所において実施した健康診断について、所定
の金額を公費負担する。

【利用回数】
１４回まで

【対象者】
市内在住の妊婦

【助成金額】
合計 ９３，０００円（受診票１４枚を交付）

実施施設
（25.4.1）

契約医療機関・助産所 ７７７施設

２４年度実績 延利用者数 ９４，７９４件



１－７ 乳児家庭全戸訪問事業
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根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、子育て支援に関する情報
提供等を行うことにより、乳児家庭が地域社会から孤立することを防ぎ、乳児の健全な
育成環境の確保を図る。

【対象者】
生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭（原則として市内在住者）

【訪問者】
地域保健推進員、保健師、助産師（各区保健福祉センター健康課が実施）

【利用料金】
無料

２４年度実績 訪問件数 ６，４２６件



１－８ 養育支援訪問事業
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根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
家庭における安定した養育が実施できるよう、養育について支援が必要な家庭に対し、
訪問による具体的な育児に関する支援を行い、育児上の諸問題の解決・軽減を図る。

【対象者】
子育てに対して不安や孤立感等を抱える保護者、または虐待に至るおそれがある保
護者等、リスクを抱え支援が必要であると判断される家庭（原則として市内在住者）

【訪問者】
保健師、助産師（各区保健福祉センター健康課が実施）

【利用料金】
無料

２４年度実績 延訪問件数 ２，２２９件



１－９① 子育て短期支援事業（ショートステイ）
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根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
保護者が疾病、社会的事由等で、一時的に養育が困難な場合、その児童を乳児院、児童
養護施設等で短期的に預かる。（宿泊も可）

【対象児童】
市内在住の１８歳未満の児童

【利用期間】
原則として１か月あたり７日以内

【利用料金（１日）】
２歳未満児 ５，３５０円 ／ ２歳以上児 ２，７５０円
※生活保護世帯等は軽減措置あり。

実施施設
（25.4.1）

【２歳未満児】
乳児院 １か所（花見川区）

【２歳以上児】
児童養護施設 ２か所（花見川区・稲毛区）
母子生活支援施設 １か所（若葉区） 計 ３か所

２４年度実績 延利用日数 ９８１日



１－９② 子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

14

根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
残業や休日の仕事などで、夜間または休日に児童の養育が困難な方のために、夕方から
夜間、休日に児童を預かる。（宿泊も可）

【対象児童】
市内在住の２歳以上１８歳未満の児童

【利用時間】
夜間 原則として１７：００～２２：００（宿泊も可）
休日 原則として ８：３０～１７：００

【利用料金（１日・１回当たり）】
夜間 ７５０円 （宿泊の場合は１，５００円）
休日 １，３５０円
※生活保護世帯等は軽減措置あり。

実施施設
（25.4.1）

児童養護施設 ２か所（花見川区・稲毛区）
母子生活支援施設 １か所（若葉区） 計 ３か所

２４年度実績 延利用日数 １，９０４日



１－１０ ファミリー・サポート・センター事業
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根拠法令 児童福祉法

内容

【概要】
子どもを預かってほしい市民と、預かることができる市民が、会員として登録し、会員同士
で援助活動を行い、市町村がこれを援助する（登録事務、マッチング等を実施）。

【対象児童】
満３か月から小学校６年生までの児童
※子どもを預かる方は市内在住者、預ける方は市内在住・在勤・在学者

【利用時間】
６：００～２２：００

【利用料金】
１時間 ７００円 （土日・早朝・夜は９００円）
※ひとり親世帯は半額助成あり。

実施施設
（25.4.1）

千葉市子育て支援館内に事務所を設置

２４年度実績
活動件数 １１，１７４件
会員数 ４，６７５人



１－１１ 一時預かり事業
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根拠法令 児童福祉法

内容

【概要】
通常保育の対象とならない児童で、保護者の病気や入院・育児疲れ・冠婚葬祭等により
家庭での保育が困難な児童に対する保育を実施する。
【対象児童】
満３か月から小学校就学前までの児童
【利用限度】
月７日まで
【利用時間】
月～金曜日 ８：００～１７：００（半日利用は８：００～１２：３０または１２：３０～１７：００）
土曜日 ８：００～１２：３０
【利用料金】
３歳未満児 １日２，２００円 ／ 半日１，１００円
３歳以上児 １日１，２００円 ／ 半日６００円
※生活保護世帯は軽減措置あり。

実施施設
（25.4.1）

２９か所

２４年度実績 延利用者数 １９，６８４人

中央区 ６か所 花見川区 ２か所 稲毛区 ５か所

若葉区 ５か所 緑区 ５か所 美浜区 ６か所



１－１２ 延長保育事業
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内容

【概要】
保護者の勤務条件や家庭の事情などにより、１８：００以降も保育を必要とする児童に対し、
２０：００（一部保育所は１９：００）まで保育を実施する。

【対象児童】
保育所に入所している児童で、１８：００以降の時間の保育を真に必要としているもの

【利用時間】
月～金曜日 １８：００～２０：００（一部公立保育所は１９：００まで）

【利用料金（月額）】
１時間延長 ３歳未満児 ３，０００円 ／ ３歳以上児 １，９００円
２時間延長 ３歳未満児 ６，０００円 ／ ３歳以上児 ３，８００円
※生活保護世帯等は軽減措置あり。

実施施設
（25.4.1）

１２１か所

２４年度実績 延利用者数 ５１，２０６人

中央区 ２７か所 花見川区 １６か所 稲毛区 ２１か所

若葉区 １７か所 緑区 １５か所 美浜区 ２５か所



１－１３ 病児・病後児保育事業
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根拠法令 児童福祉法

内容

【概要】
児童が病気で保育所などに預けられない場合で、保護者が仕事を休むことができないと
きなどに、診療所に併設した施設で児童を預かる。

【対象児童】
市内在住又は市内の保育所等に通っている小学校低学年までの児童

【利用時間】
月～土曜日 ８：００～１８：００（土曜日は１３：００まで）
※ 定休日は施設によって異なる。

【利用料金】
１日２，０００円 （６時間まで１，０００円）
※生活保護世帯等は軽減措置あり。

実施施設
（25.4.1）

８か所

２４年度実績 延利用者数 ４，３９３人

中央区 ２か所 花見川区 １か所 稲毛区 １か所

若葉区 １か所 緑区 ２か所 美浜区 １か所



１－１４ 放課後児童クラブ（子どもルーム）
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根拠法 児童福祉法

内容

【概要】
就業等により昼間家庭に保護者のいない児童を対象に、授業が終わった後の遊び及び生
活の場を提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成を図る。
【対象児童】
原則として小学校１～３年生の児童 （障害のある児童は６年生まで）
【利用時間】
月～金曜日 １３：００～１８：００ 土曜日 ８：３０～１６：３０
短縮授業日 １１：３０～１８：００ 長期休業日（月～金曜日） ８：００～１８：００
延長 １８：００～１９：００（土曜除く）
【利用料金（月額）】
７，４００円 （７月：８，１００円／８月：９，６００円／延長料金：１，０００円）
※生活保護世帯、市民税非課税世帯は軽減措置あり。

実施施設
（25.4.1）

１２３か所

利用者数
（25.4.1）

６，７４３人

中央区 ２２か所 花見川区 ２３か所 稲毛区 ２０か所

若葉区 １８か所 緑区 １８か所 美浜区 ２２か所

１年生 ２，３８０人 ２年生 ２，２１１人

３年生 １，７９３人 ４年生以上 ３５９人



※子どもルームに係る意向調査について
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 新制度においては、放課後児童クラブの利用対象が「概ね１０歳未満（小学校３
年生まで）」から「小学生（小学校６年生まで）」に拡大されるため、その実施方法
等について、早期に検討に着手し、関係課との協議を行う必要がある。

 そのための基礎資料として、小学校４年生～６年生の利用について、保護者の
意向を把握するためのアンケート調査を実施する。

※ 事業計画策定のための「ニーズ調査」とは別途実施。

［調査対象］
市内の全ての小学校１年生～４年生（約３２，０００人）

［実施時期］
平成２５年７月中旬（予定）

［調査方法］
学校を通じて保護者にアンケートを配布
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２ 千葉市における保育所待機児童対策
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２－１ 保育所入所児童数と待機児童数の推移

22

待機児童数はここ２年間で大幅に減尐し、２５年４月１日現在で３２人に。



２－２ 待機児童解消に向けたアクションプラン２０１０
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平成２９年４月１日時点の保育比率４１％を目標とし、保育所整備等を推進（計画期間：平成２２～２５年度）
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２－３ 千葉市の保育資源

施設 箇所数 定員

認可保育所 公立・民間 １２３ １１，９１３

家庭的保育 ６ １９

「先取り」プロジェクト
グループ型小規模保育※１ ４ ４０

先取りプロジェクト認定保育施設※２ ２２ ６７１

認可外保育施設

千葉市保育ルーム※３ ４７ １，５９４

事業所内保育 ３５ ８４２

その他 ６ １６７

幼稚園 長時間預かり保育※４ １５ １９９※５

※１ 家庭的保育者３人が１グループとなり、連携保育所の支援を受けながら、３歳未満児の保育を実施
※２ 認可外保育施設のうち、保育士配置基準等について認可保育所（園）と同等の基準を満たす施設を「千葉市先取りプ

ロジェクト認定保育施設」として認定
※３ 認可外保育施設のうち、一定の基準を満たす施設を「千葉市保育ルーム」として認定
※４ 幼稚園が行う長時間の預かり保育（概ね１１時間以上開園）
※５ 長時間預かり保育利用児童のうち、保育に欠ける児童の受け入れ人数（月平均・24.12現在）



「緊急プロジェクト」 （平成２５・２６年度）
 以下の「支援パッケージ」による国の財政支援（自治体の手挙げ方式）

①賃貸方式や国有地も活用した保育所整備
・・・ 賃貸方式を活用した施設整備、民有地のマッチング事業 等

②保育の量拡大を支える保育士確保
・・・ 潜在保育士の復帰促進、保育士資格取得支援 等

③小規模保育事業など新制度の先取り
・・・ 小規模保育、幼稚園長時間預かり保育、利用者支援等の先取り実施

④認可を目指す認可外保育施設への支援
・・・ 改修費、運営費等の支援により、計画的な認可保育所移行を支援

⑤事業所内保育施設への支援
・・・ 自社労働者の子どもの割合に関する助成要件の緩和
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参考：国の「待機児童解消加速化プラン」について

 平成２５年４月、安倍首相が「待機児童解消加速化プラン」を発表。

 全国的な保育ニーズのピークを迎える平成２９年度末までに、潜在的なニーズも含め、
４０万人分の保育の受け皿を確保することを目指すもの。

［平成２５・２６年度］
「緊急集中取組期間」として、
約２０万人分の受け皿を確保

［平成２７～２９年度］
「取組加速期間」として、
２５・２６年度と合わせて約４０
万人分の受け皿を確保

［平成２９年度末］

待機児童を解消



＜参考＞ 千葉市の人口
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参考１ 千葉市の総人口の見通し
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 日本の人口は平成１７年より既に減少。

 千葉市では主に社会増（市内への転入が転出を上回る）により増加を続
け、平成２７年に９７万人に達するものの、その後減少に転じる見込み。

（出典） 「千葉市人口動態等基礎調査報告書」及び住民基本台帳人口

■現在の人口

958,161人
（平成25年3月31日現在）

０歳 7,664人 ７歳 8,428人
１歳 7,968人 ８歳 8,770人
２歳 8,247人 ９歳 8,709人
３歳 8,150人 １０歳 9,178人
４歳 8,388人 １１歳 9,140人
５歳 8,632人 １２歳 9,185人
６歳 8,527人



参考２ 千葉市の将来推計人口と人口構造の変化
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 千葉市でも本格的な超高齢
化が始まる。

 後期高齢者が急増する今後
１０年間で、超高齢化によ
る影響が特に顕在化するも
のと見込まれる。

 経済成長の低下、社会保障
費の増大等に伴い、まちの
活力の低下、行政サービス
の低下、現役世代の負担増
などが懸念される。


