
２.　産後ケア事業／ママケアデイサービス事業

３.　幼児期の教育・保育の施設整備

４.　保育士等宿舎借上げ支援事業費助成

５.　放課後児童クラブの整備・運営

６.　子どもの貧困対策の推進

資料３

平成29年度の主要事業

１.　しずおかエンジェルプロジェクト推進事業



４健康都市　②静岡型子ども･子育て支援の推進
【拡充】

　しずおかエンジェルプロジェクト推進事業 子ども未来局

（千円）

国・県支出金 市債 その他

(1/2)

当初予算額 6,341 589 5,752

前年度予算額 4,388 2,739 1,649

目的

事業概要

　　　　　　　

１　出会いのイベントの開催　　　　　　　　　　5,312千円
　○地域資源を活用した出会いのイベントの開催
　○中部５市２町連携による出会いのイベントの開催
 　 ・県内中部圏を巡る婚活ツアーの開催　拡充
　○静岡男子と首都圏女子との婚活バスツアーの開催
　　・首都圏女子向け移住セミナー＆
　　　婚活ツアーの開催　拡充

２　若年層向けライフデザインセミナーの開催　　　534千円
　○高校生や大学生等を対象に、人生設計の視点から仕事や
　　結婚・出産・子育て等について考えるセミナーの開催

３　結婚を応援する気運の醸成　　　　　　　　　　495千円
　○公共施設を活用したフォトウエディングの推進
　○婚姻届提出記念撮影コーナーの設置
　○カップル応援企業の募集

　※中部５市２町広域連携事業

事業費

特定財源

一般財源

　未婚化・晩婚化に伴う少子化への対策のため、男女の出会いの
機会の創出や、地域ぐるみで結婚を応援する気運の醸成を図る。

“しずおかエンジェルプロジェクト”の取り組み 

出会いのイベントの開催 

若年層向けライフデザインセミナー 

官民連携！ 

公共施設活用！ 

結婚を応援する気運の醸成 

公共施設で 

フォトウェディング 

大学生講師による 

高校生向けセミナー！ 

若手茶商が企画 

“利き茶婚活” 

登呂博物館で 

火起こし体験 



４　健康都市　②静岡型子ども・子育て支援の推進
【拡充】

産後ケア事業／ママケアデイサービス事業 子ども未来局

（千円）

国・県支出金 市債 その他

(1/2)

当初予算額 12,215 5,675 864 5,676

前年度予算額 8,682 2,968 2,745 2,969

目的

事業概要

　　　　　　　

１　産後ケア事業　　　　　　　　　　　　 　　5,215千円
    出産直後の身体的機能の回復や育児の不安感が高い方を対象
　に、母体の保護や保健指導などを提供し、回復に向け、心と体
　をケアする事業
　（対象）生後４か月未満の乳児とその母親
 
　〔実施内容〕
　① 宿泊型　 助産所等に宿泊し、授乳、沐浴の指導、母体管理を実施
　② 日帰り型 利用希望者に助産所等に来てもらい、指導を実施
　③ 訪問型　 助産師が対象者宅に赴き育児指導や健康管理を実施

　　拡充
　　乳房マッサージの実施を追加（利用者負担額は変更なし）

２　ママケアデイサービス事業　　　　　 　　　7,000千円
　・産婦の悩みに応える相談支援や休息、交流の場の提供
　・市内の民間宿泊施設、温泉施設を活用し、官民協働で実施
　　（対象）４か月以上の０歳児とその母親

事業費

特定財源

一般財源

　出産後の負担を軽減するため、助産師による母体の保護や保健
指導などのサービスの提供（産後ケア事業）、相談支援や交流・
休憩の場の提供（ママケアデイサービス事業）により、母子の孤
立感を解消し、もう一人産みたくなる環境を整える。

産後ケア事業 ママケアデイサービス事業 

相談支援や交流、 

休息の場を提供 

乳房マッサージ 

を追加 

利用者負担額は 

そのまま！ 

民間宿泊施設、 

温泉施設を活用 
官民協働！ 



４　健康都市　②静岡型子ども･子育て支援の推進

　幼児期の教育・保育の施設整備 子ども未来局

（千円）

国・県支出金 市債 その他

(8/9､2/3)

当初予算額 3,318,157 2,822,737 462,700 32,720

前年度予算額 2,016,405 1,749,022 202,900 64,483

目的

事業概要

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合　計

１既存保育施設
　の定員増

4か所　 80人 9か所　122人 10か所　150人 1か所　 29人 24か所　381人

２私立幼稚園の認
　定こども園移行

2か所　117人 3か所　170人 9か所　496人 － 14か所　783人

３認定こども園
　等の新設

3か所　210人 3か所　190人 10か所　870人 － 16か所1,270人

４小規模保育事
　業等の新設

6か所　108人 4か所　 66人 16か所　288人 5か所　 90人 31か所　552人

合  計 15か所　515人 19か所　548人 45か所1,804人 6か所　119人 85か所2,986人

 平成29年度　整備予定量1,846人　　 　　　3,318,157千円

 　１ 既存保育施設の定員増　　　　 12か所 180人   836,501千円

   ２ 私立幼稚園の認定こども園移行 11か所 616人 1,377,861千円

   ３ 認定こども園等の新設 　　　　９か所 780人   921,846千円

   ４ 小規模保育事業等の新設　　 　15か所 270人 　181,949千円

※箇所数及び定員増数には、補助を伴わない整備分（予算措置なし）を含む。
※下表との相違は、計画策定後に実施意向を示した園があったこと等による。

教育・保育の量の見込みと確保方策の全体計画（平成28年10月改訂）

事業費

特定財源

一般財源

  保育所等の待機児童解消に向けて、必要な教育・保育の受け皿
を確保するための施設整備を推進する。

【事業計画の全体像】 
 
27年度から30年度までの４年間で 

2,986人分の定員増 



４　健康都市　②静岡型子ども･子育て支援の推進
【新規】

　保育士等宿舎借上げ支援事業費助成 子ども未来局

（千円）

国・県支出金 市債 その他

当初予算額 11,745 7,830 3,915

前年度予算額

目的

事業概要

　　　　　　　

　市内保育施設を経営する法人が、雇用する保育士等を法人が借
上げた宿舎に入居させる場合の宿舎借り上げに係る経費を助成

○　対　　象　　私立認可保育施設を経営する法人

○　対 象 者　　宿舎を借り上げる法人が経営する保育施設に、
　　　　　　　　常勤職員として新たに採用される者のうち以下
　　　　　　　　の者
　　　　　　　　・保育士養成校の新卒者
　　　　　　　　・県外からの移住者

○　対象経費　　賃借料、共益費、礼金

○　助 成 額　　月額の３／４

事業費

特定財源

一般財源

　保育の受け皿拡大を進めていく中で、保育の担い手確保は喫緊
の課題であることから、施設における保育士確保を支援し、確実
かつ質の高い教育・保育を提供するとともに、人口減少対策とし
ての保育の担い手の流出防止及び県外からの移住促進を図る。

保育を支える保育士（園での活動の様子） 



４　健康都市　②静岡型子ども･子育て支援の推進
【拡充】

　放課後児童クラブの整備・運営 子ども未来局

（千円）

国・県支出金 市債 その他

(1/3)

当初予算額 927,045 562,786 68,700 295,559

前年度予算額 814,468 455,114 32,000 327,354

目的

　　　　　　　

　放課後児童クラブへの入会希望者が全員利用できるように、施
設整備拡充を行うとともに、民間児童クラブへの支援を進めるほ
か、利用者負担の軽減・開所時間の延長など、運営の充実を図
り、利用しやすい環境を整える。

事業費

特定財源

一般財源

事業概要

　
 平成29年度 当初の受入児童数　　4,570人

 １ 放課後児童クラブ室の整備　　　拡充　　 250,432千円
 　 ・11室のクラブ室整備（450人）

 ２ 放課後児童クラブの運営　    　　　　　 647,613千円
    ・支援の質の向上及び安定的なクラブ運営に向け、支援員
　　　配置等の運営体制を見直し　　拡充
    ・開所時間を原則19時まで延長　拡充
　  ・世帯の所得やきょうだいの入会状況等により利用者負担
　　　額を軽減

 ３ 放課後児童クラブへの助成　　            29,000千円
    ・基準を満たす民間児童クラブに対し運営費を助成
    ・世帯の所得やきょうだいの入会状況等により民間児童
      クラブの利用者負担額を軽減

 ４ 放課後子ども教室(教育局)との連携による放課後児童対策
    の推進
　　・地域住民の参画により、放課後、学校施設を利用して
      全学年の児童を対象に安心・安全な体験・交流の場を
      提供する｢放課後子ども教室｣との連携を進めることで、
　　　放課後児童対策を推進
　　　　　放課後児童クラブとの一体型　17校
　　　　 （放課後子ども教室 33校実施予定）

放課後児童クラブの様子

写真挿入



　【拡充】

　子どもの貧困対策の推進 子ども未来局・教育局

（千円）

国・県支出金 市債 その他

（1/2、3/4）

当初予算額 61,288 17,696 43,592

前年度予算額 42,548 13,825 28,723

目的
　学校や地域、福祉関係機関等が連携し、支援を必要とする子ど
も・家庭を確実に捉え、教育の支援・生活の支援・保護者の就労
支援・経済的支援を行う。

事業概要

  平成29年度新規・拡充事業

 １ 学習・生活の支援         　　　　　　　　     36,685千円

  ○ひとり親家庭等の児童への学習支援事業
　    大学生等のボランティアの協力を得て、安心して過ごせる居場所
    を提供するとともに、子どもの気持ちに寄り添った学習支援と生活
    支援を実施
　　   ・集合形式：学習支援は市内６ヶ所で継続実施
　　   ・派遣形式：自宅にて学習支援を実施
　　   ・生活支援：生活支援会場を清水区に新設し、市内３区で実施
　　　           　　　　拡充　（２ヶ所：20人 ⇒ ３ヶ所：30人）

  ○スクールソーシャルワーカー活用事業
　　　スクールソーシャルワーカーが、貧困や虐待など複雑な問題を
　　抱える子ども・家庭の支援、学校と福祉機関との連携の補助を行
　　うことにより、問題解決に向けた支援体制を整備
　　  平成29年度：12名（平成28年度：10名）※２名増員   拡充

 ２ 自立の支援                                    17,603千円

  ○要保護児童への自立支援事業
　 　 児童養護施設への入所児童や里親に委託措置された児童等の自立
　  を支援
       ・児童養護施設への心理担当職員を１名加配　　新規
　　　 ・児童養護施設入所児童等４年制大学等への進学の支援
       ・施設退所時等の一人暮らし援助

  ○ひとり親家庭への家計相談事業　　新規
　 　 相談者が家計を管理する意欲を高め、生活困窮状態になることを
　  防止し、自立に結びつけるため、ファイナンシャルプランナー等の
　  専門家による個別相談会を実施

 ３ 子どもの貧困実態調査　　新規　　　　           7,000千円
 
     子どもの貧困対策の実効性を高めるため、３局（子ども未来局・
   保健福祉長寿局・教育局）連携により実態調査を実施し、地域の
   実情を把握するとともに「静岡市子どもの貧困対策推進計画」の
   見直しを図る。

４健康都市　②静岡型子ども･子育て支援の推進　  　

事業費

特定財源

一般財源


