
少子化対策基金事業
～切れ目ない支援を目指して～
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浦安市の子どもや子育て家庭を取り巻く課題

・子育て世帯の９割が核家族世帯
・ひとり親世帯の増加
・晩婚・晩産傾向
・未婚率が高い

・子育てについて相談すべき身近な人がいない

・養育する親が肉体的・精神的に不安定になる

・子育てに対する経済的な負担感



フィンランドのネウボラ

◆目的
・妊娠期～就学前までのこどもの健やかな成長と発達支援
・母親、父親、兄弟、家族全体の健康サポート
・リスクの早期発見・早期支援

◆特色
・全ての妊婦・母子・子育て家族が対象
・母子の健康や子育てに関する傾聴や相談
・育児パッケージ（または母親手当）の贈呈
・他機関との連携

ネウボラ：フィンランド語でアドバイス（Neuvo）する場所

「かかりつけのネウボラ保健婦」を中心とする産前・産後・子育ての切れ目のない
支援のための地域拠点をさす

◆利用料金

無料

◆設置数

８００ヶ所以上設置
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適婚、適産に関する情報の周知

婚活支援

妊娠・出産から子育てにわたる切れ目のない支援

浦安版ネウボラ
浦安市の少子化対策

少子化対策基金の創設
少子化対策に有効な事業を中長期的期間にわたり安定的・継続的に

取り組むための財源として、平成26年度に30億円を積立

＜平成２６年度少子化対策基金対象事業＞

・こどもプロジェクト事業（子育て支援ケアプラン・子育て支援ギフト）

・産前産後サポート事業

・産後ケア事業

・うらやす婚活応援プロジェクト事業

・子育てモバイルサービス予防接種スケジュール作成支援事業

※平成２７年度からさらに基金対象事業を追加



＜平成27年度少子化対策基金事業＞

新規に取り組む事業や既に実施している事業を充実して取り組むこと
により、浦安市の少子化対策を進めていきます。

基金対象事業 担当課

うらやす婚活応援プロジェクト事業補助金 商工観光課

産前・産後サポート事業 健康増進課
産後ケア事業 健康増進課
こどもの予防接種スケジュール作成支援事業 健康増進課

特定不妊治療費助成事業 健康増進課
男性不妊治療費等助成事業 健康増進課
不育症治療費助成事業 健康増進課

不妊治療研究支援事業補助金 健康増進課
こどもプロジェクト事業 こども家庭課
子育て支援パスポート事業 こども家庭課

子育て応援ポータルサイト経費 こども家庭課
望海の街子育て支援事業 こども家庭課
ふれあい体験事業 東野児童センター
認証保育所通園児補助金（少子化対策基金事業） 保育幼稚園課

私立保育所施設整備費等補助金（少子化対策基金事業） 保育幼稚園課
認可外保育施設運営等支援事業費補助金（少子化対策基金事業） 保育幼稚園課
一時預かり事業 保育幼稚園課

保育士資格取得講座受講料等補助金 保育幼稚園課
浦安市幼稚園就園奨励費補助金（少子化対策基金事業） 保育幼稚園課



①子育てケアプラン作成
妊娠届・出産前後・お子さんの１歳お誕生日前後の3回に対象となる保護者全てと

面談し、その方の子育てに関するプランを子育てケアマネジャーと保健師などが作
成する

⇒平成26年10月20日より、妊娠届を提出した方を対象に作成スタート。

⇒平成27年4月20日より、出産前後・お子さんの1歳のお誕生日前後の時期の

ケアプラン作成もスタート

②こんにちは あかちゃんギフト・こんにちは あかちゃんチケット
2回目のケアプラン作成の際にお贈りする子育てを支援するギフトとバウチャー券

（衣料品などの子育てグッズの詰め合わせと市内協賛店舗や市の子育てに関する
サービスを利用できる金券）

③ファーストアニバーサリーチケット
3回目のケアプラン作成の際にお渡しするバウチャー券

（市内協賛店舗や市の子育てに関するサービスを利用できる金券）

こどもプロジェクト事業



こどもプロジェクトの概要 浦安市

＜事業イメージ＞

【事業概要】
【1回目・妊娠届提出時】

・妊娠届を提出したすべての方に母体や出産に関する悩みや不安、希望などを伺いながら、
出産までの約6か月程度のケアプランを作成

【２回目・出産前後】
・子育て支援ギフト（仮称）①を渡す時に、子どもが1歳になるまでのケアプランを作成

【３回目・子どもの1歳誕生日前後】
・子育て支援ギフト（仮称）②を渡す時に、子どもが2歳になるまでのケアプランを作成

※2回目、3回目は保護者の就労希望の有無を確認し、子ども子育て新制度の新たな子育て
支援サービスを効果的に利用できるようなケアプランを作成

妊娠期 出産～３か月 ３か月～１歳 １歳～2歳

今後の実施内容

・ケアプラン作成システムの構築
・ケアファイル作成
・事業開始の周知
・子育てケアマネジャーの育成
・ケアプラン作成の開始
・子育て支援ギフトの贈呈

ケアプラン②ケアプラン① ケアプラン③

【配置場所】
市役所・健康センター
等

【関係機関との連携】
保育園、幼稚園、学校、市の関係機関などと連携しながら行う。

実施体制

【担い手】
・子育てケアマネジャー

（子育て家族支援者養成講座の認定がある方）
・保健師 等

妊娠届
提出

妊婦健診
（14回）

こんにちは
あかちゃん

ギフト

乳児家庭
全戸訪問

1歳6か月
健診

新規作成 更新（訪問により見守りが必要と判断した場合） 更新更新 更新（必要に応じて）

【ケアプラン項目例】
・子育ての目標

（長期・短期）
・ライフステージごとに

受けられる公的支援
・目標に向けて自分で

できること、家族に
お願いする支援 等

ファースト
アニバーサ
リーギフト



・浦安市健康センター内に「こんにちは あかちゃんルーム」開設

・母子健康手帳交付及びその方に必要な母子保健事業及び子育て支援

制度を周知、子育てケアプランを作成する。

■相談窓口の明確化・可視化をする。

■保護者と一緒に子育てについて考える

【事業内容】

・妊娠3か月頃～出産までの約半年程度のケアプランを作成

・妊婦さんや家族が抱える悩みや不安を受け止め、母子の置かれて

いる状況や本人の意思を十分に確認した上で支援計画を作成

・特に見守りが必要な方に対しては必要な支援ができるよう関係機関に

つなぐ

【実績】

子育てケアプラン1回目作成件数 510件≪平成27年3月31日現在≫

３－３ 子育てケアプラン作成（1回目・妊娠届出時）

平成26年10月20日より
開始



【事業内容】
・出産前後～お子さんが1歳の誕生日を迎えるころまでの約1年程度の

ケアプランを作成

・母親の就労希望の有無などを伺いながら、子育てのビジョンや

利用できるサービス・事業を検討し、ケアプランを作成する。

・見守りが必要な方に対しては必要な支援ができるよう関係機関に

つなぐ

・ケアプラン2回目を作成した方に、「こんにちは あかちゃんギフト」
（衣料品などの子育てグッズの詰め合わせ）と「こんにちは あかちゃん
チケット」（市内協賛事業者で利用できるバウチャー券）を贈呈

【実績】

子育てケアプラン（出産前後）作成件数 126件≪平成27年5月末現在≫

子育てケアプラン作成（２回目・出産前後）

平成27年4月20日～



～平成26年度版ギフト～

2回目ケアプラン作成時に『こんにちは あかちゃんギフト』をお渡しします。

～平成27年度版ギフト～



【事業内容】

・お子さんが２歳になるころまでの約１年程度のケアプランを作成

・母親の就労希望の有無などを伺いながら、子育てのビジョンや

利用できるサービス・事業を検討し、ケアプランを作成する。

・見守りが必要な方に対しては必要な支援ができるよう関係機関に

つなぐ

・ケアプラン３回目を作成した方に、

「ファーストアニバーサリーチケット」を贈呈

（市内協賛店舗や市の育児サービスを利用できる金券）

※27年度利用できる店舗などは81事業所

（5月1日～利用開始）

【実績】

子育てケアプラン（1歳の誕生日頃）作成件数 52件≪平成27年5月末現在≫

子育てケアプラン作成（３回目・1歳誕生日頃）

平成27年4月20日～



※ファーストアニバーサリーチケット（イメージ）

3回目ケアプラン作成時に、育児サービスなどに利用できる『ファーストアニ
バーサリーチケット』をお渡しします。



子育て応援ルーム



≪仕事内容≫
→「相談しやすい環境」・「市民に寄り添った敷居の高くない相談」を重視し、子育てに関する市
民のための総合窓口として、子育てケアマネジャーが、子育てについての様々な相談などに応じる。

✿子育て相談室（集合事務所3階子育て支援センター内：平成20年度～）面談・電話・メール

・月～金曜日 9時～12時、13時～16時（土・日・祝・年末年始を除く）

・子育てケアマネジャー ２名体制 ・平成26年度相談件数 352件

✿子育て総合窓口（第3庁舎1階：平成21年度～） 面談

・月～金曜日 9時～12時、13時～16時（土・日・祝・年末年始を除く）

・子育てケアマネジャー 1名体制 ・平成26年度相談件数 128件

✿こんにちは あかちゃんルーム（健康センター １階：平成26年度～）

1回目子育てケアプラン作成(妊娠届の時に保健師と一緒に作成)

・月～金曜日 8時30分～17時 （祝・年末年始を除く）

・子育てケアマネジャー１名体制

✿子育て応援ルーム（市役所第3庁舎 2階：平成27年度～）

2回目・3回目子育てケアプラン作成（必要に応じ、保健師につなぐ）

・月～金曜日 9時～11時30分、13時～16時 （祝・年末年始を除く）

・子育てケアマネジャー２名体制

• 子育てケアマネジャーとは・・・・

「子育て・家族支援者養成講座（平成18年度～）」の３級及び２級の認定者のうち、

「子育てケアマネジャー養成集中講座」を受講し・修了した方 →現在、14名

子育てケアマネジャー

14



うらやす婚活応援プロジェクト事業
【事業概要】

市職員や婚活事業者、ホテル等のブライダル関係者、地域で活躍する市民などで構成す
る「うらやす婚活応援プロジェクト実行委員会」を設置し、少子化対策や観光振興につな
がる取組の一つとして、出会いの場を提供するための婚活事業を企画・実施するとともに、
民間企業との協働企画となる新たな「結婚・子育て等情報誌」の製作と同情報誌を活用し
たプロモーション事業を実施する。

◆２６年度実績等

男女の出会いの場を提供するため、婚活事業である「婚活in浦安リゾート2014・
2015」を計2回実施した。

また、市内のホテルやブライダル情報、本市の結婚、妊娠、出産、子育てガイドを記載し
た「浦安ウェディングブック」の発行などを行った。

（婚活実績）

①平成26年12月21日（日）

名称：「婚活in浦安リゾー2014～心のベルが鳴りますように・Merry Christmas～」

会場:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

参加者数：191名（男性94名 女性97名） ※カップル成立：41組

②平成27年2月22日（日）

名称：「婚活in浦安リゾー2015～このまちで、一緒に生きていく～」

会場:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

参加者数：214名(男性106名女性108名） ※カップル成立：34組





子育てモバイルサービス予防接種スケジュール作成支援事業

【事業概要】

ひとり一人にあわせた予防接種スケジュールが作成できて、メールが届くモバ
イルサイト「まかせてあんしん予防接種ナビ」のサービスが平成26年12月1日か
らスタート。

・スマートフォン、携帯電話、パソコンから登録

・スケジュール作成を希望するお子さんの生年月日を登録すると、登録したお子
さんの月齢にあわせて、予防接種スケジュールが作成され、メールで案内が届く

・医療機関の検索やかかりつけの病院の登録ができる

・登録料、利用料は無料
※ただし、通信費用については利用者の自己負担
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産前・産後サポート事業

【事業目的】

育児不安等の高い時期に、産前・産後サポーターが家庭を訪問し、
円滑な育児のスタートができるよう、話し相手や相談にのることに
より、家庭や地域での孤立感の解消を図る。

【対象者】

身近に相談できる者がいないことなどの悩みの相談や育児ノウハウ習
得ができるよう産前・産後サポーターによる支援が必要と保健師が判
断した妊産婦等

例）勤労妊婦、育児不安のある方（転入者、里帰り出産後の方）

子育てケアプラン作成時や赤ちゃん訪問後の継続支援が必要な方

産後ケア事業利用者など
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【産前・産後サポーター】
子育て・家族支援者養成講座（2級）修了者のうち、『産前・産後

サポーター養成集中講義』を受講した方

人数：3名（63歳以下の方） 非常勤職員として雇用

[講義内容] 90分×3コマ、5日間

●産前・産後の心と体の変化と対応（マタニティブルーズ・産後うつなど）

●傾聴について

●兄弟との関わり方

●子どもの泣きと対応

●家族（夫や実家）とのコミュニケーション など

【事業内容】
産前産後の育児不安の解消のための家庭訪問

・支援の時期：妊娠中からおおむね生後6か月まで

・支援内容：妊産婦の話し相手

（悩みや相談事への傾聴、アドバイス）

・支援の頻度：週1回あたり1時間程度の訪問

1か月ごとに支援の見直しを行う

平成27年2月9日～事業開始

≪H27.3月末日≫ 実4名、延6回訪問
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【事業目的】
社会心理的問題（核家族化、育児不安、経済的不安や子の病気等）な

どによる様々なストレス増大などにより、産後においてうつ病を発症す
るなど母体の健康管理を行う上で、適切なサポートを行うことが重大な
課題となっている。そのため、入院を要しない程度の体調不良や育児不
安の高い産婦を対象に宿泊型やデイケアのサービス（母体ケア、乳児ケ
ア等）を提供することにより、母児の愛着形成の促進や安心して子育て
できる環境を整える。

【宿泊型】 東京ベイ・浦安市川医療センター

産科病棟の個室を利用（受け入れ人数 1組程度）

費用1日30,000円（本人負担1割3,000円）減免あり

スタッフ：病棟助産師

※平成26年10月15日スタート

産後ケア事業



【宿泊型】利用できる方
下記の全てに当てはまるお母さんと新生児

①浦安市民 ②初産婦 ③育児に対する不安がある
④出産後、里帰りをしない、できない
⑤ご家族などからの支援が受けられない
⑥医療管理が必要なく、退院が許可された母子
⑦出産した医療機関から、直接東京ベイ・浦安市川医療センター

に来院できる母子

【宿泊型】 利用にあたって
出産予定日の3か月前から1か月前までに事前登録（仮予約）
⇒出産後3日以内に本申込みを行う。

≪利用理由≫
■実家が遠方で里帰りできない・支援が頼めない
■実母がいない、もしくは疾病あり・両親が高齢
■夫が不在・忙しい・出張が多い
■出産後の不安がある、初産なので不安が多い など


