
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自治医大卒業生 女性医師支援 NEWS vol.66 

vvol.23vol.ol.23volvol.22」 

令和 3年 10月 地域医療推進課発行 

子育てに関する 行政制度及び NPO法人サービスについて 

第 49回 
 

手厚い支援で保育士の確保を目指す 

保育士試験（筆記試験）受験のための講座受講にかかる費

用を最大15万円助成します。 

＊資格取得後は市内民間保育施設で1年以上働く必要があります。また

申請については実際に勤務をしてからとなります。 

  

 

 

 

一般社団法人日本子育て支援協会が主催する「第２回 日本子育て支援大賞」

自治体部門にて、千葉県松戸市が子育て大賞を受賞しました。評価ポイントとして、

保育士・幼稚園教諭確保の施策が群を抜いていることが上げられています。そこで

今回は、松戸市で実施されている保育士を目指す方・働く方への支援制度を紹介

します。個々のニーズに合わせた丁寧な支援が整備されているばかりか、令和 2 年

からは奨学金返済支援制度も加わり、さらに手厚い支援が整えられています。 

修学資金貸付金 学生向け 

資格取得費助成 無資格者向け 

保育士を目指して指定養成校へ通う方へ、月額 3 万円（最

大 72 万円）の修学資金を貸し付けています。千葉県で行って

いる月額 5 万円の貸付（最大 120 万円）と併せて利用すること

で、最大 192万円の貸付を受けることができます。 

＊松戸市内在住・市内施設に5年以上継続勤務で貸付金返済が全額免

除されます。 

 

松戸市内の民間保育施設で正規保育士として勤務している

間、 初回の返済から数えて90万円まで奨学金返済支援金が

支払われます。 月上限15,000円 （月ごとの返済額と比較し

て低いほうの額） 

 

  奨学金返済支援制度 
 

  就職準備金貸付 新卒者向け 

  
松戸市内の民間保育施設に勤務する新

卒の方に、就職準備金の貸付（最大10万

円）を行っています。 

＊松戸市内在住・市内施設に2年以上継続勤務

で  貸付金返済が全額免除されます。 

 

 

●保育士資格 

保育士資格を得るには、どうしたらよ

いのか。 

(1)都道府県知事の指定する保育士

を養成する学校その他の施設で所定

の課程・科目を履修し卒業する。 

(2)保育士試験に合格する。 

＊上記いずれかに該当する者は、保

育士の登録を受け、保育士証の交付

をもって保育士として働くことができま

す。 

●保育士 受験資格 

平成 3年 3月 31日以前に高校を

卒業した方には受験資格があります。

また、平成 3 年 3 月 31 日以降の場

合でも、大学卒業の場合は、保育士

と関係のない学部・学科であっても受

験資格を有します。さらに、短期大学

卒業・大学在学中・大学中退の場合

も 2年間在籍し、62単位以上取得し

ている場合も受験資格を有します。 

上記以外の場合、保育科で学ぶ

又は、保育に関する従事経験により

受験資格が分かれます。 

＊受験資格については（一社）全国保育士

養成協議会のホームページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宿舎借上支援事業 

保育士用の宿舎を借り上げる法人の支援をしてい

ます。法人がアパート等の部屋を借り上げて、雇用し

ている保育士用の宿舎とした場合、その法人が負担

する家賃の一部を補助（補助率 4 分の 3）します。補

助対象経費の上限額は 64,000 円、補助の上限額

は 48,000円です。 

＊対象保育士本人へ支給される補助金ではありません。 

＊上限額 64,000 円とは、家賃のうち補助金の対象経費とな

る限度額であり、64,000 円以上の家賃の賃貸物件に居住す

ることは可能です。 

＊松戸市内の全ての保育園等が宿舎借り上げ制度を実施し

ているわけではありませんので、実施の有無は、各園にお問合

せください。 

＊法人により、本人負担額が発生する場合があります。 

（補助金名称：保育士宿舎借り上げ支援事業補助金） 

保育士として初めて勤務した年度より 4 年

間、賃貸住宅の家賃を補助します。  

＊「新卒常勤保育士の方」・「保育

士資格取得後、該当年度に初め

て勤務する保育士」などの条件が

あります。  

＊法人によっては、法人採用 5 年

目までを対象とした宿舎借上支援

事業もあります。 

 家賃補助制度 新卒向け 

 

松戸市内の保育施設で働く保育士の方に、 

施設からの給料とは別に松戸市が手当てを支

給しています。 

 市内施設に勤務する正規雇用の保育士が

対象です。  

＊松戸市内のすべての保育施設が、松戸手当を支給

しているわけではありませんので、支給の有無は各園

にお問い合わせください。 

 松戸手当 正規職員向け 
 

①市内で働く保育士さんのお子さんの保育所

等入所を優遇する加点があります。  

②育休から復帰後、お子さんの保育料を最

大 2万 7千円（月額）貸付します。* 

＊復帰してから 2年間引き続 

き勤務することで全額免除さ 

れます。 （千葉県の制度） 

 ママさん保育士 中途職員向け 
 

勤続 10年の保育士さんに敬意を表して 市

長から表彰状と記念品（クオカード 3 万円分） 

を贈呈します。 

功労者表彰 全員 

 

一時預かり保育が利用できます！ 

保育士資格の取得を目指す方は、一時預かり

保育が利用できます。松戸市内の保育園等で保

育士として働きたい方で、保育士資格を取得す

るために保育士養成校に通う場合、または通信

教育等で学習する場合に、送迎保育ステーショ

ンで実施する一時預かり保育を利用することがで

きます。 

＊利用要件によっては、無料でご利用いただけます。 

せんせいの声 
Q松戸手当を受け取って 

どのように感じていますか？  

          大変ありがたく感じております。私は都内で

一人暮らしをしながら保育士をしていた時期があり、生活

がとても苦しくて保育士として働くことを諦めようと考えたこ

ともありました。保育士として働き続けることを考えた時  

に、松戸手当は、本当に心強く、金銭面はもちろんで  

すが、心の支えにもなっています。 

保育士歴：11 年 問合せ：松戸市子ども部 保育課  

千葉県松戸市根本 387番地の 5 新館 7階 

TEL:047-366-7351 FAX：047-366-0742  



 

 

めがねうさぎ 
作・絵：せな けいこ  
出版社： ポプラ社 
発行日：1975 年 02 月 
読んであげるなら 3 歳～ 
定価： 1320 円（税込） 

 

山でめがねをおとしてしまっ
たうさこは、さっそく探しにでか
けました。でも、森のおくには、
たいくつで困っているおばけ
が・・・。めがねをかけることに
なった息子さんの気分が落ち
込まないように楽しいおはなし
を作ろう、作者の思いから生
まれた愛情あふれる作品で
す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

東京パラリンピック、様々な競技シーンに心を

打たれた人も多いのではないでしょうか。障害の

有無にかかわらず「私は人と違う」ということを受け

入れることは難しいことですね。「人と違う」ことに

どう向き合うか。今回はそんな「人と違う」をテー

マに本を紹介します。 
絵 本 森 の 

編集：NPO 法人とちぎユースワークカレッジ http://www.youthworkcollege.com 
 
 

親子で楽しみながら 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
地図を描いてみよう 

ぼくは川のように話す 
文：ジョーダン・スコット 
絵：シドニー・スミス 
訳：原田 勝 
出版社：偕成社 
発行日：2021年 07月 
読んであげるなら 7歳～ 

定価：1,760 円（税込）  

 
吃音をもつカナダの詩人、

ジョーダン・スコットの体験を
もとにした絵本。デビュー以
来、数々の賞を受賞している
シドニー・スミスが、少年の繊
細な心の動きと、美しい川の
光景を瑞々しいタッチで描き
心を打つ 1冊です。 

 
 

今年も大雨や台風による大規模な災害が起きて
います。また、通学路で子どもが被害にあうニュース
も後を絶ちませんね。そこで、今回は日常の不安を
軽減する方法として、親子で自宅から小学校・中学
校などの生活圏の地図作りを提案します。 
 
【用意するもの】 
・自宅の地域の 2万 5分の 1の地図 

＊国土地理院の HPで住所を入力すると印刷
することができます。また、地域の図書館でコピ
ーすることができます。（制限があります）。購入
は、書店が取り扱っています。 

・地域のハザードマップ 
・画用紙 
・鉛筆・マジック・カラーのサインペン 

 
【作り方】 
１．まずは、子どもに自宅から学校までの経路図を
描いてもらいます。その後、親も手助けして、画
用紙のサイズに自宅から学校までの経路図を
整えます。 

２．次に、経路図に子どもが日頃自分で移動して
いる範囲を地図を加えていきます。 

  

３．そこに、子どもの知っている情報を入れていきます。 
＊例えば、友達の家、商店や、犬のいる家、知って
いるおばさんがいる家、車がたくさん通る道等。 
＊知らない情報があれば、丁寧に聞き取りしながら
描いていきます。イラストを入れたり、文字を入れた
り、好きな道は好きな色に、通りたくない道があれば
オレンジなど色を変えて描いていきます。 

４．一通り描き終わったら、国土地理院の地図と見比べて
いきます。 

＊この時のポイントは、子どもの知らない道が地図上
にあるかどうか、近くに川や池、森などがないか、そ
して高低差です。 

５．次に、困った時にどこに行くか、誰に頼るかを話しながら
確認しましょう。学校の帰り道に困ったことがあったら、
お友達の家に遊びに行く行き帰りで困ったことがあっ
た、らどうするか確認しましょう。 

６．最後にハザードマップと見比べながら地域の危険な場
所を確認していきます。大雨や地震の被害が起こった
時の避難場所とそこに行く経路を確認しましょう。 

７．オリジナルハザードマップとして壁に貼り、新しい情報が
できたら加えていきましょう。 

 


