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 本町は、幼児期の教育・保育と子ども・子育て支援の充実に向けて、次のとおり、各

事業についてニーズ調査結果等に基づき量の見込み（必要量）を設定し、見込みに応じ

た確保方策（確保の内容・量）及び実施時期を設定します。  

 なお、「量の見込み」の推計と確保方策等の設定の流れは、次のとおりです。 

 

☆教育・保育提供区域の設定  

 教育・保育提供区域は、地域の実情に応じて、地理的条件、人口、交通事情等の社

会的条件や教育・保育の整備の状況等を総合的に勘案して設定するもので、この区域

ごとに、各事業の量の見込みと確保方策を定めます。 

 

 

☆家庭類型の分類  

 就学前児童の保護者へのニーズ調査結果に基づき、対象となる子どもの父母の有無、

就労状況を踏まえて、回答者の家庭をタイプＡからタイプＦまでの８種類の「家庭類

型」に分類します。 

 

 

☆各事業（平日日中の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業）の利用意向の集

計  

 各事業（平日日中の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業）について、ニー

ズ調査結果に基づき、事業対象者に該当する「家庭類型」ごとに利用意向を集計しま

す。  

 なお、一部事業（利用者支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、妊

婦健康診査）については、ニーズ調査結果によらずに、量の見込みの推計を行います。 

 

 

☆量の見込みの推計 ＝ 推計児童人口 × 家庭類型 × 事業の利用意向  

 計画期間（27年度から31年度）の推計児童人口と家庭類型ごとの割合を掛け合わせ、

将来の家庭類型ごとの児童人口を算出し、それに各事業の利用意向を掛け合わせるこ

とによって、各事業の量の見込みを設定します。 

 



☆量の見込みに対する確保方策等を設定  

 各事業の量の見込みに対して、どの程度の量を確保するのか、どのような供給体制

を確保するのか、新制度への移行調査の結果等を踏まえつつ、確保方策（提供体制の

確保の内容）及び実施時期を設定します。 

第５章 教育・保育、子育て支援事業の量の見込み等（子ども・子育て支援事業計画） 
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【家庭類型の分類について】 

 ニーズ調査結果に基づき、対象となる就学前児童の父母の有無、就労状況を踏まえて、

タイプＡからタイプＦまでの８種類の「家庭類型」に分類します。  

 なお、「家庭類型」の分類は、家庭の就労状況による保育の必要性の判定をはじめ、

各事業の利用対象者を抽出するために行うものです。 

 

                家族類型の分類結果        （単位：人） 

家族類型 
現在 潜在※１ 

実数 割合 実数 割合 

タイプＡ ひとり親 6 ５.０％  6 ５.０％  

タイプＢ フルタイム×フルタイム 29 ２４.２％  30 ２５.０％  

タイプＣ 
フルタイム×パートタイム(月 120時間以上

※２ ＋48 時間～120 時間の一部） 
7 ５.８％  8 ６.７％  

タイプ

Ｃ’ 

フルタイム×パートタイム（48 時間未満＋

48 時間～120 時間の一部） 
16 １３.４％  20 １６.７％  

タイプＤ 専業主婦（夫） 60 ５０.０％  54 ４５.０％  

タイプＥ 
パート×パート(両親双方月 120 時間以

上＋48 時間～120 時間の一部） 
1 ０.８％  1 ０.８％  

タイプ

Ｅ’ 

パート×パート（両親のいずれかが 48 時

間未満＋48 時間～120 時間の一部） 
0 ０.０％  0 ０.０％  

タイプＦ 無業×無業 1 ０.８％  1 ０.８％  

全体 120  １００.０％  120  １００.０％  



※１ 潜在とは、例として現在は母親が専業主婦、父親がフルタイムのご家庭（タイプ 

  Ｄ）で、母親にパートタイムへの転換希望があり、希望が実現できる見込みがあると 

  回答している場合には、潜在としてはタイプＣに組み込むことをいう。  

 

※２ 下限時間とは、新制度における国の基準として、保育短時間（１日８時間）の利用 

  対象者として、パート等の就労時間の下限は 1 か月当たり 48 時間以上 64 時間以下の 

   範囲で、市町村が定めることが原則となっており、本町の下限時間については、現行 

  制度における保育所の入所基準と同じ 48 時間（１か月当たり就労日数 12 日、１日当 

   たり就労時間４時間）と設定します。 
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 １ 教育・保育提供区域の設定  

 

 教育・保育提供区域とは、地域の実情に応じて、地理的条件、人口、交通事情等の社

会的条件や教育・保育の整備の状況等を総合的に勘案して設定するものです。  

 子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育提供区域ごとに、教育・保育施設及び

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策を記載することとなっています。  

 本町における「教育・保育の提供区域」については、小中学校区が 1 つであることや 

幼稚園・保育(園)所の利用が町内全域からとなっていることなどを勘案して、町内全域 

を１区域として設定します。 

本町の教育・保育提供区域 

分

類 
事業名 事業内容 

提供 

区域 

教育 

・ 

保育 

教育・保育施設 幼稚園や保育所（園）、認定こども園など 町 

全 

域 特定地域型保育事業 
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所

内保育事業で、いずれも２歳児までの少人数で保有する事業  

 

 

 

 

 

地 

域 

子 

ど 

も 

・ 

子 

育 

て 

支 

援 

事 

業 

 

①時間外保育事業 

（延長保育事業） 

保護者の就労時間や通勤時間の確保のため、保育所における通常

の開所時間を超えて、保育時間の延長を行う事業  
 

 

 

 

 

 

 

 

町 

全 

域 

②放課後児童健全育成事業  

（放課後児童クラブ）  

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している

児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用

して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事

業  

③子育て短期支援事業  

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ事業）  

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが 

一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、

必要な養育・保護を行う事業（短期入所生活援助事業、夜間養護

等事業）  

④地域子育て支援拠点事業  

（地域子育て支援センター）  

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交

流・育児相談等を実施し、育児不安等を解消するための事業  

⑤一時預かり事業 

保育所を定期的に利用していない家庭において、一時的に家庭で

の保育が困難となった場合や、育児疲れによる保護者の心理的・

身体的な負担を軽減する必要がある場合等に、保育所等で子ども

を一時的に預かる事業  

⑥病児・病後児保育事業  

児童が発熱等の急な病気となった場合、病院や保育所等に付設さ

れた専用スペース等において、看護師等が一時的に保育を提供す

る事業  

⑦子育て援助活動支援事業  

（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業）  

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て家庭を対象に、児童の預

かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うこと

を希望する者との「相互援助活動」に関する連絡・調整を行う事

業  

⑧妊婦健康診査事業  
赤ちゃんが順調に育っているか、母体に負担がかかっていないか

等を確認するため、公費負担により医療機関において定期的な健

診を行う事業  

⑨乳児家庭全戸訪問事業  

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を、保健師・助産師・保

育士・児童委員などが直接訪問し、育児に関する相談や子育て支

援に関する情報提供等を行うとともに、各家庭の養育環境等の把

握を行う事業  

⑩養育支援訪問事業  

子育てに対する不安や孤立感を抱える家庭や、様々な原因で養育

支援が必要となっている家庭を訪問し、個々の家庭の抱える養育

上の諸問題の解決や軽減を図る事業  

⑪利用者支援事業  

子育て中の親子や妊婦及びその配偶者が身近な場所で、教育・保

育施設や地域の子育て支援事業等の情報収集と提供を行い、必要

に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を

実施する事業  
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 ２ 教育・保育の量の見込みと確保方策等  

 

 国から示された基本指針等に基づき、平日日中の教育・保育について「量の見込み」

を定めます。  

 また、設定した量の見込みに対応できるよう、特定教育・保育施設、地域型保育事業

の確保方策及び実施時期を設定します。 

 

（１）対象事業  

  量の見込みを設定し、確保方策（提供体制の確保の内容）及び実施時期を設定する 

 事業は次のとおりです。 

 

平日日中の教育・保育 

認定区分 対象事業 事業内容 

１号 

子どもが満３歳 

以上（保育の必

要なし） 

専業主婦（夫）家庭、

就労時間が短い家庭 

認定こども園及

び幼稚園 

認定こども園（幼稚園と保育所の

機能を併せ持つ施設）及び幼稚園

で、教育標準時間（1日4時間程度）

の幼児教育を実施  

共働きであるが、幼稚

園利用を希望する家

庭  

幼稚園 

幼稚園で、教育標準時間（1日4

時間程度）の幼児教育を実施  

２号 

子どもが満３歳

以上  保育の必

要あり 

共働きの家庭等  
認定こども園及

び保育所  

認定こども園及び保育所で、両親

ともにフルタイムで就労する場

合、又はそれに近い場合は、保育

標準時間（1日11時間）までの利

用に対応。  

両親の両方又はいずれかがパー

トタイムで就労する場合は、保育

短時間（1 日８時間）までの利用

に対応。  

３号 

子どもが満３歳

未満  保育の必

要あり 

 

共働きの家庭等 

認定こども園及

び保育所、地域

型保育事業 

認定こども園及び保育所で、両親

ともにフルタイムで就労する場

合、又はそれに近い場合は、保育

標準時間（1日11時間）までの利

用に対応。  

両親の両方又はいずれかがパー

トタイムで就労する場合等は、保

育短時間（1日８時間）までの利

用に対応。  

地域型保育事業（定員 6 人以上

19 人以下の小規模保育、定員 5

人以下の家庭的保育、居宅訪問型

保育、事業所内保育）で、上記と

同様の対応。  
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（２）見込みと確保方策等  

  平日日中の教育・保育の量の見込み、特定教育・保育施設、地域型保育事業の確保 

 方策及び実施時期を次のとおり設定します。 

 

１号認定（３歳以上保育の必要なし） 

 １号認定（３歳以上保育の必要なし）は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設

（認定こども園・幼稚園）による確保方策等を次のとおり設定します。 

 

                 １号認定            

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み（必要利用定員総数） 70 人 69 人 64 人 64 人 65 人 

（他市町村の子ども） 160 人 162 人 168 人 168 人 167 人 

確保方策 230 人 231 人 232 人 232 人 232 人 

 特定教育・保育施設 ０人 ０人 ０人 ０人 65 人 

（他市町村の子ども） ０人 ０人 ０人 ０人 167 人 

確認を受けない幼稚園 
町内 

70 人 

町内 

69 人 

町内 

64 人 

町内 

64 人 

 

（他市町村の子ども） 160 人 162 人 168 人 168 人  

 

２号認定（３歳以上保育の必要あり）  

 ２号認定は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設（認定こども園・保育所）に

よる確保方策等を次のとおり設定します。 

 

                  ２号認定            

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み（必要利用定員総数） 70 人 68 人 64 人 63 人 64 人 

 幼児期の学校教育の利用希

望が強い 
20 人 19 人 18 人 18 人 18 人 

上記以外 50 人 49 人 46 人 45 人 46 人 

確保方策 70 人 68 人 64 人 63 人 64 人 

 特定教育・保育施設 50 人 49 人 46 人 45 人 64 人 

確認を受けない幼稚園 20 人 19 人 18 人 18 人  

認可外保育施設 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

  



 

67 

 

３号認定（３歳未満保育の必要あり） 

 ３号認定は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設（認定こども園・保育所）に

よる確保方策等を次のとおり設定します。 

 

                 ３号認定             

【０歳】 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み（必要利用定員総数） ４人 ４人 ４人 ４人 ４人 

確保方策 ４人 ４人 ４人 ４人 ４人 

 

 

 

 

特定教育・保育施設 ４人 ４人 ４人 ４人 ４人 

地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

認可外保育施設 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

 

【１・２歳】 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み（必要利用定員総数） 26 人 27 人 27 人 27 人 26 人 

確保方策 26 人 27 人 27 人 27 人 26 人 

 

 

 

 

特定教育・保育施設 26 人 27 人 27 人 27 人 26 人 

地域型保育事業 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

認可外保育施設 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

 

０歳から２歳児童の保育利用率 

 国から示された基本指針等に基づき、計画期間における０～２歳児童の保育利用率を 

次のとおり定めます。 

０歳～２歳児童の保育利用率 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

推計児童人口（０歳～２歳） 116 人 119 人 117 人 117 人 115 人 

保育所入所児童数（量の見込

み） 30 人 31 人 31 人 31 人 30 人 

保育利用率 25.9％ 26.1％ 26.5％ 26.5％ 26.1％ 
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 ３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保  

 

 国から示された基本指針等に基づき、計画期間における地域子ども・子育て支援事業

の量の見込みを定めます。  

 また、設定した量の見込みに対応できるよう、事業ごとに確保方策及び実施時期を設

定します。 

（１）対象事業及び量の見込みと確保方策 

  量の見込みを設定し、確保方策（提供体制の確保の内容）及び実施時期を設定する 

 事業の量の見込みと確保方策は次のとおりです。 

 

①時間外保育事業（延長保育事業） 

 現行の開所時間（10 時間 30 分）の変更を検討し、保育所で実施していきます。 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 25 人 25 人 24 人 24 人 24 人 

確保方策 25 人 25 人 24 人 24 人 24 人 

 

 

②放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 現行実施を維持しながら、国の放課後子ども総合プランに基づき今後、新たな施設整

備並びに放課後子ども教室なども併せて検討していきます。 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 35 人 33 人 35 人 35 人 34 人 

 
小学１～３年生 25 人 24 人 26 人 26 人 25 人 

小学４～６年生 10 人 ９人 ９人 ９人 ９人 

確保方策 35 人 33 人 35 人 35 人 34 人 

 
小学１～３年生 25 人 24 人 26 人 26 人 25 人 

小学４～６年生 10 人 ９人 ９人 ９人 ９人 

 

 

③ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 本町はニーズ目標量がないことから計画期間中の当事業の実施は見込まず、今後とも

町外施設の利用を紹介するなど、相談支援に努めます。      （単位：人日/年） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 

確保方策 － － － － － 
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④ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

 地域子育て支援事業（子育て支援センター）は、現在の体制を維持し、幅広いニーズ

に応えられるよう事業を推進していきます。          （単位：人回/月） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 541 人回 555 人回 546 人回 546 人回 536 人回 

確保方策 541 人回 555 人回 546 人回 546 人回 536 人回 

 

 

⑤ 一時預かり事業 

 一時預かり事業は、今後も、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった

就学前児童について、サービスの提供が受けられるよう努めます。 

 ア 幼稚園在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）   （単位：人日/年） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 300 人日 293 人日 273 人日 272 人日 278 人日 

 

１号認定による利用 200 人日 195 人日 182 人日 181 人日 185 人日 

２号認定による利用 100 人日 98 人日 91 人日 91 人日 93 人日 

確保方策 300 人日 293 人日 273 人日 272 人日 278 人日 

 当面の確保方策は、確認を受けない幼稚園での対応として、私学助成での預かり保育

事業を想定しています。 

 イ 保育所その他の場所での一時預かり            （単位：人日/年） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 300 人日 299 人日 286 人日 285 人日 285 人日 

確保方策 300 人日 299 人日 286 人日 285 人日 285 人日 

 一時預かり事業 300 人日 299 人日 286 人日 285 人日 285 人日 

 

 

⑥ 病児保育事業 

 病児・病後児保育事業は、病後児のニーズもあることから近隣市町と連携実施も含め

て検討していきます。                     （単位：人日/年） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み ５人日 ５人日 ５人日 ５人日 ５人日 

確保方策 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ５人日 
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⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

 本町はニーズ目標量がないことから計画期間中の当事業の実施は見込まず、今後とも 

地域において育児等に関し相互援助活動支援に向けた取り組みを検討します。 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 

確保方策 － － － － － 

 

 

⑧妊婦健康診査事業 

 妊婦検診については、妊婦一般健診14回と超音波検査６回分の健康診査費用を公費で

助成し、今後においても町の委託している医療機関で実施していきます。（単位：人回） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 518 人回 546 人回 518 人回 518 人回 518 人回 

確保方策 518 人回 546 人回 518 人回 518 人回 518 人回 

 

 

⑨乳児家庭全戸訪問事業 

 乳児家庭全戸訪問事業は、母子保健法に基づく新生児訪問と同時に実施し、乳児の健

全な発育を促すため、母子ともに支援するべく町の保健師が訪問して実施します。 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 37 人 39 人 37 人 37 人 37 人 

確保方策 37 人 39 人 37 人 37 人 37 人 

 

 

⑩養育支援訪問事業 

 本町はニーズ目標量がないことから計画期間中の当事業の実施は見込まず、今後とも 

各種健診及び予防接種時等の機会を通じて、養育支援を行っていきます。 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確保方策 － － － － － 

 

 

⑪利用者支援事業  

 利用者支援事業は、現在も教育や保育の希望や相談に職員が応じていますので、役場

窓口で継続して相談に応じていきます。 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み １ヶ所 １ヶ所 1 ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 

確保方策 １ヶ所 １ヶ所 1 ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】 

 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払

うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事へ

の参加に要する費用等を助成する事業で、現在は行われていません。 

 【量の見込みと確保方策】 

  本町では量の見込みは設定しませんが、国の動向も勘案しながら実施に向けて検討し 

 ます。 

 

 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 【新規】 

 新規施設事業者が安定的かつ継続的に事業を運営し、地域ニーズに即した保育等を円 

滑に実施できるよう、実地支援、相談・助言、連携施設のあっせんなどを行う事業で、

現在は行われていません。 

 【量の見込みと確保方策】 

  本町では量の見込みは設定しませんが、巡回支援チームの構成など支援事業の実施 

 に向けて検討します。 
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 ４ 教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確保 

 ５ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

 ６ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する道が行う施策との 

   連携 

 ７ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用 

   環境の整備に関する施策との連携 

 

 

   本町は、保育所や幼稚園でこれまで培ってきた知識・技能を活かしつつ、幼児期 

  における子ども一人ひとりの育ちを支援する質の高い教育・保育を一体的に提供し 

  ていきます。 

   質の高い教育・保育の一体的な提供に当たっては、保護者の就労の有無にかかわ 

  らず地域の子どもや家庭が利用できる施設の認定こども園を幼稚園への支援も含め 

  て検討していきます。  

   また、保育所や幼稚園においては、保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携 

  型認定こども園教育・保育要領、学習指導要領についての理解を深めるとともに、 

  研修や会議等を通じて異なる施設相互の連携を強化しつつ、町内の施設全体として、 

  小学校就学後を見据えた教育・保育の連続性・一貫性を確保します。 

 

 

 

   本町は、保護者が産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設を利用 

  できるよう、休業中の保護者に対して情報提供を行います。 

 

 

 

 

   本町は、ひとり親家庭の自立支援の推進、児童虐待防止対策の充実、障がい児、 

  生活困窮・養育困難な家庭など、特別な支援が必要な子どもの施策の充実など、道 

  が行う施策との連携を図るとともに、町の実情に応じた施策を関係する各機関と連 

  携を密にして展開します。  

 

 

 

 

   本町は、仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しを図るために、道、地 

  域の企業、労働者団体、労働局、子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地 

  域の実情に応じた取組を進めます。 

  


