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基本指針の主な記載事項 

(計画作成指針関係) 

 

 
平成 25 年 5 月 31 日  

資料１－２ 
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第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項 (略) 
   →資料２参照 

 

第二 幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事
業の実施に関する基本的事項 

 
  一 幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援

事業の実施に関する基本的考え方 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○子ども・子育て支援は、子ども・子育て支援の意義を踏まえて実施。 

○子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援 

事業の提供が主眼。 

   → 質の確保・向上を図ることが重要 

→ 幼児教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続（保幼小連携）の取組の推進 

→ 幼稚園教諭・保育士等の研修の充実等による資質・能力の向上 

→ 施設・事業の運営の状況に関する評価の実施、運営の改善  等 

○市町村は子ども・子育て支援新制度の実施主体 

・地域住民の子ども・子育て支援の利用状況＋利用希望を把握  

→ 「市町村子ども・子育て支援事業計画」を作成 

→ 質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施 
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○都道府県は広域性と専門性を有する立場から、実施主体たる市町村を支援 

・市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」 

を作成 

→ 質の高い幼児期の学校教育・保育を計画的に実施 

→ この他、市町村域を超えた広域調整、幼稚園教諭・保育士等の人材確保・質の向上に係る

方策、保護を要する子どもに関する専門知識を要する施策等を実施。 

○国は、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、必要な支援を実施。 
 

  二 子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携・協働 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供のため、関係者は、以

下の連携・協働の体制を整備。 

・市町村内、都道府県内における新制度に係る事務の一元的実施体制の整備、関係部局間の連携 

・国と地方自治体の連携 

・市町村相互間、市町村と都道府県の連携 

・市町村と事業者、事業者間の連携 

・保幼小連携、０～２歳に係る取組と３～５歳に係る取組の連携 
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第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項（事業計画作成指針） 
 
  一 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項 

［以下の事項について記載することを想定］ 

○すべての市町村、都道府県は、子ども・子育て支援法の基本理念及び子ども・子育て支援の 

意義を踏まえて事業計画を作成。 

○市町村は、幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業についての現在の利用状況 

＋利用希望を踏まえて計画を作成。 

○計画作成段階において市町村間の調整、一定期間ごと(例えば四半期ごと)に市町村と都道府県 

の協議・調整。 

 

  二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項（必須記
載事項） 

１ 教育・保育提供区域の設定 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、「量の見込み」・「確保方策」を設定する単位として、地域の実情に応じて保護者や 

子どもが居宅より容易に異動することが可能な区域（「教育・保育提供区域」）を設定。 

  ※小学校区、中学校区、行政区などを想定。 
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２ 各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み(参酌標準)、実施しよ
うとする幼児期の学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

２－１ 幼児期の学校教育・保育の量の見込み(参酌標準) 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、教育・保育提供区域ごとに、計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の 

見込み（必要利用定員総数）」を定める。 

・当該市町村に居住する子どもの幼児期の学校教育・保育の「現在の利用状況」に 

「利用希望」を踏まえて設定。 

・当該市町村に居住する子どもについて、現在の認定こども園、幼稚園、保育所、保育ママ、 

認可外保育施設等の利用状況に、利用希望を踏まえて設定。 

・認定の区分ごとに設定することが基本。 

－３－５歳、教育のみ(１号) 

－３－５歳、保育の必要性あり(２号) 

－０－２歳、保育の必要性あり(３号) 

※事業所内保育については、当該企業の労働者に係る定員を除いたものを計画に定める。 
（子ども・子育て支援法第 61 条第 2 項第 1 号） 

○量の見込みの設定に関して社会的流出入の動向等を勘案することも可。この場合には、その 

積算根拠などについて透明性の確保が必要。（地方版子ども・子育て会議等における議論など） 
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論点と検討の視点 

〈論点１〉幼児期の学校教育・保育について、量の見込みの立て方をどうするか。 

〈１－１〉０－２歳の子どもの保育利用率について、国が数値目標を設定することとするか。 

☆ 都市部の待機児童に対応した基盤整備を促すため、待機児童の中心である０－２歳の子ども

の保育利用率について、市町村の事業計画に定めるべき数値目標を国が設定するかどうか。 

（案１）市町村が適切な基盤整備を行うために必要であることから、０－２歳の子どもの保育利用率 

について、国が一律に数値目標を設定する。 

   【考え方】待機児童の大半を占める０－２歳の保育基盤整備について、全国統一の国の考え方

を明示。 

    →保育利用率は地域差が顕著であり、国による一律の設定になじむかどうか。 

     【参考】 

＜政令市（２０市）における０－２歳児の保育所利用率＞ 

※平成２４年４月１日の認可保育所入所人員数を基として、一定の仮定を置いて計算したもの。 

（０～２歳児の認可保育所入所人員 ／ ０～２歳児人口 ） 

利用率  

－１５％ １ （さいたま市） 

１５％－２０％ ４ （千葉市、横浜市、川崎市、浜松市） 

２０％－２５％ ６ （札幌市、仙台市、相模原市、静岡市、名古屋市、神戸市） 

２５％－３０％ ６ （大阪市、堺市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市） 

３０％－３５％ １ (熊本市) 

３５％－４０％ ２ (新潟市、京都市) 



7 
 

 

（案２）市町村が適切な基盤整備を行うために必要であることから、０－２歳の子どもの保育利用率 

について、国が目標値設定の考え方を提示し、各市町村が市町村の事業計画で設定する。 

   【考え方】０－２歳の保育基盤整備を進めるため、各市町村の計画について０－２歳の子どもの

保育利用率の設定を必須とした上で、地域差を考慮して、国として一律の設定は行わな

い。 

 

〈１－２〉利用希望の把握方法をどうするか。 

☆ 適切な量の見込みを設定するため、どのような方法で利用希望を把握するべきか。 

       →資料１－３参照 
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論点と検討の視点 

〈論点２〉幼児期の学校教育・保育について、量の見込み（必要利用定員総数）をどのような

単位で設定するか。 

☆ 量の見込みは認定区分ごと（３－５歳、教育のみ(１号)、３－５歳、保育の必要性あり(２号)、０－２歳、 

保育の必要性あり(３号)）に設定することが基本であるが、さらに細かい区分で設定することを求める

かどうか。 

〈２－１〉年齢区分の取扱いをどうするか。 

（案１）一歳刻みで設定する。 

   【考え方】認定区分に加えて年齢ごとの詳細な計画を作成。 

    →年齢ごとの詳細な推計を将来にわたり行うことが可能か。 

（案２）３歳未満児と３歳以上児の区別のみとする。（＝認定区分ごと） 

   【考え方】法律上必要な認定区分ごとに設定。 

 

〈２－２〉保育の必要性の区分の取扱いをどうするか。 

（案１）保育の必要性の区分に応じて「長時間」と「短時間」を分けて設定する。 

   【考え方】認定区分に加えて保育の必要性の区分に応じた詳細な計画を作成。 

    →保育必要時間ごとの詳細な推計を将来にわたり行うことが可能か。 

（案 2）「長時間」と「短時間」を分けない。（＝認定区分ごと） 

   【考え方】法律上必要な認定区分ごとに設定。 
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２－２ 実施しようとする幼児期の学校教育・保育の提供体制の確保の内容及
びその実施時期 

［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、教育・保育提供区域ごとに、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施設 

(※１)及び地域型保育事業(※２)による確保の内容及び実施時期（確保方策）」を設定。 

・ 教育・保育施設(※１)、地域型保育事業(※２)の別に設定。 

    (イメージ) 

 １年目 ２年目 ３年目  
１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

①量の見込み（必要利用定員総数) ３００人 ２００人 ２００人 ３００人 ２００人 ２００人 ３００人 ２００人 ２００人 

② 

確保 

の 

内容 

認定こども園、幼稚園、保育所 

（教育・保育施設） 
３００人 ２００人 ８０人 ３００人 ２００人 １５０人 ３００人 ２００人 １５０人 

地域型保育事業 (※２)   ２０人   ３０人   ５０人 

②－① ０ ０ ▲１００人 ０ ０ ▲２０人 ０ ０ ０ 

 

・ 「当該市町村に居住する子ども」の利用に関して設定。 

   →他市町村の教育・保育施設、地域型保育事業や確認を受けない幼稚園(※３)により確保 

する場合には、これらについても記載（需給調整の際に考慮を行うことも可能→P18 参照）。 

＊他市町村の教育・保育施設(※１)、地域型保育事業(※２)を記載する場合は、計画作成

時に市町村間で調整。（必要に応じ都道府県による広域調整） 

 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 
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   ※１ 認定こども園、幼稚園、保育所 

      ※２ 小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 

※３ 市町村の確認を受けない幼稚園は、施設型給付の対象とならない。私学助成等により財政支援。 

 

○市町村は、計画期間について、「量の見込み」に対応するように「確保の内容」を定め、必要な 

教育・保育施設及び地域型保育事業を整備。 

※市町村計画には、あわせて特別な支援が必要な子どもの受入体制についても記載を検討。 

→この前提として、市町村は特別な支援が必要な子どもが利用可能な教育・保育施設及び地域型保育事業所を

あらかじめ把握、計画作成段階で調整。 
 

論点と検討の視点 

〈論点３〉需給ギャップの解消年次をどうするか。 

☆ 市町村計画においては、計画期間(５年間)について、「量の見込み」に対応するように 

「確保の内容」を定め、必要な教育・保育施設及び地域型保育事業を整備。 

   待機児童の多い市町村についてもこの考え方が基本となるが、需給ギャップの解消年次に 

ついては、参考資料１を参照。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み(参酌標準)、実施しようとする地域
子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

３－１ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み(参酌標準) 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、教育・保育提供区域ごとに、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」を定める。 

・当該市町村に居住する子どもの地域子ども・子育て支援事業に該当する事業(※)の「現在の 

利用状況」に「利用希望」を踏まえて設定。 

※放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、地域子育て支援拠点

事業、ファミリー・サポート・センター事業、子育て短期支援事業など 

 

○放課後児童健全育成事業は、学年が上がるほど利用が減少傾向にある。 

→「年齢×親の就業状況」による機械的な試算ではなく、幅広く放課後の居場所を聞く方法により 

利用希望を把握することが必要。 
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論点と検討の視点 

○地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて 

→〈論点１－２〉（利用希望の把握方法をどうするか）を参照 

 

・病児保育事業等については、施設数が少ない地域もあるため、利用希望ベースではなく圏域ごと

の整備とすることも考えられるのではないか。（複数市町村による共同設置など、必要に応じて 

都道府県による広域調整も考えられる。） 

 

３－２ 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容
及びその実施時期 

［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、設定した「量の見込み」に対応するよう、地域子ども・子育て支援事業の確保の内容 

及び実施時期（確保方策））を設定。 

    (イメージ) 

地域子育て支援拠点事業 １年目 ２年目 ３年目 

①量の見込み ３０００人（10 か所） ３０００人（10 か所） ３０００人（10 か所） 

②確保の内容 ３０００人（10 か所） ３０００人（10 か所） ３０００人（10 か所） 

②－① ０ ０ ０ 
 
 
 
 
 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 
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放課後児童健全育成事業 １年目 ２年目 ３年目 

①量の見込み ８００人(20 か所) ８００人(20 か所) ８００人(20 か所) 

②確保の内容 ６００人(16 か所) ７００人(18 か所) ８００人(20 か所) 

②－① ▲２００人(4 か所) ▲１００人(2 か所) ０ 

 

                                ※事業ごとに記載。 

○放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、児童館や放課後子ども教室等との連携に 

努める。 

 
４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関

する体制の確保の内容 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○（幼保連携型）認定こども園の設置数、設置時期その他（幼保連携型）認定こども園の普及に係る

考え方（（幼保連携型）認定こども園を普及させる背景や必要性等） 

○質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方策 

○幼児教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続（保幼小連携）の取組の推進 

○保幼小連携、０～２歳に係る取組と３～５歳に係る取組の連携 

 

   

  

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 


