
1 待機児童の解消や幼児教育
と保育の質の向上等を図る

1）待機児童の解消
第1部第2章参照

2）多様な保育サービスの提供
多様な保育ニーズに対応するため、延長保
育、夜間保育、病児・病後児保育事業等につ
いても、引き続き推進を図っている。なお、
子ども・子育て支援新制度においては、延長
保育、病児・病後児保育については、「地域
子ども・子育て支援事業」に位置づけられ
た。また、家庭的保育及び事業所内保育につ
いては、新たに市町村の認可事業（地域型保
育事業）として地域型保育給付の対象となっ
た。

（1）延長保育
保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保
育の需要に対応するため、11時間の開所時
間を超えて保育を実施する事業であり、当該
事業を実施している民間保育所に対して必要
な補助を行っている（2012（平成24）年度
実施か所数：17,546か所（うち公立5,534か
所、民間12,012か所））。

（2）夜間保育
おおむね午後10時頃まで開所する夜間保
育所に対して必要な補助を行っている（2013
（平成25）年度実施か所数：81か所）。

（3）病児・病後児保育
保護者が就労している場合等において、子
どもが病気の際や病気の回復期に、自宅での
保育が困難な場合がある。こうした保育需要
に対応するため、病院・保育所等において病

気の児童を一時的に保育するほか、保育中に
体調不良となった児童への緊急対応並びに病
気の児童の自宅に訪問し一時的に保育する等
により、安心して子育てができる環境を整備
し、もって児童の福祉の向上を図ることを目
的とする病児・病後児保育事業を実施してい
る（2013（平成25）年度実施か所数：1,708
か所）。
さらに、2011年度から、保護者が家庭で
保育できない期間において、病気の児童の自
宅を訪問し一時的に保育する事業を創設し
た。

（4）特定保育
保護者の就労形態の多様化（パート就労の
増大等）に伴う子どもの保育需要の変化に対
応するため、週2、3日程度又は午前か午後
のみなど必要に応じて柔軟に利用できる保育
として特定保育事業を実施している（2013
（平成25）年度実施か所数：1,474か所）。

（5）事業所内保育
事業所内保育施設については、労働者のた
めの保育施設を事業所内に設置・運営及び増
築等を行う事業主または事業主団体に、その
費用の一部を助成している（2012（平成24）
年度助成件数：922件）。

3）家庭的保育（保育ママ）の普及
促進

保育需要の増加に対応するため、家庭的保
育事業（保育ママ。保育所等と連携しなが
ら、保育者の居宅等において少人数の就学前
児童を保育する）を実施する市区町村に対
し、必要な経費の補助を行っている（2013
（平成25）年度予算対象児童数：13,000人）。
また、2011（平成23）年度から複数の家庭
的保育者が同一の場所で実施する「グループ
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型小規模保育事業」を実施している。
なお、家庭的保育事業（保育ママ）は、
2010（平成22）年度から、児童福祉法上の
事業として法律上位置付けられることとなっ
た。

4）幼児教育と保育の質の向上
幼児教育については、「教育基本法」（昭和
22年法律第25号）等の改正や、近年の子ど
もの育ちや社会の変化を踏まえ、2008（平成
20）年3月に幼稚園教育要領の改訂を行い、
2009（平成21）年4月から実施している。幼
稚園教育の一層の理解推進を図るため、国及
び都道府県において、幼稚園長や幼稚園教諭
等を対象とした協議会を開催するとともに、
幼児教育の改善・充実のための調査研究を実
施し、幼児教育の質の向上を図っている。
また、2010（平成22）年には、「幼児期の
教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」において、子ども
の発達と学びの連続性を踏まえた幼児期の教
育と小学校教育の円滑な接続の在り方につい
て検討を行い、同年11月に報告書が取りま
とめられた。
さらに、2011（平成23）年11月には、第
三者評価を含め幼稚園の特性に応じた学校評
価を推進するため、「幼稚園における学校評
価ガイドライン」を改訂した。
保育所については、子どもの視点に立った
サービスの向上を目指し第三者評価事業を推
進している。2004（平成16）年5月には、保
育を含む福祉サービスの第三者評価事業の普
及を図るため、第三者評価事業の推進体制や

評価基準の指針を定めた。さらに、保育所の
特性に着目した評価基準の指針について、
2005（平成17）年5月に通知を発出、2011年
3月に一部改正し、周知を図った。また、
2009年に告示化された保育所保育指針にお
いて、保育所及び保育士の自己評価につい
て、努力義務を新たに定め、2009年3月に
「保育所における自己評価ガイドライン」を
作成した。

5）子ども・子育て支援新制度
社会保障・税一体改革においては、社会保
障に要する費用の主な財源となる消費税の充
当先が、現在の高齢者向けの3経費（基礎年
金、老人医療、介護）から、少子化対策を含
む社会保障4経費（年金、医療、介護、少子
化対策）に拡大されることとなった。
この子育て分野の受け皿となる、新たな次
世代育成支援のための包括的・一元的な制度
の構築については、少子化社会対策基本法第
7条に基づく大綱（「子ども・子育てビジョ
ン」）においても検討することとされ、政府
法案を2012（平成24）年通常国会に提出し
た。その後、国会の審議過程で認定こども園
制度の改善など、修正等がなされ、同年8月
10日、子ども・子育て関連3法（「子ども・
子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て
支援法及び就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関する法律の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律」）が成立し、同月22日に

	第2-2-2表	 認定こども園の認定件数

（2014年4月1日現在）

件数
（内訳）

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
認定こども園の認定件数 1,359 720 410 189 40

出典：文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室資料
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公布された。
子ども・子育て関連3法に基づく新たな子
ども・子育て支援新制度（以下「新制度」と
いう。）では、「保護者が子育てについての第
一義的責任を有する」という基本的な認識の
もとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子
ども・子育て支援を総合的に推進することと
している。具体的には、①認定こども園、幼
稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型
給付」）及び小規模保育等への給付（「地域型
保育給付」）の創設、②認定こども園制度の
改善、③地域の実情に応じた子ども・子育て
支援の充実を図ることとしている。実施主体
は基礎自治体である市町村であり、地域の実
情等に応じて幼児期の学校教育・保育、地域
の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を
計画的に実施していくこととしている。
なお、新制度は、2015（平成27）年度か
ら本格施行する方針の下、取り組んでいる。
このため国では、有識者、地方公共団体、
子育て当事者、子育て支援当事者などが子育
て支援の政策プロセス等に参画・関与できる
仕組みとして、2013（平成25）年4月に内閣
府に設置した子ども・子育て会議において、
市町村・都道府県が作成する事業計画の記載
事項等について定める基本指針や、新制度の
下での各種施設・事業の基準等について順次
検討を行い、基本指針については同年8月に
概ねの案を公表し、各種の基準等については
2014（平成26）年1月までに概ねの内容を取
りまとめた。こうした取りまとめを受けて、
政府においては、同年4月に施設・事業の設
備運営基準等の主務省令を策定し、さらに、

子ども・子育て会議においては、施設・事業
の公定価格等について引き続き検討を進めて
いくこととしている。また、2014年度には、
新制度への移行が円滑に進むよう、保育緊急
確保事業を実施している。

2 放課後対策に取り組む

1）「放課後子どもプラン（放課後
児童クラブ・放課後子供教室）」
の推進

2007（平成19）年度に、文部科学省と厚
生労働省が連携・協力して、地域社会の中
で、放課後や夏休みなどの長期休暇時に子ど
もたちの安全で健やかな居場所づくりを推進
するため、総合的な放課後児童対策として
「放課後子どもプラン」を創設した。
具体的には、「放課後子どもプラン」は、
各市町村において、小学校の余裕教室や地域
の児童館・公民館などを活用して、すべての
子ども（主に小学生）を対象に、地域の方々
の参画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸
術活動、地域住民との交流活動等の機会を提
供する「放課後子供教室」（文部科学省所管）
と、共働き家庭などの小学生を対象に、適切
な遊びや生活の場を提供する「放課後児童健
全育成事業（放課後児童クラブ）」（厚生労働
省所管）の両事業を連携して、実施するもの
である。
本プランの実施に至った背景には、少子化
や核家族化が進行し、子どもや子育て家庭を

	第2-2-3表	 放課後子どもプランの実施状況

放課後子供教室
（平成25年8月現在）

放課後児童クラブ
（平成25年5月1日現在）

実施か所数 10,376か所（51％） 21,482か所
実施市区町村数 1,090市区町村 1,595市区町村
登録児童数 ― 889,205人

資料：文部科学省及び厚生労働省
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取り巻く環境が大きく変化して、地域社会の
教育力の低下が問題となっている中で、特
に、放課後等に異年齢の子ども同士交流する
機会の減少や、子どもが安心して過ごせる場
所の確保が困難になってきたことなどによ
り、放課後等に子どもたちが安全な場所で安
心して過ごすことができ、地域のボランティ
ア等の協力・参画を得て、様々な体験や交流
を深められる取組が強く求められていたこと
がある。
2013（平成25）年度では、放課後子供教
室が10,376か所、放課後児童クラブが21,482
か所での実施となっている。
また、新制度により、放課後児童クラブの
設備及び運営について新たに基準を設けるこ
ととなったため、2013（平成25）年5月に社
会保障審議会児童部会に「放課後児童クラブ
の基準に関する専門委員会」を設置し、議論

を重ね同年12月に報告書が取りまとめられ
た。

2）放課後児童クラブの充実
就労希望者の潜在的なニーズに対応し、放
課後児童クラブを利用したい人が利用できる
よう、受入児童数の拡充を図ることとしてい
る。
具体的には2014（平成26）年度末までに
受入児童数を111万人とすることを目指し拡
充を進めている。
また、放課後児童クラブを生活の場として
いる子どもの健全な育成を図るため、運営に
当たっての基本的事項や望ましい水準を定め
た「放課後児童クラブガイドライン」を踏ま
えた、運営内容の向上に努めている。

	第2-2-4図	 放課後子どもプランの推進

 

１．従事する者【従うべき基準】 
○ 資格の水準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３８条第２項に該当する「児童の遊びを指導する者」であって、研修
を受講した者とすることが適当。（一定の経過措置等についても検討） 
 

２．員数【従うべき基準】 
○ 職員は２人以上配置することとし、うち１人以上は有資格者とすることが適当。 

 

３．児童の集団の規模【参酌すべき基準】 
○ 児童の集団の規模はおおむね４０人までとすることが適当。  
※児童数がおおむね４０人を超えるクラブについては、複数のクラブに分割して運営することや、１つのクラブの中で複数の集団に分けて対応するよう  
努めることとし、国としてもおおむね４０人規模のクラブへの移行を支援していくことが必要。 

 

４．施設・設備【参酌すべき基準】 
○ 専用室は児童の生活の場としての機能が十分に確保され、事業の実施時間帯を通じて専用で利用できる部屋と捉え、面積は「児  
童１人当たりおおむね１．６５㎡以上」とすることが適当。 

 

５．開所日数・開所時間【参酌すべき基準】 
○ 開所日数については、年間２５０日以上を原則とし、開所時間については、平日につき１日３時間以上、休日につき１日８時間以上 
を原則とし、それぞれ地域の実情や保護者の就労状況等を考慮して事業を行う者が定めるものとすることが適当。 

 

６．その他の基準【参酌すべき基準】 
○ 「非常災害対策」、「虐待等の禁止」、「保護者・小学校等との連携等」、「事故発生時の対応」等について省令上に定めることが適 
当。 

 

７．その他（基準以外の事項） 
○ 市町村は、定員や待機児童の状況等を一元的に把握し、必要に応じ、利用についてのあっせん・調整等を行っていくことが必要。 
○ 利用ニーズの増加に対して優先順位を付けて対応する場合の考え方としては、「ひとり親家庭の児童」、「障害のある児童」、「低学 
年の児童など発達の観点から配慮が必要と考えられる児童」などが考えられる。 

放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書の概要（平成２５年１２月２５日）

報告書の概要 

出典：厚生労働省資料
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