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三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項 

１ 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 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、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、地域型保育事業

を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供、計画的に教育・保育施設、地域型保育 

事業を整備。 

 

論点と検討の視点 

〈論点４〉１歳到達時から施設・事業を利用できる環境づくりについてどう考えるか。 

☆ 待機児童の多い都市部などで、保育所等への入所時期を考慮して育児休業を途中で切り上げ

るなど、取得が十分に行えていない状況にある。育児休業を満１歳まで取得できるような環境づ

くりが必要ではないか。 

（案）０歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらった

り、途中で切り上げたりする状況があることを踏まえ、育児休業期間満了時（１歳到達時）からの利

用を希望する保護者が、１歳から質の高い保育を利用できるような環境を整えることが重要である

旨を基本指針に記載する。 
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２ 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都道府県が行う
施策との連携 

［以下の事項について記載することを想定］ 

○都道府県が行う施策との連携に関する事項及び各市町村の実情に応じた施策を記載。 

―児童虐待防止対策の充実 

―母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 

―障害児など特別な支援が必要な子どもの施策の充実 

※社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会等における議論を踏まえて記載。 

※上記の施策について、子ども・子育て支援新制度以外の施策との連携の必要性も記載。 

 

３ 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 

［以下の事項について記載することを想定］ 

○市町村は、都道府県、地域の企業、労働者団体、都道府県労働局、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る。 

―仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

  ・労働者、事業主、住民の理解促進のための広報・啓発 

  ・好事例の収集・提供等 

  ・企業における研修の実施等 

  ・認定マーク（くるみん）の周知、仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業の表彰等 
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  ・公共調達における優遇措置等による仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業の

取組支援 

―仕事と子育ての両立のための基盤整備 

※次世代行動計画作成指針の記載を踏まえて記載。 
 
 
  四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項 

１ 区域の設定 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○都道府県は、「量の見込み」・「確保方策」を設定する単位として、市町村が定める教育・保育提供

区域を勘案して、隣接市町村等における広域利用の実態を踏まえた区域を設定。 

 

論点と検討の視点 

〈論点５〉都道府県計画の区域をどのように設定するか。 

☆ 都道府県が設定する区域は、認定こども園や保育所の認可・認定の際の需給調整の判断基

準。 

施設・事業に共通する区域設定が基本となるが、広域利用が一般的な幼稚園や市町村単位の

利用が基本の保育について、認定区分ごとの区域設定も認めることとしてはどうか。 
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（案）地域の実情に応じて設定し、認定区分ごとに区域を設定することも可。 

  (イメージ１)共通の区域設定 

         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） 

 

  (イメージ２)認定区分ごとに区域設定 

         ３－５歳、教育のみ(１号)      → 全県１区域 

         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） 
 

２ 各年度における幼児期の学校教育・保育の見込み(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 各年度における幼児期の学校教育・保育の見込み(参酌標準) 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○都道府県は、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。 

・市町村計画の数値を集計したものを基本として、都道府県が設定する区域ごとの広域調整を 

勘案。 

※市町村計画の作成段階での都道府県への法定協議あり。 

○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） 

(例)区域①：○○市 

区域②：△△市＋◎◎町   ・・・ 

各認定区分に共通する区域として設定 

(例)区域①：○○市 

区域②：△△市＋◎◎町   ・・・ 
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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 
（１）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］ 

○都道府県は、区域ごとに、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施設及び地域型 

保育事業による確保の内容及び実施時期（確保方策）」を設定。 

※市町村計画の作成段階での都道府県への法定協議あり。 

    →区域内において需給ギャップがある場合などは、協議時に所要の調整。 

○都道府県は、計画期間の最終年度までに、「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。 

 

（２）都道府県の認可・認定に係る需給調整の考え方 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○都道府県は、認可・認定の申請をした認定こども園・保育所が適格性、認可基準を満たす場合は、

認可・認定するものとする。 

○ただし、以下に該当する場合には、需給調整。(認定こども園法第１７条第６項、児童福祉法 

第３４条の１５第５項、第３５条３５条第８項) 
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・ 認定区分（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））

ごとに都道府県が設定する区域における教育・保育施設の利用定員の総数が、都道府県計画で 

定める必要利用定員総数に既に達しているか、又は認可・認定によってこれを超えることになると

認めるときその他の省令で定めるとき 

－需要(量の見込み) ＞ 供給(利用定員の総数(※)) →原則認可 

－需要(量の見込み) ＜ 供給(利用定員の総数(※)) →需給調整 

(※)確認を受けない幼稚園の定員を含む。 

 

  →主な論点 

〈論点６－１〉計画の確保方策として定めたもの以外の施設から認可申請があった場合の需給調整

について 

〈論点６－２〉認定こども園に移行する場合の需給調整について 

①幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行しようとするケース 

②幼稚園が幼稚園型認定こども園に移行しようとするケース 

③保育所が幼保連携型認定こども園に移行しようとするケース 

④保育所が保育所型認定こども園に移行しようとするケース 
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論点と検討の視点 

〈論点６〉需給調整をどう取り扱うか。 

○子ども・子育て支援新制度では、認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動

的に対応できるよう、 認定こども園・保育所について、 

①社会福祉法人・学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基

礎、社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める  

②その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可する

ものとする。  

→保育を必要とする子どもが認定こども園・保育所において保育を受けられるよう、認可・認定に 

より必要な量が確保されることが必要。このためには、適切な量の見込み（＝「現在の利用状況」

＋「利用希望」の把握）が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要(量の見込み)  ＞  供給(確保の状況) 
→ 原則認可

認可申請

需要(量の見込み)  ＜  供給(確保の状況) 
→ 需給調整 

需要(量の見込み)    供給(確保の状況) 需要(量の見込み)   供給(確保の状況) 

認可申請 



21 
 

→「供給過剰による需給調整が必要な場合」について、 

保育を必要とする子どもに対する保育の確保、需給調整に係る透明性の確保、計画的な施設 

整備の必要性、認定こども園の普及等の観点から、検討が必要。 

※需給調整の発動に当たり、人数単位の運用とするかどうか要検討。 

 

〈６－１〉計画の確保方策として定めたもの以外の施設から認可申請があった場合の需給調整

をどう取り扱うか。 

☆「計画的な施設整備の必要性」と「需要への機動的な対応の必要性」の双方の観点から、需給調

整の取扱いについて検討が必要。 

 

  (イメージ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

①必要利用定員総数 ４００人 ４００人 ４００人 ４００人 ４００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） 
２００人 ２５０人 ３５０人 ３５０人 ３５０人 

地域型保育事業 ５０人 ５０人 ５０人 ５０人 ５０人 

②－① ▲１５０人 ▲１００人 ０人 ０人 ０人 

２年目（＋50 人）、３年目（＋100 人）に教育・保育施設を

整備することにより需給ギャップを解消する計画

地域型保育事業者から認可の申請

（＋１５人）があった場合 
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【考え方】市町村・都道府県は、事業計画に従って教育・保育施設や地域型保育事業を整備。 

ここで事業計画において確保方策として想定していなかった教育・保育施設や地域型保育事業 

から認可申請があった場合、これを認可すると、既に計画に従って整備を進めていた教育・保育 

施設や地域型保育事業が需給調整の対象となるケースが考えられる。これをどのように取り扱う

か。 

（案）上記のケースについては、地域型保育事業者の認可申請時において、 

需要(量の見込み) ＞ 供給(利用定員の総数) であるが、需給調整の対象とできることとしては 

どうか。 

 ※なおこの場合も、自治体の判断で、計画上想定していなかった教育・保育施設や地域型保育事

業の認可・認定を行うことは可能。 

 

検討の視点 

〈６－２〉認定こども園に移行する場合の需給調整をどう取り扱うか。 

☆「法律の趣旨を踏まえた需給調整の要請」と「認定こども園の普及」の双方の観点から、需給調整

の取扱いについて検討が必要。 

（各論点共通）認定こども園の普及を図るため、幼稚園から認定こども園への移行、保育所から認定

こども園への移行を阻害しないよう一定の配慮が必要ではないか。 

この際、幼稚園からの移行、保育所からの移行の均衡に留意。 
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【６－２①】幼稚園が幼保連携型・幼稚園型認定こども園に移行しようとするケース 

                               （保育の必要性がある子どもの定員設定が必要） 

    (例) 

 １号 ２号 ３号 

量の見込み（必要利用定員総数) ３００人 ２００人 150 人 

区域内の教育・保育施設の定員数 300 人 200 人 150 人 

      （注） (１号) ３－５歳、教育のみ、 (２号) ３－５歳、保育の必要性あり、 (３号) ０－２歳、保育の必要性あり 

 

(案１)都道府県は、地域における教育・保育施設（２号認定・３号認定）の定員の総数が「都道府県計

画に定める必要利用定員総数＋幼保連携型・幼稚園型認定こども園の認可・認定申請時における

当該幼稚園の定員数（の●パーセント）」に達するまでは認可・認定しなければならないこととする。 

→計画上、量の見込みをどう立てるのか。また、一定の割合をどう設定するか。全国一律に割合

を定めるか、一定の幅の中で各都道府県ごとに割合を定めるか。 

(案２)都道府県は、地域における教育・保育施設（２号認定・３号認定）の定員の総数が「都道府県計

画に定める必要利用定員総数＋●パーセント」に達するまでは認可・認定しなければならないことと

する。 

→一定の割合をどう設定するか。全国一律に割合を定めるか、一定の幅の中で各都道府県ごと

に割合を定めるか。 

 

 

既に保育ニーズが満たされ
ている。 
→認定こども園の認可等を

どう取り扱うか？ 
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(案３)都道府県は、地域における教育・保育施設（２号認定・３号認定）の定員の総数が「都道府県計

画に定める必要利用定員総数を基準として都道府県が定める数」に達するまでは認可・認定しなけ

ればならないこととする。 

→認可・認定に裁量が生じることになるのではないか。透明性を確保しながら、どのように各都道

府県で一定数を定めるか。 

※公平な運用の確保についてあわせて検討。 

 

【６－２②】保育所が幼保連携型・保育所型認定こども園に移行しようとするケース 

    (例) 

 １号 ２号 ３号 

量の見込み（必要利用定員総数) ３００人 ２００人 150 人 

区域内の教育・保育施設の定員数 300 人 200 人 150 人 

 

(案１)都道府県は、地域における教育・保育施設（１号認定）の定員の総数が「都道府県計画に定める

必要利用定員総数＋幼保連携型・保育所型認定こども園の認可・認定申請時における当該保育

所の定員数（の●パーセント）」に達するまでは認可・認定しなければならないこととする。 

→計画上、量の見込みをどう立てるのか。また、一定の割合をどう設定するか。全国一律に割合

を定めるか、一定の幅の中で各都道府県ごとに割合を定めるか。 

 

 

既に教育ニーズが満たされ
ている。 
→認定こども園の認可等を

どう取り扱うか？ 
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(案２)都道府県は、地域における教育・保育施設（１号認定）の定員の総数が「都道府県計画に定める

必要利用定員総数＋●パーセント」に達するまでは認可・認定しなければならないこととする。 

→一定の割合をどう設定するか。全国一律に割合を定めるか、一定の幅の中で各都道府県ごと

に割合を定めるか。 

(案３)都道府県は、地域における教育・保育施設（１号認定）の定員の総数が「都道府県計画に定める

必要利用定員総数を基準として都道府県が定める数」に達するまでは認可・認定しなければならな

いこととする。 

→認可・認定に裁量が生じることになるのではないか。透明性を確保しながら、どのように各都道

府県で一定数を定めるか。 

※公平な運用の確保についてあわせて検討。 

  
３ 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 
→二 ４を参照。 

 
４ 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援

事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置 
［以下の事項について記載することを想定］ 

○幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保、質の向上の 

ために講ずる研修等の具体的方策 

○国が講じる保育教諭の促進（幼稚園教諭免許・保育士資格の片方のみを有する者の併有促進） 

に係る方策、潜在保育士の活用方策等 
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論点と検討の視点 

〈論点７〉幼稚園教諭・保育士等の具体的な必要見込み数を記載することとするか。 

【考え方】幼稚園教諭・保育士等の確保のために講ずる措置を記載するに当たって、具体的にどの 

程度の人数の幼稚園教諭・保育士等が必要となるのか、その見込み数についても計画に記載する

必要があるのではないか。 

   （参考）介護保険制度では、基本指針においてこれらを計画に記載することとされている。 

（案）幼稚園教諭・保育士等の具体的な必要見込み人数とその確保方策についても記載することと 

する。 

 

  


