
第３期横浜市子ども・子育て会議 第４回 保育・教育部会 

第31期横浜市児童福祉審議会 第４回保育部会 合同会議 

 

 日時：平成29年６月30日(金) 18:10～ 

 場所：マツ・ムラホール 

 

議事次第 

１ 開会 

 

２ 議事 ＜公開案件＞ 

(１) 横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について【子子会議】 

 

３ 報告事項 ＜公開案件＞ 

   (１) 地域子ども・子育て支援事業等に関する「量の見込み」及び「確保方策」の 

中間見直しについて【子子会議】 

（２)平成29年４月１日現在の保育所等利用待機児童数について【児福審】 

（３）横浜市支給認定及び利用調整に関する基準について【児福審】 

 

＜休憩＞ 

４ 議事＜非公開案件＞ 

  （１）公有地貸付に伴う新設保育所の認可及び貸付先法人の審査について【児福審】 

  （２）法人所有地による民間保育所整備事業に伴う新設保育所の認可及び補助金 

     交付先法人の審査について【児福審】 

  （３）内装整備費補助事業に伴う新設保育所の認可及び補助金交付先法人の 

審査について【児福審】 

（４）法人の自主財源による整備に伴う新設保育所の認可について【児福審】 

  （５）横浜保育室認可保育所移行支援事業に伴う新設保育所の認可及び 

     補助金交付先法人の審査について【児福審】 

  （６）小規模保育事業の認可及び補助金交付先法人の審査について【児福審】 

(７) 特定教育・保育施設の利用定員について【子子会議】 

 

５  その他 

 

６ 閉会 
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資料１ 

 

第３期横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会 

第 31 期横浜市児童福祉審議会 保育部会 

 委員名簿 
 

【敬称略 50 音順】 
＜第３期横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会＞ 

◎：部会長  ○：職務代理者 
 所 属 ・ 役 職 等 委  員 備考 

1 千葉明徳短期大学保育創造学科 教授 ○ 石井 章仁 臨時委員 

2 子どもの領域研究所 所長 尾木 まり 臨時委員 

3 國學院大学人間開発学部子ども支援学科 教授 ◎ 神長 美津子  

4 
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会事業本部担当部長 

兼 男女共同参画センター横浜相談センター長 
菊池 朋子 臨時委員 

5 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長 木元 茂  

6 よこはま一万人子育てフォーラム 世話人代表 天明 美穂 臨時委員 

7 横浜障害児を守る連絡協議会 副会長 長谷山 景子 臨時委員 

8 東京成徳短期大学幼児教育科 教授 松本 純子 臨時委員 

9 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 書記 丸山 智美  

10 一般社団法人横浜市私立保育園園長会 相談役 村田 由夫  

 

 

＜第 31期横浜市児童福祉審議会 保育部会＞    

                      ◎：部会長  ○：副部会長 
 所 属 ・ 役 職 等 委  員 備考 

1 千葉明徳短期大学保育創造学科 教授 ○ 石井 章仁  

2 子どもの領域研究所 所長 尾木 まり 臨時委員 

3 國學院大学人間開発学部子ども支援学科 教授 ◎ 神長 美津子  

4 
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会事業本部担当部長 

兼 男女共同参画センター横浜相談センター長 
菊池 朋子  

5 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長 木元 茂 臨時委員 

6 よこはま一万人子育てフォーラム 世話人代表 天明 美穂  

7 横浜障害児を守る連絡協議会 副会長 長谷山 景子  

8 東京成徳短期大学幼児教育科 教授 松本 純子 臨時委員 

9 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 書記 丸山 智美  

10 一般社団法人横浜市私立保育園園長会 相談役 村田 由夫  

 



資料２ 
横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会 

児童福祉審議会 保育部会事務局名簿 

こども青少年局 

区分 所      属 氏   名 

部長  子育て支援部長 宮本 正彦 

  保育対策等担当部長 吉田 隆彦 

課長  子育て支援課長 永井 由香 

 保育・教育運営課長 武居 秀顕 

 保育・教育運営課 運営指導等担当課長 小田 繁治 

保育・教育運営課 給付・支給認定担当課長 青木 正博 

 保育・教育人材課長 伊藤 ゆかり 

保育・教育人材課 幼・保・小連携担当課長 金子 正人 

  保育対策課長 金高 隆一 

 保育対策課担当課長 片山 久也 

 保育対策課担当課長 池上 省吾 

 こども施設整備課長 山本 淳一 

 企画調整課長 福嶋 誠也 

係長  子育て支援課 幼児教育係長 眞子 里織 

保育・教育運営課 運営調整係長 大槻 彰良 

保育・教育運営課 運営指導係長 遠藤 和宏 

保育・教育運営課 指導等担当係長 矢原 亜紀 

保育・教育運営課 指導等担当係長 長田 和彦 

保育・教育運営課 支給認定・利用調整担当係長 片岡 翔太 

保育・教育人材課 担当係長 宮本 里香 

保育対策課 担当係長 佐藤 洋平 

保育対策課 担当係長 菊池 仁 

保育対策課 担当係長 真舘 裕子 

こども施設整備課 担当係長 水野 文彬 

こども施設整備課 整備等担当係長 畠山 久子 

こども施設整備課 整備等担当係長 三堀 浩平 

こども施設整備課 整備等担当係長 伊藤 敬 

こども施設整備課 整備等担当係長 里居 真一 

こども施設整備課 整備等担当係長 渡辺 貴士 

こども施設整備課 整備等担当係長 永山 智文 

企画調整課 企画調整係長 柿沼 千尋 

 企画調整課 担当係長 万年 邦佳 

 



資料３ 

横浜市子ども・子育て会議条例 

制  定 平成 25年３月 27日条例第 18号 

 

 横浜市子ども・子育て会議条例をここに公布する。 

 横浜市子ども・子育て会議条例 

 （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 77 条第１

項の規定に基づき、横浜市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第 77条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

 （組織） 

第３条 子育て会議は、委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他

市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （臨時委員） 

第５条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、

臨時委員若干人を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。 

３ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第６条 子育て会議に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出され

ていないときは、市長が行う。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 



 （部会） 

第８条 子育て会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長が指名する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員が、

その職務を代理する。 

５ 第６条第３項の規定は部会長の職務について、前条（第１項ただし書を除く。）の規定は

部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第６条第３項並びに前条第

１項本文及び第３項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第６条第３項及び前条中「子

育て会議」とあるのは「部会」と、同条第２項及び第３項中「委員」とあるのは「部会の

委員」と読み替えるものとする。 

 （関係者の出席等） 

第９条 委員長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めると

きは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の

提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第 10 条 子育て会議の庶務は、こども青少年局において処理する。 

 （委任） 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子

育て会議に諮って定める。 

  附 則 

 この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 



横浜市子ども・子育て会議運営要綱 

 
制定 平成 27 年３月５日 こ企第 1019 号（局長決裁） 

最近改正 平成 28 年 11 月１日 こ企第 310 号（局長決裁） 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市子ども・子育て会議条例（平成 25 年３月横浜市条例第

18号。以下「条例」という。）に基づき設置される、横浜市子ども・子育て会議（以

下「子育て会議」という。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものと

する。 

 

 （部会） 

第２条 子育て会議は、条例第８条に基づき次の左欄に掲げる部会を置き、右欄に掲

げる事項を調査審議する。 

 

部会の名称 調査審議事項 

子育て部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

保育・教育部

会 

１ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認及び利用定員

の設定に関すること（条例第２条第１項第１号関係） 

３ 幼保連携型認定こども園の認可等に関すること（条例第２条第１

項第２号関係） 

４ 幼保連携型認定こども園の整備費補助対象の審査に関すること

（条例第２条第１項第３号関係） 

５ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関するこ

と（条例第２条第１項第３号関係） 

６ 幼稚園・認定こども園預かり保育事業の認定先の審査に関するこ

と（条例第２条第１項第３号関係） 

７ 子ども・子育て支援法に係る支給認定、利用者負担額等に関する

こと（条例第２条第１項第３号関係） 

放課後部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

青少年部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

 

２ 部会は、必要に応じ部会長が招集する。 

３ 保育・教育部会における次の事項の決定は、子育て会議の決定とみなす。ただし、

次回の子育て会議に報告しなければならない。 

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること（条

例第２条第１項第１号関係） 

(2) 幼保連携型認定こども園の認可等に関すること（条例第２条第１項第２号関係） 

(3) 幼保連携型認定こども園の整備費補助対象の審査に関すること（条例第２条第１

項第３号関係） 

(4) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること（条例第２条第



１項第３号関係） 

(5) 幼稚園・認定こども園預かり保育事業の認定先の審査に関すること（条例第２条

第１項第３号関係） 

 

（委員長又は部会長の専決事項） 

第３条 委員長は、軽易又は急施を要する事項で、子育て会議を招集する暇がないと

きは、これを専決できる。ただし、次の子育て会議に報告しなければならない。 

２ 第１項の規定は、第２条第３項について、部会長に準用する。 

 

（会議の公開） 

第４条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１

号）第31条の規定により、子育て会議（部会の会議を含む。）については、一般に

公開するものとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開

とすることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第５条 委員長又は部会長は、子育て会議又は部会の会議の運営上必要があると認め

るときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他

必要な協力を求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その身分

を失った後も同様とする。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、委員長が子育て会議に

諮って定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 
附 則 

 この要綱は、平成 28 年 11 月１日から施行する。 
 

 



資料４ 

横浜市児童福祉審議会条例 

 

平成12年２月25日 

条 例 第 ５ 号 

 横浜市児童福祉審議会条例をここに公布する。 

 横浜市児童福祉審議会条例 

 

（趣旨等） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第８条第３項及び地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号）第174条の26第３項の規定に基づき本市に設置する児童福祉に関する審議会

その他の合議制の機関に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の合議制の機関の名称は、横浜市児童福祉審議会（以下「審議会」という。）とする。 

 

（委員の任期） 

第２条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上が招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければなら

ない。 

３ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、こども青少年局において処理する。 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮っ

て定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日において、審議会の委員又は臨時委員に任命されている者に係る任期は、

平成12年10月31日までとする。 

   附 則（平成17年12月条例第117号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （平成18年2月規則第９号により同年４月１日から施行） 



横浜市児童福祉審議会運営要綱 

 

最近改正：平成 28 年 11 月１日 こ企第 298 号（局長決裁） 
 
 （総則） 
第１条 横浜市児童福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営について必要な事項は、 

児童福祉法（昭和 22 年 12 月法律第 164 号）、同法施行令（昭和 23 年３月政令第 74 号）及び横

浜市児童福祉審議会条例（平成 12 年２月横浜市条例第５号）その他の法令等に定めがあるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 
 
 （組織） 
第２条 審議会は、委員 25 人以内で組織する。 
２ 審議会に委員の互選による委員長及び副委員長各１人を置く。 
 
 （臨時委員） 
第３条 特別な事項を調査、審議するため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。 
２ 臨時委員は、総会の議決に加わることができない。 
 
３ 臨時委員は、当該特別事項の調査、審議が終了したときは解嘱されるものとする。また、委員 
の任期が満了したときも同様とする。 

 
 （部会） 
第４条 審議会に、次の左欄に掲げる部会を置き、右欄に掲げる事項を調査審議する。 
部会の名称 調  査  審  議  事  項 
里親部会 

 
１ 里親の認定及び取消に関すること。（第８項第１号関係） 
２ その他、里親等に関すること。 

保育部会 
 

１ 家庭的保育事業等の認可に関すること(第８項第６号関係) 
２ 保育所の設置認可に関すること(第８項第７号関係) 
３ 家庭的保育事業等、保育所等の整備補助金交付先並びに用地及び建物の貸付先の審

査に関すること(第８項第８号関係) 
４ 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業、認可外

保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業等（以下、「保育・教育施設等」という。）

における重大事故の検証に関すること(第８項第 12 号関係) 
５ その他、保育に関すること。（他の附属機関が所掌するものを除く） 

児童部会 
 

１ 児童福祉施設（他の部会で所管するものを除く。）の整備補助金交付先及び用地の

貸付先の審査に関すること（第８項第 10 号関係） 
２ 児童の施設入所等の措置の決定及びその解除等に関すること。（第８項第２号関係） 
３ 児童の一時保護に関すること。（第８項第３号関係） 



４ 児童虐待等の調査に関すること(第８項第 13 号関係) 
５ 児童虐待による重篤事例等の検証に関すること(第８項第 14 号関係) 
６ 児童相談所一時保護所の外部評価に関すること(第８項第 15 号関係) 
７ その他、児童の処遇に関すること。 

障害児部会 １ 障害児施設の整備補助金交付先及び用地の貸付先の審査に関すること（第８項第９

号関係） 
２ その他、障害児の福祉に関すること。 

放課後部会 １ 放課後児童健全育成事業者への行政指導及び行政処分に関すること 

２ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関すること（第８項第 11号関係） 
専門部会 上記以外で、児童福祉法第８条第１項に定められた調査審議事項等（第８項第４号及び

第５号関係） 
 
２ 部会は、審議会の委員及び臨時委員若干人をもって組織する。 
３ 部会に所属すべき委員は、委員長が審議会にはかって指名する。 
４ 部会に、委員の互選による部会長及び副部会長各１人を置く。ただし、委員長が臨時委員をも 

って部会長または副部会長に充てることが適当であると認めたときは、その部会に属する委員の 
同意を得て、臨時委員を部会長または副部会長とすることができる。 

５ 部会長は、会務を総理する。部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。 
６ 部会は、必要に応じ部会長が招集する。 
７ 部会における議事の定足数及び議決については、横浜市児童福祉審議会条例第４条の規定を適

用する。 
８ 部会における次の事項の決定は、審議会の決定とみなす。ただし、次回の審議会に報告しなけ 

ればならない。 
 (1) 児童福祉法施行令第 29 条、横浜市里親家庭養育運営要綱（昭和 61 年６月制定）第９条第１

項及び第 10 条第２項に規定する事項 
 (2) 児童福祉法第 27 条第６項及び同施行令第 32 条第１項に規定する事項 
 (3) 児童福祉法第 33 条第５項に規定する事項 
 (4) 児童福祉法第８条第７項に規定する事項 
 (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和 39 年７月政令第 224 号）第 13 条に規定する事

項 
(6) 家庭的保育事業等の認可に関すること(児童福祉法第 34 条の 15 第 4 項関係) 
(7) 保育所の設置認可に関すること(児童福祉法第 35 条第 6 項関係) 
(8) 家庭的保育事業等、保育所等の整備補助金交付先並びに用地及び建物の貸付先の審査に関す

ること(児童福祉法第 8 条第 2 項関係) 
(9) 障害児施設の整備補助金交付先及び用地の貸付先の審査に関すること（児童福祉法第 8 条第

２項関係） 
(10)児童福祉施設（第４条第８項第８号、第９号に規定するものを除く）の整備補助金交付先及

び用地の貸付先の審査に関すること（児童福祉法第 8 条第２項関係） 



(11) 横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成 26 年９月横浜市

条例第 49号）第４条第１項に規定する事項 

(12) 教育・保育施設等における重大事故の検証に関すること 

(13) 児童虐待等の調査に関すること 
(14) 児童虐待による重篤事例等の検証に関すること（児童虐待の防止等に関する法律第４条第

１項関係） 
(15) 児童相談所一時保護所の外部評価に関すること 

９ 正・副委員長は、部会に出席し意見を述べることができる。 
10 部会は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号）第 31
条及び横浜市審議会等の会議の公開に関する要綱（平成 12 年６月制定）第４条の規定に基づき、

里親、保育、児童及び障害児等に関する非開示情報を取り扱う場合には、非公開とする。 
11 部会には、専門的な検証、評価等を行うために、下部組織を設置することができる。 
 
 （委員長又は部会長の専決事項） 
第５条 委員長は、軽易又は急施を要する事項で、審議会又は部会を招集する暇がないときは、こ 

れを専決できる。ただし、次の審議会に報告しなければならない。 
２ 第１項の規定は、第４条第８項について、部会長に準用する。 
 
 （会議の傍聴手続等） 
第６条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴人名簿に記入し、係員の指示によ 

り、傍聴席に入らなければならない。 
２ 傍聴定員は、先着順で１０人とする。 
３ 危険物所持等、会議場における秩序を乱すおそれがある者は、傍聴を認めないものとする。 
４ 傍聴人は、静粛を旨とし、議長の指示に従わなければならない。また、会議場において許可な 

く撮影、録音等を行ってはならない。 
 
（守秘義務） 

第７条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その身分を失った後も同様

とする。 
 

 （庶務） 
第８条 審議会の庶務は、こども青少年局総務部において処理する。ただし、里親部会、児童部会

及び障害児部会の庶務は、こども福祉保健部において処理し、保育部会の庶務は、子育て支援部に

おいて処理し、放課後部会の庶務は、青少年部において処理する。 
 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、委員長が審議会にはかって定める。 
 
 



   附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、昭和 56 年７月１日から施行する。 
 （関係要綱の廃止） 
２ 横浜市児童福祉審議会運営要綱（昭和 31 年 11 月１日制定）は廃止する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、昭和 57 年７月１日から施行し、改正後の規定は昭和 57 年４月１日より適用する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成８年 11 月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 10 年４月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 10 年 11 月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 12 年７月 11 日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 12 年 11 月 28 日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 16 年 10 月 28 日から施行する。 
   附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 17 年１月１日から施行する。 
（施行期日） 

 この要綱は、平成 18 年 12 月 21 日から施行し、平成 18 年 12 月１日より適用する。 
（施行期日） 

 この要綱は、平成 24 年４月 1 日から施行する。 



（施行期日） 
 この要綱は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 
 （施行期日） 
 この要綱は、平成 28 年 11 月 1 日から施行する。 



平成 28年度 横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

１ 子ども・子育て会議における点検・評価の実施について 

横浜市子ども・子育て支援事業計画に位置付けている子ども・子育て支援施策を着実に推進してい

くため、子ども・子育て会議において、横浜市子ども・子育て支援事業計画の実施状況に関する点検・

評価を毎年度実施します。

２ 点検・評価の実施方法 

点検評価にあたっては、実績数値の評価に加えて、数値だけでは把握できない部分について、

施策を推進していく過程の評価や必要に応じて市民ニーズの把握や利用者アンケートを実施す

ることとし、次の視点で、各部会において所掌する基本施策や事業・取組等に関する点検・評価

を実施します。 

（１）進捗状況及び有効性に関する段階評価

○進捗状況：各指標、事業・取組について、目標値に対する進捗状況を４段階で評価します。 

A：計画以上に進んでいる。    B：計画どおりに進んでいる。 

C：計画より若干遅れている。   D：計画より大幅に遅れている。 

○有効性：各事業・取組について、利用者、実施事業者からの意見・評価を踏まえ、当該事業・

取組が市民生活等の向上にどの程度貢献したかを４段階で評価します。

A：市民生活等を向上させることができ、利用者、実施事業者からの評価も高い。 

B：市民生活等を向上させることができた。 

C：市民生活等を向上させることができたとは言えない。 

D：市民生活等を向上させることができず、利用者、実施事業者からの評価も低い。 

※有効性の評価にあたり、利用者や実施事業者へアンケートやヒアリング等を行っています。 

（２）施策を推進していく過程の評価

○基本施策ごとに計画推進に向けた課題や、新たな行政課題への対応を検討し、これらを踏ま

え、各事業・取組の今後の展開（推進、見直し、休止・廃止）を評価します。

３ 各部会における平成 28年度の実施状況に関する点検・評価の実施予定 

  29 年６月～９月の各部会において、所掌する基本施策・事業に関する点検・評価を行います。 

各部会 所掌する基本施策 

子育て部会 基本施策１及び３の一部、基本施策５～９ 

保育・教育部会 基本施策１及び３の一部 

放課後部会 基本施策１及び２の一部 

青少年部会 基本施策２の一部及び４ 

４ 平成 28 年度の実施状況に関する点検・評価（案） 

  別添のとおり 

５ 結果の公表 

  実施状況の点検・評価の結果については、子ども・子育て会議の審議を経た後、本市ホームペ

ージ等で公表します。 

資料５ 



＜参考＞各部会の所掌事業について（平成 28年 11月～） 

 

 
子育て部会 保育・教育部会 放課後部会 青少年部会

基本施策① 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援
○

（病児保育）
○

（保育・教育全般）
○

（放課後施策）

基本施策② 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進
○

（放課後施策、
プレイパーク）

○

基本施策③ 障害児への支援
○

（障害児施策全般）
○

（障害児保育・教育）

基本施策④ 若者の自立支援の充実 ○

基本施策⑤ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 ○

基本施策⑥ 地域における子育て支援の充実 ○

基本施策⑦ ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（DV）への対応と未然防止 ○

基本施策⑧ 児童虐待防止と社会的養護体制の充実 ○

基本施策⑨ ワーク・ライフ・バランスと子どもを大切にするまちづくりの推進 ○

子育て部会 保育・教育部会 放課後部会 青少年部会

○

○

○

○

○

○

○
（全体調整＋地域子育て支援

拠点）

○
（保育・教育コンシェル

ジュ）

○

○

○

○
（乳幼児一時預かり、子育てサポート

システム等）

○
（一時保育、幼稚園預

かり保育等）

第４章　施策体系と事業・取組

第５章　保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に関する５年間の量の見込み、確保方策

保育・教育に関する施設・事業
（保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）

妊婦に対して健康診査を実施する事業

乳児家庭全戸訪問事業

子育て短期支援事業

養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支
援に資する事業

病児保育事業

利用者支援に関する事業

時間外保育事業

放課後児童健全育成事業

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業
子育て援助活動支援事業



＜指標＞

№
施
策 計画策定時 【31年度末の目標】

H28
目標値

29年３月末時点 進捗状況 所管課

1 1
20人
(26年4月)

0人
（32年４月）

0人
2人
（29年4月1日時点） B 保育対策課

2 1
47.1％
(25年度)

65.0% 63.00% 66.60% A 保育・教育人材課

＜主な事業・取組＞

1 1 1 ☆
保育・教育基盤整備
事業

①利用定員（１号）
②利用定員（２、３号）

①54,818人（25年度実
員ベース）
②60,003人（26年4月）

①49,834人
②74,693人

①56,062人
②69,713人

①55,433人
②70,133人
（29年4月）

B 6,419,379千円 B

保育所を整備することに加え、保育・教育の「質」の確保にも取
り組んでほしいという意見が出ている。
保育所整備の結果、利用することができた方から感謝の声が
寄せられる一方で、利用できなかった方からは保育所整備を進
めてほしい旨の要望が寄せられた。

推進

子育て支援
課
保育対策
課

2 1 1 ☆
保育コンシェルジュ事
業

実施箇所数
18か所
（25年度）

18か所 18か所 18か所 B 94,151千円 A

様々な預け先について寄り添って相談に乗ってもらい、一番適
している預け先を選べたという声が届いている。
また、国からの通知でもコンシェルジュの取組の必要性が認め
られた。

推進
保育対策
課

3 1 4
保育・幼児教育研修・
交流等事業

①保育所職員等研修参加者数
（各区連携研修含む）
②私立保育園園長会研修参加
者延べ人数
③白峰学園保育センター研修参
加者延べ人数
④幼稚園における研究・研修へ
の教職員参加者延べ人数

①27,235人
②2,744人
③1,722人
④22,716人
　（25年度）

①32,500人
②3,000人
③1,722人
④23,000人

-

①31,382人
②2,197人
③3,155人
④21,360人

B

①90,022千円の一部
②3,500千円
③5,276千円
④3,600千円

B

①多くの研修参加者から「自ら考え自ら関わること
が大切だと改めて学びました」「様々な人の考え、
立場にも気づきました」との声が聞かれ保育実践に
つながっています。
②③多くの職員が参加しています。
④研究・研修の充実が可能となり、園長や幼稚園
教諭等の指導力向上につながっている。

推進

保育・教育
人材課
子育て支援
課

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開

平成28年10月に6名を増員し、計33名配置している。
区役所での窓口相談に加え、関連施設に出向いた情報収集、連携や
出張相談などの取組を行った。

①市立保育所、民間保育所、幼稚園、認定こども園、地
域型保育事業、横浜保育室、認可外保育施設の職員等
を対象とした研修を実施しました。
②横浜市私立保育園園長会が主催する研修を補助しま
した。
③白峰学園保育センターが実施する研修を補助しまし
た。
④公益社団法人横浜市幼稚園協会が実施する幼稚園・
認定こども園教職員の研究・研修事業について、助成を
実施した。

＜受入枠拡大の取組＞認可保育所整備 ２，１５９人、 横浜保育室の
認可移行支援：２３９人、認定こども園３１６人、小規模保育整備事業４
２１人、家庭的保育事業：▲７人、地域型事業所内保育：１人、横浜保
育室から小規模保育事業への移行による減：▲２２８、私立幼稚園預
かり保育の拡充：１６０人、合計 ３，０６１人

【直近の状況】

＜28年度の振り返り＞

№
施
策

方向
性

確保
方策 事業・取組名 目標 計画策定時 所管課28年度予算額

H28
目標値

29年３月末時点 進捗状況 28年度の取組
【31年度末
の目標】

＜28年度の振り返り＞

指標

保育所待機児童数

保育所・幼稚園・認定こども園と小学校との円滑な接続のため
のカリキュラムの実施率

横浜市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の点検・評価（案：0630保育・教育部会）

【基本施策①】乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ⽬のない⽀援（保育・教育部会 所掌分抜粋）

■これまでの主な取組
○保育ニーズの増⼤と多様化に対応するため、国家戦略特区制度を活⽤した公園内への保育所整備、川崎市との連携協定に基づく市境での保育所の共同整備（2園⽬）、幼稚園預かり保育事業の拡充に取り組みました。また、低年齢児対策として、⼩規模保育事業の推進、新設園４・５歳児室等を活⽤した年度限定型保育事業の実施にも取り組みました。
○年々厳しさを増している保育⼠の確保のため、保育⼠就職⾯接会の開催や保育⼠・保育所⽀援センターの運営に加え、新たに市内保育所等で従事する意向のある保育⼠養成施設卒業予定者に対する就学資⾦の貸付及び潜在保育⼠に対する就職準備⾦の貸付を実施しました。
○保育者等の専⾨性を⾼め保育の質向上を図るため、外部有識者等の講師による研修を実施し、幼稚園を含めた市内の保育・教育施設に、広く案内しました。また、新設の保育所等に園内研修・研究サポーターの派遣を⾏うなど、園内研修・研究の取組⽀援を強化しました。さらに、乳幼児期の保育・教育と⼩学校教育の円滑な接続を図るため、接続期カリキュラムに基づ
く研修や区教育交流事業等を実施しました。
○多様な保育ニーズに対応するため、理由を問わず利⽤できる乳幼児⼀時預かりについて、新規３事業者を選定し、３施設で36⼈の定員を拡充しました。

■取組による成果
○29年４⽉の保育所等利⽤申請者数が過去最⼤の65,144⼈となる中、29年４⽉１⽇時点の保育所等利⽤待機児童数は２⼈となりました。
○保育・教育施設の職員等に向けて局・区で実施した研修には延べ31,000⼈以上が参加したほか、園内研修・研究サポーター派遣などにより、各保育所等での園内研修・研究の取組実施につながり、⼈材育成や課題解決が促進されました。
○接続期カリキュラムの実施率をあげる等、学びの連続性を保障する取組を充実させ、保育所や幼稚園、認定こども園等で培った⼒を発揮し、安⼼して⼩学校⽣活が送れる環境づくりを推進しました。

■今後の取組の⽅向性（計画推進に向けた課題、新たな⾏政課題への対応など）
○待機児童解消に向け、引き続き、保育ニーズが⾼いエリアでの保育所整備等に取り組み、30年4⽉時点における受⼊枠を3,042⼈分拡⼤します。なお、運営事業者に対する宿舎借り上げ経費補助の上限額の引上げや対象期間の拡充、受付期間の通年化を実施し、さらなる保育⼠確保に取り組むとともに、「⼦育て安⼼プラン」を踏まえた今後の取組についても検討して
いきます。
○⼀時保育、休⽇保育、病児・病後児保育などの特別保育事業について、各家庭ニーズに対応する保育の提供をしていきます。
保育所等での⼀時保育については、実施事業者へのヒアリング等を⾏い実態の把握を進めるとともに、29年度は定員に空がある施設に対し、⼀時保育の受け⼊れを依頼するなど、事業の拡⼤を⽬指します。
24時間型緊急⼀時保育については、必要な⽅にご利⽤いただけるよう、事業を広く周知するよう努めます。
病児保育については、実施施設の増に向け、市医師会及び市病院協会へのさらなる協⼒依頼を⾏うとともに、特に未整備区については区医師会への働きかけを⾏っていきます。

○保育の質のさらなる向上のため、引き続き園外研修の充実を図るとともに、保育・教育施設が⾃主的に実施する園内研修・研究の取組⽀援を通じて⼈材育成や課題解決の⽀援を強化していきます。また、接続期カリキュラムの充実に努めます。



＜主な事業・取組＞

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開

【直近の状況】

＜28年度の振り返り＞

№
施
策

方向
性

確保
方策 事業・取組名 目標 計画策定時 所管課28年度予算額

H28
目標値

29年３月末時点 進捗状況 28年度の取組
【31年度末
の目標】

4 1 4
乳児期・幼児期・小学
校の連携・接続に関
する研修・研究事業

育ちと学びをつなぐ～横浜版
接続期カリキュラム～

―
カリキュラム改訂
（28年度）

― ― B 90,022千円の一部 B

・接続期カリキュラムの実施率が幼保小合計で66％を超え、理
解が進んでいます。
・区教育交流事業や推進地区事業を展開した結果、幼保小の
職員連携が進み、顔の見える関係が構築され、子どもたちや
保護者の安心につながっています。(平成28年度区教育交流事
業活動報告、推進地区事業活動報告）
・接続期カリキュラム及び実践事例集は市民情報センターで販
売し、全国から問合せが相次いでいます。カリキュラム、事例
集、合わせて4,700冊以上を販売し、幅広く活用されています。

推進
保育・教育
人材課

5 1 2 ☆
幼稚園での預かり保
育

利用者数（年間）
1,025,333人
（25年度）

1,279,613人 1,152,481人 1,331,742人 A

【預かり保育事業】
1,601,558千円

【一時預かり事業】
98,929千円

＊市実施分のみ

B

【利用者から】
・子どもの預け先が保育所だけでなく、ひろがった。（働いてい
ても、幼児教育が受けられる。入園してから、子どもの様子をみ
て働きはじめたい。短い日数、時間で就労したい等）
【事業者から】
・保護者の期待、社会の要請にこたえることができている。
・異年齢児の集団保育を行うことで、低年齢児を思いやるなど
の心の成長がみられた。
・横浜市の補助金と保護者の利用料により、経営の安定につな
がった。
・教員の確保が難しい。
・保育内容の充実、組み立てが難しい。

推進
子育て支援
課

6 1 2 ☆
保育所等での一時保
育

延べ利用者数（年間）
159,389人
（25年度）

380,529人 267,044
【民間】136,786人
※公設民営含む

【市立】15,127人
【横浜保育室】7,691人

C

【民間】924,847千円
※公設民営含む

【市立】123,570千円
【横浜保育室】28,592千

円

C

　多くの施設が、一時保育の受け入れ枠を固定枠として設けて
おらず、入所児童の状況により受け入れ枠数が変動するため、
安定的に受け入れ枠を確保できていない状況がある。
　このため、保護者からは、希望の利用日に利用できないとの
ご意見をいただいている。
　事業実施者からは、毎日の利用ではない児童を受け入れる
ことに対し、保育士確保の点で実施が難しいという意見があ
る。

推進
保育・教育
運営課

7 1 2 ☆
24時間型緊急一時保
育

延べ利用者数（年間）
2,022人
（25年度）

3,504人 2,628人 1,694人 C 67,846千円 B

　
　休日・夜間を含めた子育てのセーフティーネットとして役割り
を果たしている。
　利用児童数は減少しているが、利便性の向上のため実施施
設の拡大が望まれる。
　すでに実施している施設では保育士確保できているが、24時
間365日実施する本事業の性格上、保育士確保の点から事業
の拡大が難しいという課題がある。

推進
保育・教育
運営課

8 1 2 ☆ 休日保育 延べ利用者数（年間）
3,025人
（25年度）

4,157人 3,516人 4,775人 A 14,548千円 B

　助成制度により、必要な保育士の確保ができている。
保護者からは、必要な時に安心して預けることができる
と言われている。

推進
保育・教育
運営課

9 1 2 ☆ 乳幼児一時預かり 延べ利用者数（年間）
67,804人
（25年度）

87,840人 79,788人 87,304人 A 275,398千円 B

【利用者から】
・近くに頼れる祖父母・家族がいないので、通院や急な引っ越
し、家事、きょうだい児の行事など、困った時に預かってもらい
助かった。
・預かってもらったことで、気持ちにゆとりができた。
【事業者から】
・いつでも安心して預けられる場所として、事業の意義やニーズ
は高いと感じている。
・短時間就労やフレキシブルな就労をされている方にとって有
効な事業である。
・ちょっとリフレッシュしたいときに直近の予約が取りにくい状況
になっており、実施施設を増やしていくことが必要。

推進
子育て支援
課

日曜、祝日等の保育ニーズに対応するため、１１か所（公設民営１か
所・民営１０か所）で休日保育を実施した。

新規３事業者を選定し、３施設合計で36人の定員を拡充した。その結
果、市内22か所において理由を問わずに利用できる一時預かりを実
施した。

○あおぞら保育園（神奈川区六角橋）、港南はるかぜ保育園（港南区
日野）の２園で、夜間・宿泊も含め２４時間、３６５日、緊急に保育を必
要とする就学前児童に対し、一時保育を実施した。
○27年度から実施予定としていた区（港北区）で、保育士確保が難し
く、実施できていないため実績が目標値を下回っている。新たに夜間
の一時保育のスキームを作り、29年度から実施すると同時に、24時間
緊急一時保育の実施に繋げられるよう調整を進める。
○28年度中に整備し、29年度から実施予定としていた中区について、
新設の保育園等に働きかけを行うなど調整を行ったが、条件が折り合
わず、整備ができなかった。そのため、現在、実施の意向に係る施設
向けアンケートを実施し、実施施設の拡大に向けての働きかけを行っ
ている。

・接続期カリキュラムに基づく研修（接続期研修会、ス
タートカリキュラム研修会、アプローチカリキュラム研修
会、幼保小連携フォーラム）や区教育交流事業、推進地
区事業等を実施し、理解浸透を図りました。
・接続期カリキュラムについては29年3月に告示された、
保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園教育・
保育要領、学習指導要領等の内容を研究し、29年度改
訂版発行に向けた検討を進めました。
・接続期カリキュラムの考え方を理解浸透させるために、
実践事例集第5集を発行し、市内各園・学校に配布しまし
た。

・保護者の就労等により保育を必要とする園児を対象とする長時間の
預かり保育については、28年度は新たに８園を認定した。平成29年3
月末時点では、市内の幼稚園、認定こども園281園中、176園で実施し
ている。
・新規認定における説明会を実施し、13園が参加した。さらに協会各
支部への訪問説明・誘致、園への個別折衝を行った。
・保護者の急な用事やリフレッシュ等の一時的な保育ニーズに対応す
るため、市と県で合わせて192園で一時預かり保育を実施している

○就業形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による
緊急時の保育に対応するため、一時保育を実施した。
（民間389か所、公設民営2か所、市立46か所、横浜保育室84か所：計
521か所）
○待機児童対策により、各施設において入所枠を拡大している。その
ため、保育室の広さや保育士確保の面から、一時保育で活用できる
枠を設けることが難しい状況となっており、実績が目標値を下回って
いる。
○受入れ枠の確保については、保護者からもニーズが高いことから、
29年度は定員に空がある施設等に対し、一時保育の受け入れを依頼
するなど、受入れ枠の拡大を目指す。



＜主な事業・取組＞

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開

【直近の状況】

＜28年度の振り返り＞

№
施
策

方向
性

確保
方策 事業・取組名 目標 計画策定時 所管課28年度予算額

H28
目標値

29年３月末時点 進捗状況 28年度の取組
【31年度末
の目標】

10 1 2 ☆
横浜子育てサポート
システム

延べ利用者数（年間）
45,799人
（25年度）

57,953人 51,517人 55,767人 A 198,806千円 B

【会員から】
・身内にサポートしてもらえない状況のため、大変助かっ
た。
・事前打ち合わせで顔合わせすることにより安心して利
用することができた。
【事業者から】
・コーディネーターが事前打ち合わせに同席する等、丁
寧な利用支援が行えている。
・事業の広報・周知に努めたことで、会員数は増加してい
るが、提供会員が利用会員に比べて少ない。利用ニー
ズに対して、提供会員の確保が課題となっている。

推進
子育て支援
課

11 1 2
障害のある子どもへ
の保育・教育の提供
体制の整備

― （実施） （推進） ― 実施 B
①民間　2,694,314千円

市立　633,969千円
②1,000千円

③―

B

①助成制度により、必要な保育士等の確保ができていま
す。
②医療技術の進歩により、医療的ケアが必要な児童の
保育所入所の希望が増えているため、医療的ケア児が
必要な支援が受けられるよう保育の実施体制の計画的
な構築を進める必要がある。
①②により、保護者からも安心して預けることができると
言われています。
③保育所などの施設・機関は増加しているため、さらな
る支援を求める声も大きい。巡回訪問を含め、地域療育
センターに地域の中核機関としての役割強化が求めら
れている。

推進

保育・教育
運営課
保育・教育
人材課
障害児福
祉保健課

12 1 2 ☆ 延長保育事業 利用者数（夕延長）
5,888人（月）
（25年度）

21,278人（月） 14,350人（月）
【市立】1,100人
【民間】5,223人 C 市立　　　33,731千円

民間　4,828,798千円 B
・延長保育を行う施設等は増加し、受け入れ態勢は拡大してい
るため、必要な子供へのサービスは提供できている。
・多様な就業形態等へ対応するため、今後も実施が必要

推進
保育・教育
運営課

13 1 2 ☆
病児保育事業、病後
児保育事業

①病児保育実施か所数
②病後児保育実施か所数

①17か所
②４か所
（27年2月）

①27か所
②４か所

①21か所
②４か所

①19か所
②4か所 C 359301千円 C

実施事業者からは、当日のキャンセルが多く、従事者の
確保や利用料収入の減少、運営費や設備費の確保に課
題があるとの意見が多い。また、看護師・保育士の確保
が困難との意見がある。
市民からは、自宅近くで預けられる等、利便性が向上す
るよう実施施設数の増や、開所時間の延長などが求め
られている。

推進
保育・教育
運営課

14 1 4

保育士就職面接会、
幼稚園教諭と保育士
資格を併有する「保育
教諭」の確保

面接会参加者数
292人（5回延べ）
（25年度）

2,000人（30回延べ）
（平成27～31年度）

― 732人（6回延べ） A 21,585千円 B

面接会の参加者からは、効率的に園の情報を把握することが
でき、就職活動に役立ったという声が寄せられている。
事業者からは、面接会に参加した方を採用することができ、大
変助かったという声が届いている。

推進
保育対策
課、子育て
支援課

保育士就職面接会を全５回実施し318人が参加し、その内90人が市
内施設への就職に繋がった。また、幼稚園協会との連携による面接
会を１回実施し、414人が参加した。
国の幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得特例制度について事業
者等に周知するとともに、県内養成校に対し特例制度に対応した講座
の開講に向けた働きかけを行った。

・平成28年10月に瀬谷区支部事務局を瀬谷区地域子育て支
援拠点に移管。市内すべての事務局の地域子育て支援拠点
への移管が完了し、専任のコーディネーターの常時３人配置に
よる機能強化を図った。
・子どもを「預かってほしい人」と「預かる人」が会員として登録
し、条件の合う会員間の連絡・調整をサポートすることで、地域
ぐるみでの子育て支援を推進した。

①障害のある子どもへの保育・教育の提供体制を確保するた
め、対象児童の加配区分に応じて、市立保育所については保
育士加配、民間保育所等については保育士等を確保するため
の経費の助成を行った。
【参考】受入施設数　25年度 310　→　28年度 479
②障害のある子どもへの理解と適切な保育環境を整備するた
め、横浜市リハビリテーション事業団に委託し、障害児保育の
研修を実施しました。保育者等の専門性の向上を図るととも
に、障害理解と援助方法を学び、保育所等での受け入れ体制
を整備している。
③地域療育センターの職員が地域の保育所や地域訓練会等
を訪問し、障害に関する相談や支援を行う巡回訪問事業を実
施した。【参考】1,363回（28年度）

認定区分を超えた時間帯に保育を必要とする子どもを対象とした延長
保育を実施（公立：82施設、民間：788施設）

１９か所（１３区）で病児保育事業を実施した。
病児保育事業の拡大に向け、これまで周知していた市医師会
に加え、市病院協会へも病児保育事業の新規募集について周
知したが、28年度は応募施設がなく、選定施設は0であった。ま
た、対象児童の拡大（小学校４年生～６年生）について、病児
病後児保育施設２３施設中１７施設で1年間の試行実施を行っ
た。
その他、病児保育事業者との意見交換会を実施した。



 

 

 

 

 

横浜市子ども・子育て支援事業計画における中間見直しについて 

 

 

 

１ 趣旨 

子ども・子育て支援法に基づく「横浜市子ども・子育て支援事業計画」（計画期間：平成 27 年

度～31 年度、以下「事業計画」）については、中間年に見直しを行うこととしています。 

計画のうち、各年度の計画を年度末日（３月 31日）の値で設定している地域子ども・子育て支

援事業（保育・教育部会所掌：「病児保育事業」及び「時間外保育事業」）については、今年度（29

年度）が中間年に該当するため、「量の見込み」（利用に関するニーズ量）及び「確保方策」（量の

見込みに対応する整備量と実施時期）の見直しを行います。 

また、本事業計画は次世代育成支援対策推進法に基づく「かがやけ横浜こども青少年プラン後

期計画」を継承するものとして一体的に策定していることから、「指標」・「主な事業・取組」に記

載のあるものについても、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

 

２ 今後のスケジュール 

H29 年６月～ 子ども・子育て会議（部会）において、「点検・評価」について審議 

H29 年８月～ 子ども・子育て会議（部会）において、中間見直しに係る「量の見込み」

等について審議 

H29 年９月～ 子ども・子育て会議（部会）において、中間見直しに係る「確保方策」等

について審議 

10 月頃 子ども・子育て会議（総会）において、「点検・評価」、「量の見込み」及び

「確保方策」等について審議 

H30 年３月頃 神奈川県との協議等を経て、見直し後の「量の見込み」及び「確保方策」

の確定 

 

資 料 ６ 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年４月１日現在の保育所等利用待機児童数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 待機児童数等の状況 

(1) 待機児童数                          （単位：人） 

27年4月 28年4月 29年4月 29年‐28年

187,595 185,564 182,511 ▲ 3,053

57,526 61,873 65,144 3,271

54,992 58,756 61,885 3,129

2,534 3,117 3,259 142

926 987 896 ▲ 91

678 586 485 ▲ 101

12 12 6 ▲ 6

22 44 54 10

43 50 79 29

53 131 129 ▲ 2

118 164 143 ▲ 21

334 420 413 ▲ 7

332 366 277 ▲ 89

934 1,337 1,671 334

8 7 2 ▲ 5待機児童数（Ｈ）＝（Ｃ）－〔（Ｄ）+（Ｅ）+（Ｆ）+（Ｇ）〕

求職活動を休止している方（Ｆ）（*2）

特定保育所等のみの申込者など（Ｇ）（*3）

横浜保育室等入所数（Ｄ）

幼稚園預かり保育

事業所内保育施設

年度限定保育事業

一時保育等

育休関係 （Ｅ）（*1）

横浜保育室

川崎認定保育園

区分

就学前児童数

保育所等利用申請者数（Ａ）

利用児童数（Ｂ）

保留児童数（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

 

平 成 2 9 年 ４ 月 2 5 日  
こども青少年局保育対策課  

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

・平成 29 年４月１日現在の保育所等利用待機児童数は、認可保育所や小規模保育事業等

の多様な保育施設の整備・拡充や、きめ細かい相談支援サービスなどに取り組んだ結

果、２人となりました。 

・3 月 31 日付で厚生労働省から保育所等利用待機児童数調査要領の改正が通知され、育

休関係については集計の考え方が変更になりましたが、改正後の調査要領によりがた

い項目がある場合には、改正前の調査要領に基づくことができるとされました。本市

におけるこれまでの保護者への確認状況を踏まえ、従来と同じ集計方法としています。 

・保育所等利用申請者数は過去最大の 65,144 人となりました。保育所等の利用児童数は

61,885 人で、3,129 人増加しました。なお、ご希望どおりの保育所等を利用できてい

ない方は 3,259 人いらっしゃり、昨年同時期と比較して 142 人増えました。 

・待機児童数ゼロを目指し、地域の状況をより詳細に分析し、保育ニーズの高い地域を

重点に、既存の資源を最大限活用するとともに、必要な施設・事業を整備するなど、

地域の状況に応じた対策を今後も進めていきます。また、保育士の確保についても、

引き続き、取組を進めていきます。 
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(2) 年齢別の待機児童数及び保留児童数の状況 

待機児童２人は、１歳児と２歳児となっています。 

保留児童は低年齢児が全体の約９割を占めています。 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

0人 1人 1人 0人 0人 0人 2人

0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

530人 1,728人 735人 186人 59人 21人 3,259人

16.3% 53.0% 22.6% 5.7% 1.8% 0.6% 100.0%

待機児童数

保留児童数

 

 

(3) 選考基準別の待機児童数の状況 

待機児童数では、Ｃランクが１人、Ｅランクが１人となっています。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 計

0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 2人

0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
29年４月

 
 ※ランクについては、11 ページの参考資料４を参照ください。 

 

(4) 北部３区における保育所等の利用状況 

港北区では、就学前人口が増加を続けており、依然として利用申請者も大きく増加し、

保留児童数が多く生じております。一方、鶴見区、神奈川区では就学前児童数は減少し

ていますが、依然として利用申請者数が増加しています。定員増や定員を超えた受け入

れを行った結果、保留児童数は鶴見区では横ばい、神奈川区では減少しています。 

人口増
29-28

定員増
29-28

申請増
29-28

利用増
29-28

保留増
29-28

19,233 142 6,973 914 7,567 663 6,984 644 583 19 2

16,142 ▲ 177 5,862 383 6,428 421 6,093 417 335 4 0

11,585 ▲ 127 4,275 397 4,742 453 4,450 486 292 ▲ 33 0

182,511 ▲ 3,053 62,181 3,427 65,144 3,271 61,885 3,129 3,259 142 2市全体

待機
児童
数

港北区

神奈川区

鶴見区

就学前
児童数

保育所
等定員

利用申
請者数

利用者数
保留

児童数

 
 
 
 
 
 
 

（＊）補足説明 

*1 育休関係：４月 1日に育児休業を取得されている方（改正前の調査要領に基づく） 

*2 求職活動を休止している方：ご自身等でお子さんをみながら、インターネットなどを利用し、

在宅で職を探している方 

*3 特定保育所等のみの申込者など：１か所しか申し込んでいない方、２か所以上申し込んだに

もかかわらず、第１希望等の保育施設しか利用を望んでいない方、申し込みをされた園や自宅

の近くに利用可能で空きがある保育施設があるにも関わらず利用を希望されない方 
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２  28 年度の取組 

(1) 認可保育所の整備・拡充  

公有地の活用等による保育所の整備・改修等により、認可保育所の定員増は 2,159 人

（新規整備 34 か所、分園整備３か所等）となりました。 

 

ア 国家戦略特区制度を活用した保育所整備 

 環境創造局をはじめ関係部署との連携のもと、国家戦略特区制度を活用し、横浜市 

立反町公園内に保育所（分園）を開所しました。 

 

保育所名：いずみ反町公園保育園 

所 在 地：横浜市神奈川区反町 1-12（反町公園内） 

開 所 日：平成 29 年４月１日  定  員：40 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 川崎市との待機児童に関する連携協定に基づく共同整備 

横浜市と川崎市の「待機児童対策に関する連携協定」に基づき、市境周辺において

両市民が利用できる保育所の整備について、平成 28 年４月に川崎市で１園目が開所

したのに続き、平成 29 年４月に横浜市において２園目の保育所が開所しました。 

  保育所名：尻手すきっぷ保育園 

  所 在 地：横浜市鶴見区矢向 4-26-13 

  開 所 日：平成 29 年４月１日 

  定  員：59 人（横浜市 39 人、川崎市 20 人） 

 

(2) 認定こども園*の整備 

子ども・子育て支援新制度のもと、既存の幼稚園から認定こども園への移行を促進し 

てきたことにより、認定こども園の定員増は 316 人（７か所）となりました。 

* 定員は、子ども・子育て支援法に基づく２号認定及び３号認定の子どもが対象です。 

 

(3) 低年齢児対策 

ア 小規模保育事業の推進 

多様な主体の参入促進による小規模保育事業の整備・改修等を促進してきたことに

より、小規模保育事業の定員増は 421 人（24 か所）となりました。 
 

イ 年度限定保育事業の実施 

保育所の空きスペースや余裕のある保育室を活用して、保育所等を利用できなかっ

た１・２歳児を期間限定（１年度または２年度）で受け入れています。平成 29 年４

月１日現在、１歳児 101 人、２歳児 28 人の児童が利用しています。 
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(4) 幼稚園預かり保育の拡充 

多様な保育ニーズへの対応を図るため、幼稚園預かり保育の実施支援を行い、新たに

８園 160 人の受入枠を拡大しました。実施園数は全体の６割を超えています。 

 

＜参考：受入枠拡大の取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保育・教育コンシェルジュによる相談支援 

保育・教育コンシェルジュは、保育ニーズと保育サービス等を適切に結びつけるこ

とを目的に、保育を希望する保護者の方の相談に応じ、認可保育所のほか、横浜保育

室や一時預かり事業、幼稚園預かり保育などの保育サービス等について情報を提供し

ています。平成 28 年 10 月に６名増員し、現在は各区のこども家庭支援課に１～３人、

合計 33 人配置しています。 

 

(6) 保育士の確保 

保育施設の整備とともに、保育士の確保が喫緊の課題となっています。関係機関と

の連携を図りながら、次の取組を実施しました。 

 

 

ア 【新規】保育士修学資金貸付事業・潜在保育士再就職支援事業 

市内保育所等で従事する意向のある保育士養成施設卒業予定者に対する修学資金

の貸付、及び市内保育所等に従事することが決定した潜在保育士に対する就職準備金

の貸付を新たに開始しました。修学資金は 43 人、就職準備金は 1 人に対して貸付を

行いました。 

 

イ 保育士・保育所支援センター 

神奈川県、政令市等による「かながわ保育士・保育所支援センター」の共同運営を

実施しています。保育士の就職相談、就職先の紹介等を行い、市内保育施設に 74 人

の方が採用となりました。 

 

ウ 保育士就職支援講座・就職面接会 

横浜市私立保育園園長会・ハローワーク等関係団体と連携しながら、潜在保育士や

保育士試験合格者を対象とした「保育士就職支援講座」（５回）、「就職面接会」（５回）

を開催し、90 人の方が採用に結び付きました。 

取 組 28年度の成果 

Ⅰ 保育所等の新設等による定員増 

  

認可保育所 ２，１５９人 

横浜保育室の認可移行支援   ２３９人 

認定こども園   ３１６人 

地域型 

保育事業 

小規模保育事業   ４２１人 

家庭的保育事業    ▲７人 

事業所内保育事業     １人 

Ⅱ その他の取組 

 

 

 

横浜保育室から小規模保育事業への

移行による減 
 ▲２２８人 

私立幼稚園預かり保育の拡充   １６０人 

合    計 ３，０６１人 
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エ 保育士宿舎借上げ支援事業 

保育所等を運営する民間事業者が保育士の確保や離職防止のために保育士用の宿

舎を借り上げる際に必要な経費の助成を行っています。158 法人に対し、1,009 戸分

の交付決定を行いました。 

 

オ その他 

保育士資格の取得を目指す市内保育施設従事者に対する保育士試験直前対策講座

を開催しました。なお、保育士試験の実技試験会場で、かながわ保育士・保育所支援

センターや就職面接会のチラシを配布し、当センターへの登録や就職面接会への参加

を呼び掛け、試験合格者を速やかに就職に結びつけられるよう働きかけました。 

  

(7) 質の確保 

保育の質の維持・向上を図るため、監査や運営指導に加え、研修の実施によるスキ

ルアップなど、保育士等の人材育成に取り組みました。 

 
ア 保育士等の専門性の向上やキャリアアップを支援するため、保育士の経験年数に応 

じた研修や障害児対応や家庭支援などの課題別の研修等を開催しました。また、新設 

する保育所等の施設長・保育士等を対象に、開所前研修を開催しました。 

 
イ それぞれの園内で研修・研究を円滑に行えるよう、新設の保育所等に保育園長経験 

者をサポーターとして派遣し、自園での質向上の取組を支援しました。そのほか、各 

園で中心となって効果的な園内研修を企画・実施できる人材を養成するための講座を 

新規に開催しました。 

 

３ 認可保育所等の年齢別の定員外入所・定員割れの状況 

認可保育所及び幼保連携型認定こども園 742 園のうち、351 園（2,723 人）で定員外

入所を実施している一方、304 園（1,889 人）で定員割れが生じています。 

新設保育所の４・５歳児枠については、新規利用を希望される方がほとんどなく、２

歳、３歳の在籍児童が進級後には埋まる枠であるため、開所後２年間は、定員割れの算

定から除いています。 

28年４月
（Ａ）

29年４月
（B）

差引
（B－Ａ）

28年４月
（Ａ）

29年４月
（B）

差引
（B－Ａ）

348園 351園 3園 246園 304園 58園

2,848人 2,723人 ▲125人 1,665人 1,889人 224人

乳児（０～１歳） 748人 692人 ▲56人 371人 328人 ▲43人

幼児（２～５歳） 2,100人 2,031人 ▲69人 1,294人 1,561人 267人

定員外入所数 定員割れ人数

内
訳

人数

施設数

 

(市外のお子さんも含む。新設保育所の４・５歳児枠については、算定から除く。) 
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４  29 年度の取組   

 (1) 受入枠の拡大 

大規模な宅地開発などにより保育ニーズが高まっている地域では、整備が進まない、

または、整備が追いつかないため、保留児童数が増えています。こうした地域を「整

備が必要な地域」に指定し、重点的に認可保育所や小規模保育事業等を整備し、市全

体で 3,042 人の受入枠拡大を図ります。 

また、国が進めている企業主導型保育事業について、本市において整備相談の窓口

を設け、保育運営事業者や企業等への情報提供や、個別相談への対応など、整備につ

ながるよう積極的に働きかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※地域ごとのニーズに合わせた定員構成の見直し等により、全市的な受入枠は 2,504人 

増になります。 

 

なお、少し先を見据え、工期や保育士確保の面で十分な準備期間を確保する必要性

から、内装整備費補助事業の募集に先駆けた重点相談を引き続き実施します。 

 

(2) 既存資源の活用 

子ども・子育て支援新制度の施行を踏まえ、既存資源を活用していくことで、多様化

する保育ニーズにきめ細かく対応していきます。また、小規模保育事業の卒園児の進級

先となる連携施設の確保を推進します。 

 

ア 開所後２年以内の新設保育所では、４・５歳の新規利用者が極端に少ないため、

このスペース等を活用し、保育所を利用できなかった１・２歳児を、期間限定（１

年度または２年度）で受け入れます。併せて、新設保育所以外で定員に空きがある

保育所の有効活用も進めていきます。 

 

イ  多様な保育ニーズへの対応を図るため、幼稚園の預かり保育を充実していきます。 

 

ウ 保育・教育コンシェルジュによるきめ細かい保育サービスの相談を行い、認可保

育所の代替保育サービス（横浜保育室、一時保育、乳幼児一時預かり等）を案内する

とともに、広報も積極的に進めていきます。 

 

 

 

 

取 組 29年度予算 

Ⅰ 保育所等の新設等による定員増 

  

認可保育所 １，６７９人 

横浜保育室の認可移行支援   ３２９人 

認定こども園   ３９９人 

地域型 

保育事業 

小規模保育事業   ８６２人 

家庭的保育事業    １３人 

事業所内保育事業    １０人 

Ⅱ その他の取組 

 

横浜保育室から小規模保育事業への 

移行による減 
 ▲３５２人 

私立幼稚園預かり保育の拡充   １０２人 

合    計 ３，０４２人 
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(3) 更なる保育士確保の取組 

保育士確保についてはこれまでも様々な取組みを行ってきましたが、首都圏各都市

の共通課題であり、今後もさらに保育士確保が困難な状況になることが想定されます。   

潜在保育士や養成校卒業予定者など一人でも多くの保育士の方に市内保育施設に従

事していただけるよう、これまでの取組みを継続、充実していくとともに、保育士確

保に効果がある「保育士宿舎借上げ支援事業」を拡充していきます。 

さらに、30 年４月の保育士確保に向けた更なる保育士確保策についても検討を進め

ていきます。 

 

ア 既存事業の確実な実施 

保育士・保育所支援センター事業、保育士就職支援講座・就職面接会、保育士修学

資金貸付事業、潜在保育士再就職支援貸付事業、保育士資格の取得支援など、既存事

業の充実を図りながら保育士確保に取り組んでいきます。 

 

イ 保育士宿舎借上げ支援事業【拡充】 

保育士宿舎借上げ支援事業について、助成金額の増額、助成対象期間の延長などを

行います。 

助 成 金 額：宿舎１戸あたり月額 80,000 円→82,000 円 

助成対象期間：５年間→10 年間 

※申請受付期間を延ばし、通年で受付を行います。 

 

ウ 更なる保育士確保策の検討 

保育士が自分に合った就職先に出会い、やりがいを感じ、自分自身のキャリアデザ

インを描きながら継続して就業できる環境を作ることが大切です。「横浜の保育に魅

力を感じる」、「横浜で働きたい・働き続けたい」と思ってもらえるよう、新たな待機

児童解消加速化プランの活用など国の動向も見極めながら、更なる保育士確保策につ

いて検討を進めていきます。 

 

(4) 質の確保 

保育の質の維持・向上を図るため、監査や運営指導を引き続き行うほか、保育士の人

材育成の支援を強化します。 

具体的には、研修の実施によるスキルアップの支援のほか、それぞれの園内で研修・ 

研究を円滑に行えるよう、新設の保育所等全園を対象に保育園長経験者をサポーター 

として派遣します。また、各園で中心となって効果的な園内研修を企画・実施する人 

材を養成するための講座を開催します。 
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平成 29 年度 区別保育所等の待機状況 －平成 28 年度との比較－ 

就学前
児童数
（人）

施設数
（か所）

定員数
（人）

利用
児童数
（人）

保留
児童数
（人）

待機児童
総数
（人）

就学前
児童数
（人）

施設数
（か所）

定員数
（人）

利用
児童数
（人）

保留
児童数
（人）

待機児童
総数
（人）

区　名

平成28年４月１日現在 平成29年４月１日現在

鶴見 16,319 72 5,479 5,676 331 3 16,142 79 5,862 6,093 335 0

神奈川 11,712 56 3,878 3,964 325 2 11,585 64 4,275 4,450 292 0

西 4,764 25 1,325 1,257 130 0 4,812 28 1,446 1,543 146 0

中 6,631 34 1,984 2,021 103 0 6,581 37 2,055 2,088 137 0

南 8,145 39 2,532 2,560 124 0 8,072 40 2,584 2,775 162 0

港南 9,520 53 3,594 3,659 106 0 9,040 55 3,687 3,380 106 0

保土ケ谷 9,017 44 3,156 3,081 130 0 9,106 47 3,372 3,134 148 0

旭 11,227 50 3,357 3,380 125 0 10,981 55 3,533 3,646 124 0

磯子 8,216 36 2,462 2,493 180 0 8,216 37 2,507 2,694 219 0

金沢 8,750 42 3,028 3,067 61 0 8,491 42 3,029 3,086 121 0

港北 19,091 88 6,059 6,340 564 2 19,233 104 6,973 6,984 583 2

緑 9,476 52 3,245 3,216 116 0 9,239 55 3,327 3,132 112 0

青葉 16,057 68 4,505 4,237 232 0 15,746 74 4,775 4,666 195 0

都筑 13,589 57 3,864 3,818 143 0 12,941 58 3,904 3,717 164 0

戸塚 14,377 64 4,472 4,499 255 0 14,215 69 4,842 4,736 200 0

栄 5,465 22 1,530 1,416 63 0 5,310 23 1,590 1,613 73 0

泉 7,276 37 2,690 2,561 60 0 7,068 40 2,747 2,519 55 0

瀬谷 5,932 29 1,594 1,511 69 0 5,733 31 1,673 1,629 87 0

182,511合計 185,564 938 62,181 61,885 3,259 2868 58,754 58,756 3,117 7
 

参考資料１ 
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待機児童数等の推移  

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

保育所等施設数 368 383 402 420 436 459 507 580 611 797 868 938

保育所等定員 32,994 33,944 35,582 36,871 38,295 40,007 43,607 48,916 51,306 56,022 58,754 62,181

就学前児童数（A） 198,183 196,763 195,898 194,638 193,584 192,861 191,770 190,106 188,540 187,595 185,564 182,511

利用申請者数（B） 33,387 35,466 36,573 39,948 41,933 44,094 45,707 48,818 52,932 57,526 61,873 65,144

申　請  率（B/A） 16.8% 18.0% 18.7% 20.5% 21.7% 22.9% 23.8% 25.7% 28.1% 30.7% 33.3% 35.7%

利用児童数 31,971 33,442 34,249 36,652 38,331 40,705 43,332 47,072 50,548 54,992 58,756 61,885

待機児童数 353 576 707 1,290 1,552 971 179 0 20 8 7 2

※平成27年４月から保育所・認定こども園のほか、地域型保育（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育）を含む。
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保育所等定員 利用申請者数 待機児童数

 

 

参考資料２ 
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平成 24 年度から 29 年度の待機児童関連予算の変遷 

 

 
 

 

                                            

 

 

年度（当初予算額） 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

待機児童対策予算（Ａ）
15,727 12,540 16,265 14,276 13,591 13,533

保育所等運営費予算（Ｂ） 67,685 76,305 80,201 96,383 107,953 122,633

横浜市一般会計予算（Ｃ） 1,409,708 1,398,557 1,418,208 1,495,465 1,514,316 1,645,892

（Ａ＋Ｂ）／（Ｃ） 5.9% 6.4% 6.8% 7.4% 8.0% 8.3%
 

※25 年度予算（Ａ）の中に、横浜保育室認可移行支援の経費を含めています。 

※25 年度予算（Ｃ）は、土地開発公社負担金を除いたもので、25 年２月補正予算分は含めていません。 

※27 年度以降、予算（Ａ）（Ｂ）は、保育所・認定こども園のほか、地域型保育（家庭的保育事業・小規模保育事業・

事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業）の経費を含めています。 

参考資料３ 

・５年間で、一般会計予算に占める待機児童対策予算（保育所等運営費を含む）は、 

５．９パーセントから８．３パーセントへ、２．４ポイント拡大。 

（単位：百万円） 
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利用調整の優先順位 

ランク

居宅外労働
（外勤・居宅外自営）

病気・けが

障害

親族の介護

災害の復旧への従事

ひとり親世帯等

居宅外労働
（外勤・居宅外自営）

居宅内労働
（内勤・居宅内自営）

障害

居宅外労働
（外勤・居宅外自営）

居宅内労働
（内勤・居宅内自営）

病気・けが

親族の介護

居宅外労働
（外勤・居宅外自営）

居宅内労働
（内勤・居宅内自営）

居宅外労働
（外勤・居宅外自営）

居宅内労働
（内勤・居宅内自営）

病気・けが

障害

通学

居宅外労働
（外勤・居宅外自営）

居宅内労働
（内勤・居宅内自営）

親族の介護

居宅内労働
（内勤・居宅内自営）

産前産後

H 求職中

I 市外在住

※１ その他

通院加療を行い、月16 日以上かつ1 週16 時間以上の安静が必要で保育が困難な場合。

月16 日以上かつ就労時間1 週16 時間以上24 時間未満の労働に従事している。

児童福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育の必要性の緊急度が高いと判断した
場合。

月16 日以上かつ就労時間1 週24 時間以上の労働に従事している。

月16 日以上かつ就労時間1 週16 時間以上24 時間未満の労働に従事している。

病人や障害者（児）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月16 日以上かつ1週28
時間以上保育が困難な場合。

通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合。

出産又は出産予定日の前後各８週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する。

横浜市外に在住している場合（転入予定者は除く）。

求職中。

病人や障害者（児）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月16 日以上かつ1週16
時間以上28 時間未満保育が困難な場合。

月16 日以上かつ就労時間1 週16 時間以上28 時間未満の労働に内定している。

※　ランクは、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩの順に利用調整の順位が高いものとします。

（基準の考え方）

月20 日以上かつ就労時間1 週35 時間以上40 時間未満の労働に従事している。

月16 日以上かつ就労時間1 週24 時間以上の労働に従事している。

身体障害者手帳３級又は精神障害者保健福祉手帳３級の交付を受けていて、保育が困難な
場合。

月20 日以上かつ就労時間1 週40 時間以上の労働に従事している。

A

B

C

入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合。

F

G

月16 日以上かつ就労時間1 週28 時間以上の労働に内定している。

月16 日以上かつ就労時間1 週16 時間以上28 時間未満の労働に内定している。

※　障害児・児童福祉の観点から保育が必要な児童については、この利用調整基準を基に別途に利用調整します。

※　父、母でランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。

月20 日以上かつ就労時間1 週40 時間以上の労働に従事している。

父・母が保育できない理由、状況

就職に必要な技能習得のために1 日4 時間以上かつ月16 日以上職業訓練校、専門学校、大
学などに通っている。

身体障害者手帳４級の交付を受けていて、保育が困難な場合。

※１ 「その他」のランクは当該児童・世帯の状況に応じて別途判断します。

※　利用調整に当たっては、保育が必要な理由別の下記の「ランク表」に基づきＡ～Ｉの順に区分し「その他の世
　帯状況」とともに総合的に保育が必要な程度を判断し、利用調整の順位を判断します。

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。

臥床者・重度心身障害者（児）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月20 日以上
かつ1 週40 時間以上保育が困難な場合。

身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級、愛の手帳（療育手帳）の交
付を受けていて、保育が常時困難な場合。

月16 日以上かつ就労時間1 週28 時間以上の労働に内定している。

月20 日以上かつ就労時間1 週35 時間以上40 時間未満の労働に従事している。

ひとり親世帯等において、就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立促進が図
られると福祉保健センター長が判断した場合。

D

E

 

参考資料４ 
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お問合せ先 

待機児童対策の取組全般に関すること 

  こども青少年局保育対策課長    金髙 隆一 Tel 045-671-3955 

保育所等の施設整備に関すること 

こども青少年局こども施設整備課長 山本 淳一 Tel 045-671-2376 

保育所の運営等に関すること 

こども青少年局保育・教育運営課長 武居 秀顕 Tel 045-671-2365 

 



 
 

横浜市支給認定及び利用調整に関する基準における 

保育士の子どもの優先的取扱いの導入について 

 

１ 趣 旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における保育の利用については、児童福祉法

第 24 条第３項及び附則第 73 条第１項に基づき、市町村が利用調整を実施しています。 

この度、保育士の子どもの優先的取扱いの導入の考え方をまとめましたので、ご意見をい

ただきたいと考えています。 

 

 

２ 見直しの考え方 

待機児童対策として保育施設・事業の整備を進めており、保育士の確保についても喫緊の

課題となっています。また、保育士確保については、首都圏各都市の共通課題であり、今後

もさらに困難な状況になることが想定されます。 

保育士を確保するにあたって、保育士の子どもが保育所等を利用できないことが、阻害要

因の一つと考えられることから、保育士の子どもを対象に「ランクを一つ引上げる」優先的

取扱いを導入し、保育所等を利用しやすい環境を整えます。 

 

 

３ 横浜市支給認定及び利用調整に関する基準の改正（案） 

  別表２－２「その他世帯の状況」 ※一部抜粋 

現行 改正（案） 

（規定なし） （９）保育士資格を保有する保護者が市内の

認可保育所、認定こども園、横浜保育室、

認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭

的保育事業、事業所内保育事業で従事又

は内定している場合（派遣職員は除く） 

 

 

４ 適用時期 
  平成 30 年４月入所の利用調整から適用する予定です。 
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別表２－２「その他世帯の状況」（改正案反映後） 

１ ランクの引上げに用いる指標 

※ 「利用調整基準」におけるランクが「８ ひとり親世帯等」と「９ 市外在住」の場合は、 

 適用しません。 

※ 元のランクがＡランクの場合であっても適用します。 

（１）ひとり親世帯等 

（２）生活保護世帯（就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立の促進が図られると

福祉保健センター長が判断した場合に限る） 

（３）生計中心者の失業 

（４）横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業等の卒園児 

（５）育児休業のため横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業等を卒園

前に利用を止め、復職時に申請をする場合 

（６）育児休業のため、認可保育所又は認定こども園を退所し、復職時に認可保育所又は認定こ

ども園に再度利用の申請をする場合（２つ引上げ） 

（７）既にきょうだいが施設・事業を利用している場合で、そのきょうだいが利用している同一

の施設・事業の利用を申請する場合(きょうだいのどちらかの施設・事業に転園を申請する

場合を含む。) 

（８）認定こども園を利用している児童が１号から２号に認定区分が変更となり、引き続き当該

施設の利用を希望する場合 

（９）保育士資格を保有する保護者が市内の認可保育所、認定こども園、横浜保育室、認可乳児

保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業で従事又は内定している場

合（派遣職員は除く） 
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