
平成27年度横浜市子ども・子育て会議 第５回 保育・教育部会 

第30期横浜市児童福祉審議会 第９回保育部会 合同会議 

 

 日時：平成28年２月29日(月) 14:00～ 

 場所：マツ・ムラホール 

 

議事次第 

１ 開会 

２ 議事 ＜公開案件＞ 

(１) 保育士配置基準緩和特例への対応について【児福審】 

３ 報告事項 ＜公開案件＞ 

(１) 休日保育について【児福審】 

(２）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) 横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育・教育に関する「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】 

＜休憩＞ 

４ 議事＜非公開案件＞ 

  (１) 横浜市預かり保育幼稚園の新規認定について【子・子会議】 

  (２) 小規模保育事業の認可先法人の審査について【児福審】 

  (３) 横浜市民間保育所の老朽改築に伴う補助金交付先法人の審査について【児福審】 

  (４) 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】 

５  その他 

６ 閉会 
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資料３ 横浜市子ども・子育て会議条例、横浜市子ども・子育て会議運営要綱 
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横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会 

第 30 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（委員及び臨時委員ごと）】 
＜横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会＞

所 属 ・ 役 職 等 委  員 備考 

1 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長 木元 茂 

2 東京家政大学家政学部児童学科 教授 ◎増田 まゆみ

3 一般社団法人横浜市私立保育園園長会 会長 村田 由夫 

4 聖徳大学・聖徳大学教職大学院 兼任講師 赤坂 榮 臨時委員 

5 子どもの領域研究所 所長 尾木 まり 臨時委員 

6 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 臨時委員 

7 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 菊池 朋子 臨時委員 

8 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 

9 横浜障害児を守る連絡協議会 会長 長谷山 景子 臨時委員 

10 中小企業診断士 平松 道弘 臨時委員 

11 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 書記 丸山 智美 臨時委員 

＜第 30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 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

2 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 菊池 朋子 

3 よこはま一万人子育てフォーラム 世話人代表 天明 美穂 

4 横浜障害児を守る連絡協議会 会長 長谷山 景子 

5 東京家政大学家政学部児童学科 教授 ◎増田 まゆみ

6 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 書記 丸山 智美 

7 一般社団法人横浜市私立保育園園長会 会長 村田 由夫 

8 聖徳大学・聖徳大学教職大学院 兼任講師 赤坂 榮 臨時委員 

9 子どもの領域研究所 所長 尾木 まり 臨時委員 

10 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長 木元 茂 臨時委員 

11 中小企業診断士 平松 道弘 臨時委員 

資料１ 
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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 斎藤 功 

課長 子育て支援課長 齋藤 真美奈 

保育・教育運営課長 竹田 良雄 

保育・教育運営課 運営指導等担当課長 石田 登 

保育・教育運営課 給付・支給認定担当課長 青木 正博 

保育・教育運営課 保育運営担当課長 古石 正史 

保育・教育人材課長 伊藤 ゆかり 

  保育対策課長 渋谷 昭子

保育対策課担当課長 岡本 今日子 

保育対策課担当課長 杉山 雅之 

こども施設整備課長 松本 貴行 

企画調整課長 吉川 直友 

企画調整課 子ども・子育て支援新制度担当課長 福嶋 誠也 

係長 子育て支援課 幼児教育係長 馬渕 由香 

保育・教育運営課 運営調整係長 鎌田 学

保育・教育運営課 運営指導係長 森兼 亜紀子 

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 認可外保育所担当係長 遠藤 和宏 

保育対策課 担当係長 安形 和倫 

保育対策課 担当係長 澤田 亮仁 

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 平山 慎一 

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 鈴木 総一郎 

企画調整課 企画調整係長 柿沼 千尋 

企画調整課 子ども・子育て支援新制度担当係長 渡辺 貴士 

企画調整課 子ども・子育て支援新制度担当係長 原 弘岳 
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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。 
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 （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。 
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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 1019 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） 

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）
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（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。 
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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） 
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横浜市児童福祉審議会運営要綱 

最近改正：平成 27 年３月 12 日 こ企第 1031 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 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 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）
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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 

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。 
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 （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）
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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。 
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保育士配置基準緩和特例への対応について 

１ 平成 28年４月１日に向けての対応について 

（１）対応方針（案）

平成 28 年１月１日時点で保育補助者のうち幼稚園教諭免許保持者を雇用している認可

保育所においては、保育士配置基準上、国基準と市基準との差がある時間帯に限り※、市

基準で上乗せしている保育士数に限って、幼稚園教諭免許保持者を保育士とみなす緩和を

要綱改正で実施します。 

この保育士配置基準緩和特例は、平成 28年度限定の対応とします。 

※「保育士配置基準上、国基準と市基準との差がある時間帯」の考え方

利用定員数や在籍児童数ではなく、ある時間に保育している児童数に対する保育士配置

基準において、国基準と市基準に差がある場合に特例を適用可能とします。 

朝・夕や土曜日などの児童数が少ない時間帯においては、国基準と市基準との差が無く

なり、特例を実施できない場合があります。 

【参考】国と市の保育士配置基準の比較 

国 市 

０歳児 ３：１ ３：１ 

１歳児 ６：１ ４：１ 

２歳児 ６：１ ５：１ 

３歳児※ 15：１ 15：１ 

４歳以上児 30：１ 24：１ 

※３歳児の国基準は 20：１だが、公定価格の３歳児配置改善加算で 15：１となる

（２）緩和を実施する保育所の要件（案）

・国の保育士配置基準を満たしている。

・運営上、重大な問題がないこと。

・保育士処遇改善等加算の賃金改善要件・キャリアパス要件を満たしている。

・本市の保育士確保策を活用している。

以上の要件を満たし、保育補助者として幼稚園教諭免許を保持している者を、当該施

設において平成 28 年１月１日時点で雇用しており、かつ 待機児童対策に資すると区が

認める園について、緩和を認める。

緩和を実施する保育所は、当該職員に対し保育を行う上で必要な研修を受講させるこ

ととする。

また、必要に応じて、実地確認を実施する。

※その他、賃金体系や勤務体制などに問題はないか、指導できる保育士がいるかなど

も留意する。

２ 平成 28年度中及び平成 29年度以降の対応について 

平成 28 年度中及び平成 29 年度以降の対応については、今回の平成 28 年４月１日に向け

ての対応とは分けて、園長会、児童福祉審議会保育部会との慎重な議論を行い、保育士の確

保策や定着促進策と併せて、引き続き検討します。 

資料５ 
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（別添） 

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備 

及び運営に関する基準の一部を改正する省令（案）」について（概要） 

平 成 27 月 12 月 11 日 
厚 生 労 働 省 
雇用均等・児童家庭局保育課 

Ⅰ．改正法令 

以下の省令について改正を行う。 

○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号）

○家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 61号）

Ⅱ．概 要 

保育所並びに小規模保育事業Ａ型及び事業所内保育事業（利用定員が 20人以上のものに

限る。）を行う事業所（以下「保育所等」という。）における保育士の数について、「保育士

等確保対策検討会」での検討結果を踏まえ、待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落する

までの間、以下の特例を設ける。 

① 朝夕の保育士配置の要件弾力化

保育所等においては、保育士を２名以上配置することが省令上求められているところ

であるが、乳児又は幼児の年齢別の配置基準を超えて保育士を配置している時間帯に限

って、保育士のうち１名を子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない一

定の者をもって代えることを可能とする。 

② 幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用

保育所等における必要保育士数の３分の１を超えない範囲で幼稚園教諭、小学校教諭

及び養護教諭並びに保健師、看護師及び准看護師を保育士に代えて活用可能とする。 

③ 研修代替要員等の加配人員における保育士資格要件の弾力化

保育所等においては、11時間開所で保育士一人当たり最長８時間労働としていること

等により、省令上必要となる保育士に追加して雇い入れることが必要となる保育士につ

いて、子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない一定の者をもって代え

ることを可能とする。 

Ⅲ．根拠法令 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 34条の 16第 2項及び第 45条第 2項 

Ⅳ．施行日 

平成 28年４月１日（予定） 
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平成 28年度休日保育について 

子ども・子育て支援新制度においては、保育を必要とする児童の利用する曜日や時間帯によって、保

育の提供の仕方に差が生じないよう、従来の特別保育という位置づけから、通常保育の加算分として整

理・給付化がなされました。 

平成 28 年度より、給付対象児童を対象とした「運営費の給付化による休日保育」（以下「休日給付」）

を行います。 

また、給付対象児童以外の児童を対象とした地域子ども・子育て支援事業としての「休日の一時保育」

（以下「休日一時」）は、平成 28年度も継続します。 

１ 休日給付の概要 

休日給付 【参考】休日一時 

利用児童 ・２号または３号の支給認定を受けていて、平日に

認可保育所・認定こども園（保育利用）・小規模保育

事業Ａ型、Ｂ型、Ｃ型・家庭的保育事業・事業所内

保育事業（地域枠）を利用している児童

・左記に該当しない児童で、（１）～（３）に

該当する児童

（１）仕事（就労・就学、職業訓練など）の都

合により、休日等に保育が必要

（２） 病気や怪我、入院、冠婚葬祭への出席

など、やむを得ない理由により、緊急一時的に

休日等に保育が必要

（３）保護者の育児疲れの解消を図るため、休

日等に保育を必要

なお、左記に該当する児童でも、平日の要件

と異なる要件で休日の保育を利用する場合は

休日一時の利用となります。 

利用要件 ・休日等に保育を必要とすることとします。（平日の

要件と同じとします。平日の要件以外は一時保育と

します。）

・主に、支給認定を受けていない児童で休日等

に非定型就労、緊急、リフレッシュ保育を必要

とすることとします。 

実施対象

施設・事業

・認可保育所・認定こども園（保育認定）・小規模保

育事業Ａ型及びＢ型・事業所内保育事業

・認可保育所・認定こども園（保育認定）・

小規模保育事業Ａ型・Ｂ型・Ｃ型・事業所内

保育事業・家庭的保育事業

開所時間 

、開所日

・11時間以上開所とし、各施設で定めます。

・保育時間（８時間）と保育時間（11時間）を定め

ます。

・原則、すべての日・祝日・年末年始とします。

ただし、行事等で受入が困難な場合、あらかじめ

申出し、原則利用月の２か月前までに市民に周知を

した日に限り、休日の保育を実施しないことができ

るものとします。 

【平成 27 年度休日保育実施施設を対象とした経過

措置】 

・難しい場合は、「休日給付」「休日一時」ともに、

当面の間８時間開所で可とします。

同左 

資料６ 
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休日給付 【参考】休日一時 

利用料 ・通常の利用料に含まれるものとします。（休日給付

の追加利用料はかかりません。） 

・８時間認定及び 11時間認定児童が認定時間を超え

て利用する場合は延長保育料の徴収を可能としま

す。 

・休日一時の利用料の徴収を可能とします。

※料金設定は平成 27 年度の現行制度と同等と

することで検討しています。

・基本保育時間を超える時間の利用は延長保育

料の徴収をします。

・キャンセル料をとることも可能とします。

保育士配

置 

・平日の保育と同様の市基準の保育士配置を満たす

こととします。

（平日の乳児の利用定員が４名以上の施設において

は看護師、保健師、准看護師も可とします。）

・必要となる保育従事者の 1/2以上かつ最低１

名は、保育士で可能とします。ただし、保育士

資格のない保育従事者は研修が必要です。 

週７日目

利用 

・給付の範囲の週６日利用とします。

・やむを得ず利用する場合は、休日一時として週７

日目利用を可能とします（この場合は利用料がかか

ります）。

・週７日目の利用も可とします。

給食の提

供 

・給食の実施。ただし、保護者の同意を得て弁当持

参も可能とします。

・給食の実施。その場合は別途給食代の徴収を

可とします。ただし、保護者の同意を得て弁当

持参も可能とします。 

利用決定 ・市が示すガイドライン（別紙）により、施設が利

用を判断します。

・各施設が利用を判断します。

２ 今後のスケジュール 

  ３月上旬 市民周知（市ホームページ、区窓口、休日保育実施施設等での周知） 

４月利用の利用登録及び利用申込み開始（選考なし） 

  ３月下旬 ４月利用の利用決定（選考なし） 

  ４月上旬 ５月利用の利用登録及び利用申込み開始（優先順位による選考開始） 

４月下旬 ５月利用の利用決定（優先順位による選考） 
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運営費の給付化による休日保育の利用方法 

休日保育の利用については、事前に利用登録を行い、休日保育実施施設で利用要件・優先順位を判断し

ます。事前登録後、実際に利用する際は、月毎に申込みを行い、休日保育実施施設で受け入れの判断を行

います。 

１ 事前に休日保育実施施設へ利用登録をします。 

休日保育実施施設において、以下の休日保育利用の判断方法（ガイドライン）を基に受け入れの優先順位を

判断します。 

休日保育利用の判断方法（ガイドライン） 

利用希望が多く、申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、毎月受入れの判断を行いま

す。以下のとおり休日保育の必要性を判定し、受け入れを判断します。 

＜前提条件＞ 

・休日等に保育が必要な要件が、平日の要件と同じであること。（要件は支給認定証・休日就労証明書等で確

認する）

・どの要件でも、休日等に１日４時間以上保育を必要とすること。（この前提条件に合致しない場合は、休日

の一時保育の扱いとする。）

（１）優先順位の判断 

優先順位①～③を判断します。父、母で優先順位が異なる場合は、低い順位を適用します。 

ただし、下位順位の人が、上位順位の人を超えて受入決定されることはありません。 

優先順位①（定期：毎月利用） 

  年間を通じて、毎月休日等に保育が必要な児童。 

  例：・毎週月火が固定で休み、水～日が就労等で、毎月休日等に保育が必要。 

  ・曜日に関係なく、シフト勤務があり、毎月休日等に保育が必要。 

優先順位②（定期：毎月以外） 

毎月ではないが、年間を通じて休日等に保育が必要な児童。 

  例：・４～６月と９～10月のみ休日等に就労等で保育が必要。 

  優先順位③（不定期） 

上記優先順位①②以外で＜前提条件＞を満たす児童。 

（２）優先順位が並んだ場合の判断 

（１）で優先順位が並んだ場合は、以下の「視点」で受け入れを判断します。どの視点を優先するかは施設

で定めます。（利用登録申請受付時に申請者へ事前に説明します。必要に応じて、休日保育実施施設と休日

保育実施施設所在区は情報共有します。） 

【 視 点 】 

・月の利用日数が多い世帯優先  ・一日の就労時間が多い世帯優先 

・父母両方に要件がある世帯優先 ・ひとり親世帯優先 

・生活保護世帯優先   ・きょうだい同時の申込み世帯優先 

・在園児童優先   ・市内在住児童優先 

・居宅外労働優先   ・確実に利用する世帯優先（当日キャンセルの防止） 

・その他施設が休日保育の必要性が高いと判断した場合（事前に区と調整すること） 

※事前の連絡のないキャンセルや正当な理由なくキャンセルが続く場合は、次の利用時の優先順位が下がる

場合があります。 

２ 事前登録後、利用する際は、毎月休日保育実施施設へ申し込みをします。 

  申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、事前登録でつけた優先順位を基に、受け入

れの判断を行います。 

別紙 
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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 事業計画における点検・評価に関する記載（抜粋） 

第６章 計画の推進体制（ＰＤＣＡサイクルの確保） 

新制度において、計画で定めた５年間の量の見込みと確保方策に基づき、計画的に施設・事業を提供する

とともに、様々な子ども・子育て支援施策を着実に推進していくためには、計画の推進体制を構築し、ＰＤ

ＣＡサイクルを確保する必要があります。 

(1) 子ども・子育て会議での審議と実施状況の公表

本市では、計画の策定に向けて、学識経験者、子育ての当事者や支援者、保育・教育関係者などか

ら構成される「横浜市子ども・子育て会議」（以下「子ども・子育て会議」といいます。）を設置し、

議論を行ってきました。 

子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援施策の総合的・計画的な推進に関して必要な事項や施

策の実施状況等を調査審議する場として位置付けられています。そのため、計画策定後も、計画にお

ける実施状況の点検・評価について、子ども・子育て会議で審議を行っていきます。 

点検・評価に当たっては、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を行ったり、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

したりするなど、多面的な手法を検討します。 

なお、計画における実施状況の点検・評価については、子ども・子育て会議の審議を経た後、ホー

ムページ等で公表します。

(2) 様々な主体による計画の推進

本市における子ども・子育て支援や青少年育成は、様々な担い手によって支えられています。

自治会町内会、民生委員・児童委員、青少年指導員などの地域を基盤として活動する団体や組織、

社会福祉法人、学校法人等の公益法人、市民団体、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等により様々な

地域で展開され、行政との協働も積極的に推進されてきました。 

本計画は作成段階から、こうした様々な主体を代表する方々で構成される子ども・子育て会議で議

論を重ねるとともに、市民意見交換会を市内全区で開催するなど、幅広く御意見をいただきました。 

「第３章 本市の目指すべき姿と基本的な視点」でも述べたように、「自助・共助・公助」の考え方

を大切にし、社会におけるあらゆる担い手に、子ども・子育て支援や青少年育成を自らの課題として

とらえて取組を進めていただけるよう、市民、関係者の皆様と幅広く意見交換をしながら計画を推進

していきます。 

資料７ 
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２ 本市における点検・評価の基本的な考え方 

  平成 26 年７月に国が示している基本的な指針（※）を踏まえ、計画における施策・事業実施

状況の点検・評価について、横浜市子ども・子育て会議で審議を行っていきます。 

点検・評価に当たっては、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を行ったり、必要に応じて市民ニーズの把握や利用者アンケート

を実施したりするなど、多面的な手法により実施します。 

なお、計画における実施状況の点検・評価については、子ども・子育て会議の審議を経た後、

ホームページ等で公表します。

３ 点検・評価の時期 

○ 各基本施策における指標及び主な事業・取組の点検・評価については、毎年１回行います。 

部会 総会 

年間（４～３月）振り返り 翌年度の６～７月頃 翌年度の８～９月頃 

※「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地

域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（内閣府告示第 159 号 平成 26

年７月２日告示） 

第３の６項（３）子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価 

市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実施状況（教育・

保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や、これに係る費用の使途実績等について点検、評

価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施すること。この場合において、公立の教

育・保育施設に係る施策の実施状況等についても、その対象とする必要があることに留意が必要である。

この際、この一連の過程を開かれたものとするため、地方版子ども・子育て会議を活用することが望まれ

る。 

評価においては，個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（アウトカム）につい

ても点検・評価することが重要である。子ども・子育て支援の推進においては、利用者の視点に立った柔

軟かつ総合的な取組が必要であり、このような取組を評価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、

点検及び評価を行い、施策の改善につなげていくことが望まれる。 

法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、二の２の（一）又は四の２の（一）に

より定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適切な基盤整備を行うため、

計画の見直しが必要となる。このため、市町村は、支給認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安と

して、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都道府県においても、

市町村子ども・子育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県子ども・子育て

支援事業支援計画の見直しを行うこと。 

なお、この場合において見直し後の子ども・子育て支援事業計画の期間は、当初の計画期間とすること。 
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４ 点検・評価の視点 

（１）進捗状況及び有効性に関する段階評価

○進捗状況：目標値に対する進捗の状況を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：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。 

（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）利用者や実施事業者等からの意見の把握

○各事業・取組において、利用者や実施事業者へアンケートやヒアリング等を行い、当該事業・

取組に対する評価を行います。

５ 計画の見直し 

  27～31 年度までの５か年計画である第一期事業計画は、中間年を目安に見直すことができると

されており、本市においても点検・評価を踏まえて、同様に行う予定です。 

６ 計画の推進に向けた取組 

  点検・評価に加え、事業計画の普及・啓発についても計画期間である５年間を通じて市民参加

を促進し、市民と行政の協働により取り組みます。 

【27年度の主な取組】地域の子育て当事者が主体となった意見交換会の開催（10月～２月）、子

ども・子育て支援新制度フォーラムの開催（10 月）、市内の子ども・子育て支援関連施設や公共

施設、市営バス等への啓発ポスターの掲出（９月～） 
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＜指標＞

№
施
策 直近の現状値 28年３月末時点 進捗状況 【31年度末の目標】 所管課

1 1
20人

(26年4月) （27年4月1日時点）
0人

（32年４月）
保育対策課

2 1
47.1％

(25年度)
65.0%

保育・教育
人材課

3 1
①26.0％
② 8.0％
(25年度)

①100％（全校）
②100％（分割・移転
を終えた全クラブ）

放課後児童
育成課

＜主な事業・取組＞

№
施
策

方向
性

確保
方策 事業・取組名 目標 計画策定時 28年３月末時点 進捗状況

27年度予算額
（千円単位）

27年度決算額
（千円単位）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 【31年度末の目標】 所管課

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）
②60,003人
（26年4月）

（27年4月1日時点）

①48,797人
②69,986人

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
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

保育・教育
人材課
子育て支
援課

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～

―
改訂
（28年度）

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
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
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
保育・教育
運営課

8 1 2 ☆ 休日保育（一時保育） 延べ利用者数（年間）
476人
（25年度）

4,157人
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
子育て支
援課

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
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）

保育・教育
運営課
保育・教育
人材課

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）
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
（26年度）

①27か所
②４か所

保育・教育
運営課

14 1 4 保育士就職面接会 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）

保育対策
課

15 1 4
幼稚園教諭と保育士
資格を併有する「保
育教諭」の確保

― ― （推進）

子育て支
援課
保育対策
課

16 1 3 ☆ 放課後児童育成事業

①留守家庭児童対応の定員数（登
録児童数）
②放課後キッズクラブの実施校数
③必要な分割・移転を行う放課後
児童クラブ数

①11,761人
②89校
③12クラブ
　（25年度）

①24,463人
②全校
③必要な分割・移転を
終えた全クラブ

放課後児
童育成課

27年度の取組

＜27年度の振り返り＞

【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

指標

保育所待機児童数

放課後19時までの居場所づくり
①放課後キッズクラブの整備率
②必要な分割・移転を終えた放課後児童クラブの割合

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

【直近の状況】

＜27年度の振り返り＞

■これまでの主な取組

■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）

■取組による成果

資料 ８

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。

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。

Ａ：推進
Ｂ：見直し
Ｃ：休止・廃止

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。
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＜指標＞

№
施
策 直近の現状値 28年３月末時点 進捗状況 【31年度末の目標】 所管課

1 3
3.5か月
(25年度) 2.8か月

障害児福祉
保健課

2 3
145,110人
（25年度） 183,000人

障害児福祉
保健課

3 3
92,522人
（25年度） 507,000人

障害児福祉
保健課

＜主な事業・取組＞

№
施
策

方向
性

確保
方策 事業・取組名 目標 計画策定時 28年３月末時点 進捗状況

27年度予算額
（千円単位）

27年度決算額
（千円単位）

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 【31年度末の目標】 所管課

1 3 1
地域療育センター運
営事業

地域療育センターの箇所数
８か所
（26年４月）

８か所
障害児福
祉保健課

2 3 4

障害のある子どもへ
の保育・教育の提供
体制の整備（基本施
策①の再掲）

― ― （推進）
障害児福
祉保健課

3 3 1
児童発達支援事業の
拡充

児童発達支援事業所の箇所数
52か所
（25年度）

70か所
障害児福
祉保健課

4 3 3
放課後等デイサービ
ス事業所の拡充

放課後等デイサービス事業所の箇
所数

58か所
（25年度）

270か所
障害児福
祉保健課

5 3 3
学齢後期障害児支援
事業の拡充

学齢後期障害児支援事業所の箇
所数

３か所
（26年４月）

４か所
障害児福
祉保健課

6 3 3
市立特別支援学校の
再編整備

― （実施） （推進）

教育委員
会事務局
特別支援
教育課

7 3 3
特別支援教育支援員
研修講座

― （実施） （推進）

教育委員
会事務局
特別支援
教育課

8 3 1
幼・保・小連携による
情報の共有化

― （実施） （推進）
保育・教育
人材課

9 3 4
重症心身障害児施
設、障害児入所施設
の整備

①新施設整備中の箇所数
②再整備中の箇所数

①１か所（重
症心身障害
児施設）②２
か所（白根学
園児童寮、な
しの木学園）
（25年度）

①１か所整備済（重症
心身障害児施設）②４
か所再整備済（白根
学園児童寮、なしの木
学園、横浜療育医療
センター、横浜訓盲
院）

障害児福
祉保健課

10 3 4
メディカルショートス
テイ事業の推進

―

協力医療機
関の箇所数：
10病院、利用
登録者数：80
人
（25年度）

（推進）
障害児福
祉保健課

11 3 5
市民の障害理解の促
進

― （実施） （推進）

障害児福
祉保健課
健康福祉
局障害企
画課

放課後等デイサービス利用者数

【基本施策③】障害児への支援

＜27年度の振り返り＞

指標

地域療育センターの初診待機期間

児童発達支援事業利用者数（地域療育センター含む）

＜27年度の振り返り＞

【直近の状況】

27年度の取組

■これまでの主な取組

■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）

■取組による成果

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。

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。

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。

Ａ：推進
Ｂ：見直し
Ｃ：休止・廃止
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保育・教育に関する「量の見込み」及び「確保方策」の中間見直しについて（報告） 

１ 趣旨 

  横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育・教育に関する「量の見込み」及び「確保方策」

の中間見直しを平成 28 年度に実施します。 

２ 経緯等 

（１） 第１期子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度～平成 31 年度）については、計画策定時から

中間年に見直すことを前提として議論を進めてきました。

（２） 保育・教育に関する「量の見込み」及び「確保方策」については、各年度の計画を年度当初

（４月１日現在）の値で設定しているため、平成 28 年度が実質的な中間年に該当します。

（３） 就学前児童数の推移などから、29 年度の保育に関する「量の見込み」は計画値を上回ることが

予測されるため、28 年度予算案では、事業計画期間における整備量の範囲内で前倒しして、2,543
人分の受入枠確保のための経費を計上しています。

３ 今後のスケジュール（予定） 

平成 28 年５月～６月頃  幼稚園等に対する意向調査実施

平成 28 年７月頃～  子ども・子育て会議において、保育・教育に関する「量の見込み」及び

「確保方策」について審議

平成 29 年３月  神奈川県への協議等を経て、見直し後の保育・教育に関する「量の見込み」及び

「確保方策」の確定

４ その他 

  地域子ども・子育て支援事業（１３事業）に関する「量の見込み」及び「確保方策」の見直しに

ついては、平成 29 年度に実施します。 
なお、地域子ども・子育て支援事業については、各年度の数値を年度末（３月 31 日現在）の値で 

設定しています。

資料９ 
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