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第１章 計画の策定にあたって

１計画策定の背景と趣旨
急速な少子化・高齢化の進行は人口構造にアンバランスを生じさせ、さらに、

労働力人口の減少や社会保障負担の増加など、地域社会の活力を低下させる大き

な要因となり、地域社会の将来に深刻な影響を及ぼすことが危惧されます。

また、子ども並びに子育て世帯を取り巻く環境も核家族化の進行、就労形態・

構造の変化、地域の連帯感の希薄化など、より厳しい方向への変化が指摘されて

います。

国においては「エンゼルプラン」（平成 6 年）、「少子化対策推進基本方針」及び

「新エンゼルプラン」（平成 11 年）などにより、少子化対策を進めてきました。

しかし、出生率の低下には歯止めがかからず、全国の合計特殊出生率1は平成 17
年に 1.26 と過去最低を更新しました。以後、微増傾向にはあるものの平成 24 年

時点では 1.41 と依然として低い状態です。

こうした少子化の流れに対して、平成 15 年には子育てに対する社会的支援を総

合的かつ計画的に推進するものとして「少子化社会対策基本法」「次世代育成支援

対策推進法」が制定され、平成 20 年には「次世代育成支援対策推進法」の一部が

改正されました。山形市においては、同法に基づき「山形市次世代育成支援対策

行動計画（前期計画）」「山形市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」を策定

し、地域における子育て支援や子どもの心身の健やかな成長に資する環境整備な

どに努めてきました。

こうした中、平成 24 年 8 月、子ども・子育て関連３法2が成立し、公布されま

した。同法では、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的

拡充、地域における子育て支援の充実に向けた取組を総合的に推進することを目

的としています。

このような全国的な動向、子ども・子育て家庭及び地域を取り巻く環境の変化、

これまでの次世代育成支援対策の進捗状況、課題を整理し、子ども一人ひとりが

健やかに成長することができる社会の実現、「子どもの最善の利益」が実現される

社会を目指して、平成 27 年 4 月から始まる予定の子ども・子育て支援新制度を

推進するための事業計画として本計画を策定しました。

しかし、今般、計画策定から１年が経過し、計画期間における教育・保育の量

の見込みに対する確保方策の内容について、整備時期の前倒し等、施設及び事業

者の事情により、計画策定時と比較し、大きな変更が生じています。

さらに、山形市においては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定と併せ、

1
合計特殊出生率：15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間

に生むとしたときの子どもの数に相当します。

2
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連法律の整備等に関する法律」



2

現在実行中の「第２期経営計画（平成 24～28 年）」が見直され、新たに「山形市

発展計画」を策定（平成 28 年３月）いたしました。

このことから、量の見込みに対する確保方策の変更内容を踏まえつつ、「山形市

発展計画」に追加された各施策や成果指標等との整合性を図るため、計画を一部

見直すことといたしました。

図表 １－１ 国の次世代育成・少子化対策の主な流れ

 

少子化対策基本法に基づいて決定された少子化に対

処するために政府が講じるべき施策の指針。 

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保

育の量的拡充、地域における子育て支援の充実に向

けた取組を総合的に推進することを目的に制定。 

少子化の進行 

・新待機児童ゼロ作戦 

・次世代育成支援対策推進法の一部改正 

１．５７ショック 

エンゼルプラン 

新エンゼルプラン 

次世代育成支援対策推進法の期間延長 

少子化対策プラスワン 

・次世代育成支援対策推進法 

・少子化対策基本法 

・児童福祉法の一部改正 

少子化社会対策大綱 

子ども・子育て支援３法の制定、公布 

新しい少子化対策について 

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

・仕事と生活の調和（ライフ・ワーク・バランス）憲章 

・仕事と生活の調和のための行動指針 

合計特殊出生率がひのえうまの年である昭和 41 年の

1.58 を下回った。 

平成 11 年 

平成６年 

平成 14 年 

平成 20 年 

平成 15 年 

平成 17 年 

平成 18 年 

平成 19 年 

平成 24 年 

平成 26 年 

平成２年 

子育てを夫婦や家庭だけの問題ととらえるのではなく、

社会全体で子育てを支援していくことをねらいとし、10

年間に取り組むべき子育て支援の基本的方向と重点

施策を定めた計画。 

従来の「エンゼルプラン」を見直し、重点的に推進すべ

き少子化対策の具体的実現を目指したもので、これま

での保育サービス関係のみの取組ではなく、保健、医

療、教育、雇用等の事業も加えた幅広い内容の計画。 

「新エンゼルプラン」の「仕事と子育ての両立支援」に加

え、「男性を含めた働き方の見直し」、「地域における子

育て支援」など４つの柱に沿った取組を推進。 

・次世代育成支援対策推進法 

急速な少子高齢化の進行を踏まえ、国・地方公共団

体・企業について、その責務を明らかにし、行動計画な

どを策定することを義務づけた計画。 

・少子化対策基本法 

少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進

するための法律。 

・児童福祉法の一部改正 

児童虐待防止対策等の充実など、全ての子育て家庭

の支援を市町村の責務として明確に位置づけた。 

平成 17 年の出生数が 106 万人、合計特殊出生率 1.25

と、いずれも過去最低を記録したことを受け、子育て支

援策等 40 項目の具体的施策を位置づけた。 

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

「仕事と生活の調和の実現」と「包括的な次世代育成支

援の枠組みの構築」を車の両輪として対策を推進。 

・仕事と生活の調和（ライフ・ワーク・バランス）憲章 

「仕事と生活の調和」について国民的な取組の大きな

方向性を示すもので、あるべき姿を提案。 

・仕事と生活の調和のための行動指針 

企業や働く者の効果的な取組、国や地方公共団体の

施策の方向性を示すもので、14 の数値目標を設定。 

・新待機児童ゼロ作戦 

希望するすべての人が安心して子どもを預けることが

できるよう、保育サービスの量の確保に加え、質の向上

も目指し数値目標を設定。 

・次世代育成支援対策推進法の一部改正 

地域や職場における、総合的な次世代育成支援対策

を推進するため、行動計画の作成の対象企業が、従業

員 301 人以上から 101 人以上に変更されるなどの改正

を行った。 

法律の有効期限が平成 37 年 3 月 31 日まで 10 年間延

長。法に基づく市町村の行動計画策定が任意化された

反面、一定規模の事業所における一般事業主行動計

画の策定は引き続き義務化されるとともに更なる雇用

環境の整備のため、事業所の認定制度が新たに創設。 
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２計画の位置づけ

（１） 子ども・子育て支援法に基づく計画

本計画は子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事

業計画」として、平成 27 年 4 月からすべての子どもたちと子育て家庭を対象に

進めていく予定の、子ども・子育て支援事業の目標や方向性を示すものです。

また、山形市総合計画を上位計画とし、山形市の関連する個別計画との整合を

図りながら、これまでの山形市の取組との継続性を保ちつつ、山形市の子ども・

子育て支援事業を着実に推進し健やかな子どもの育ちを実現していくために、行

政のみならず市民一人ひとり、各家庭や学校、企業、地域など社会全体が取り組

むための計画です。

図表 １－２ 上位計画、各種関連計画、関連法令との関係

■上位計画

山形市第７次総合計画
めざす将来都市像 『みんなで創る「山形らしさ」が輝くまち』の実現

課題の継承

①教育・保育の量の見込み、確保の方策

②地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、確保の方策

③計画の推進に関する体制の確保

④関連施策の内容

山形市の各種関連計画

山形市地域福祉計画

山形市障がい者基本計画

山形市健康づくり２１

いきいき山形男女共同参画プラン

山形市教育振興基本計画

その他の関係計画

連 携

根拠法令

■ 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）

第六十一条 市町村は、基本指針に則して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町

村子ども・子育て事業計画」という。）を定めるものとする。

山形市食育・地産地消推進計画

分野別計画

山形市次世代育成支援地域行動計画
（前期計画：平成 17年～21 年度）

（後期計画：平成 22年～26 年度）

山形市子ども・子育て支援事業計画
（計画期間：平成 27 年～31 年度）
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（２） 次世代育成支援対策推進法に配慮した計画

次世代育成支援行動計画の法的根拠となる「次世代育成支援対策推進法」は平

成 27 年３月までの時限立法でしたが、法の一部改正により平成 37 年３月まで 10
年間延長されることとなりました。これに伴い、同法第８条で定める「市町村行

動計画」の法的根拠は存続することとなりますが、市町村における行動計画の策

定は任意とされ、「市町村子ども・子育て支援事業計画」との一体的な策定が可能

とされています。

そこで、「山形市次世代育成支援地域行動計画（後期計画：平成２２年度～平成

２６年度）」の達成状況を本計画において検証し、引き続き取組むべき課題を盛り

込むことといたします。

３計画の期間

本計画は子ども・子育て支援法に基づいて定められた基本指針に則して、計画

期間は平成 27 年度を初年度とし、平成 31 年度までの 5 カ年を一期として策定し

ます。

図表 １－３ 山形市子ども・子育て支援事業計画の計画期間

平成

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

山形市次世代育成支援行動計画（後期計画）

山形市子ども・子育て支援事業計画
計画

策定
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４計画の策定体制

（１） 市民ニーズ調査の実施

本計画策定の基礎的資料とするため、子育ての状況や教育・保育事業の利用状

況、子育てに関する意識、子育て支援施策に対するニーズ等を把握することを目

的に、「山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査」を実施しまし

た。

図表 １－４ 「山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査」の概要

（２） 検討体制

ア 庁内組織

本計画策定にあたり、子育てに関連する庁内関係部課等で構成する関係部課長

会議を設置して関係各部課との連携を強化し、計画の策定・検討を進めました。

イ 市民参加

本計画策定過程では、子ども・子育て支援法第 77 条第 1 項に基づき、「山形市

子ども・子育て会議条例」を制定し、子どもの保護者、幼稚園や保育所及び子育

て支援事業に従事している事業関係者、学識経験者によって構成された「山形市

子ども・子育て会議」を設置して意見の収集、内容等の検討を行いました。

ウ パブリックコメント

平成 25 年度に計画策定に係る市民ニーズ調査を実施したほか、各種団体への意

見聴取、パブリックコメント（意見公募手続き）を経て作成しました。

調査対象 ①就学前児童及び就学児童の保護者 ②20 歳代・30 歳代の市民

対象地域 山形市全域

標本数 2,000 500
回答数（率） 1,008（50.4%） 169（33.8%）

標本抽出方法 無作為抽出法

調査方法 調査票による郵送留置・郵送回収法

調査期間 平成 25 年 11 月中旬～12 月上旬



6

５計画の達成状況の点検及び評価

計画期間中の各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実

施状況、費用の使途実績等を点検及び評価し、結果を公表するとともに、必要な

対策を実施します。

なお、当初の計画に対して「量の見込み」などに大きな乖離が見られる場合は

計画の中間年（平成 29 年度）を目安に計画の見直しを検討します。（詳しくは[第
4 章 7 計画の進捗状況の管理と評価](P77)を参照）。

６山形市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）の評価

「山形市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）」では、計画期間中に達成す

べき事業量の数値目標を設定しており、その進捗状況は次のとおりですが、達成・

未達成のものも含め、本計画の策定趣旨に関連の深いものについては、検証結果

を踏まえ、引き続き取組むべき課題等を計画に反映していきます。

一方、本計画に引継がない事業等については、個別計画等により、担当課が各々

進捗状況を管理していきます。

数値目標を掲げた 36 項目のうち、平成 26 年度末（見込み）において

となり、数値目標を達成している指標が全体の 50%を超えています。

反面、達成していない項目の傾向として、

・1 歳 6 か月までに予防接種を終了している子どもの割合

・３歳児健診で虫歯のない児童の割合

・子どものかかりつけ医がいる家庭の割合

・子どもの朝食欠食率

・小学生の肥満傾向の割合

など、子どもの医療や健康に関するものが多く、目標には到達していないものの、

計画当初と比較し、進捗状況は高い数字を示している事業も多く、達成状況の評

価そのものが難しい状況となっています。

●目標達成したもの 19 項目

●達成していないもの 15 項目

●その他、事業延期等により目標達成の評価が

できないもの
2 項目
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なお、基本目標、指標毎の計画期間５年間を通した進捗状況及び総合評価を次

ページ以降に示しています。



8

図表 １－５ 山形市次世代育成支援地域行動計画（後期計画）の進捗状況 平成 26 年度

基本
目標

Ｎｏ 指標等 事業内容 担当課

1 待機児童の解消

・民間立保育所施設整備事業
・家庭的保育事業
・認可外保育施設の認証制度
・多子負担軽減制度

こども保育課

2 一時保育
・保育園に対し、特別保育事業費補助金の交付
・実施の働きかけ

こども保育課

3 特定保育
・特別保育事業費補助金の交付
・実施の働きかけ

こども保育課

4 2歳児の預かり保育による受け入れ人数
・私立幼稚園就園奨励費（市単）
・私立幼稚園にこにこ子育て支援事業費補助金
　（市単）

こども保育課

5 幼児教育振興プログラム 「幼児教育振興プログラム」策定事業 こども保育課

6 認可外保育施設の認可数 認可外保育施設の認証制度 こども保育課

7 放課後児童クラブの学校等市有施設利用箇所数
放課後児童健全育成事業
（施設改修・増改築補助金の交付）

こども福祉課

8 地域開放実施幼稚園数
・県との連携
・実施の働きかけ

こども保育課

9
地域子育て支援拠点（子育て支援センター、集いの
広場）設置箇所数

・子育て支援ネットワーク事業
・民間立保育所整備事業
・子育て支援施設運営補助事業

こども保育課

10 子育ておしゃべりサロン数
地域子育て支援事業（子育ておしゃべりサロン）
補助金の交付

こども保育課

11 子育て優良事業所認定制度の創設
・子育て優良事業所認定制度の創設
・普及、啓発及び情報提供

こども保育課

12 子育てに不安を感じる保護者の割合

・子育て支援ネットワーク事業
・育児支援家庭訪問事業
・こんにちは赤ちゃん事業
・児童家庭相談援助事務
・子育て支援施設（あ～べ）運営補助事業
・地域子育て支援事業
　（子育ておしゃべりサロン）補助金の交付
･普及、啓発及び情報提供

こども保育課
健康課

保健センター

13 悩みの相談相手がいない保護者の割合

・子育て支援ネットワーク事業
・育児支援家庭訪問事業
・こんにちは赤ちゃん事業
・児童家庭相談援助事務
・子育て支援施設（あ～べ）運営補助事業
・地域子育て支援事業
　（子育ておしゃべりサロン）補助金の交付
･普及、啓発及び情報提供

こども保育課
健康課

保健センター

14 子育てに積極的に参加する父親の割合

・子育て支援ネットワーク事業
・育児支援家庭訪問事業
・こんにちは赤ちゃん事業
・児童家庭相談援助事務
・子育て支援施設（あ～べ）運営補助事業
・地域子育て支援事業
　（子育ておしゃべりサロン）補助金の交付
･普及、啓発及び情報提供

こども保育課
健康課

保健センター

15 本市が子育てしやすいと考えている保護者の割合 子育て関連全事業 こども保育課

16
理想的と思う子どもの数と、持とうと思う子どもの
数の差

子育て関連全事業 こども保育課

1
　
子
育
て
を
見
守
り
支
援
す
る
ま
ち



9

計画策定時の状況

（平成21年度）

数値目標
（平成26年度）

進捗状況 総合評価

198人 0人 達成
0人

市保育計画に基づき、保育所の創設等のハード整備に加え、保育ママ事業等
のソフト事業の拡充により待機児童を解消した。

16カ所 21カ所
達成

22カ所
目標を上回って実施することができた。

17カ所 22カ所
達成

25カ所
目標を上回って実施することができた。

120人 増やす
達成

137人
計画どおり受入れが増えている。

未策定 策定 策定延期
子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、幼児教育をめぐる状況が大きく変
わることが予測されることから策定延期とした。

13施設 増やす
未達成
12施設

認可保育所へ移行する施設が増えたため、認証保育所数が減った。

12カ所 16カ所
達成

23カ所
計画策定初年度に12カ所の学校等利用施設が、移転・分園により目標値を上
回る施設数となった。

20園 増やす
未達成
20園

計画期間中では実施園の増数は見込めなかった。

12カ所 17カ所
達成

20カ所
民間立保育所の整備に伴い、目標を上回って実施することができた。

28カ所 増やす
達成

32カ所
策定当初から4箇所増え、より身近に利用できる環境となった。

準備 実施
県事業との調整により事業
延期

県事業と重複することから事業延期となった。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
就学前児童　35.7%
小学校児童　29.7%

減らす

達成

平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

　22.0%

支援事業・相談事業等を継続して実施してきたことにより、目標の達成に
至った。
各母子保健事業を通し、母親の育児不安や育児負担について対応してきた。
育児不安や負担の訴えが少ない保護者に対しても、子どもの成長を見守りな

がら関わってきた。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
就学前児童 2.1%
小学校児童 1.3%

減らす

未達成

平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

4.8%

平成25年度に実施したニーズ調査の結果から目標に及ばない結果となった。
各母子保健事業を通し相談に応じ、必要な方には随時相談窓口などを紹介し
てきた。また、幼児健診時に自殺予防対策事業から、「山形市困ったときの
相談窓口一覧」ファイルを配布した。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
就学前児童40.9%
小学校児童31.7%

増やす

達成

平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

　53.3%

前回のニーズ調査の結果から増加傾向にある。各事業の効果が表れている。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
就学前児童 45.2%
小学校児童 52.5%

増やす

達成

平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

　56.8%

前回のニーズ調査の結果から増加傾向にある。各事業の効果が表れている。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
20･30代　0.72人

減らす

達成

平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

　0.5人

前回のニーズ調査の結果から減少傾向にある。各事業の効果が表れている。
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基本
目標

Ｎｏ 指標等 事業内容 担当課

1
1歳6カ月までに三種混合（3回）の予防接種を終了し
ている子どもの割合

・予防接種無料実施
・健診時に未接種者に接種勧奨
・普及、啓発及び情報提供

健康課

2
1歳6カ月までに麻疹の予防接種を終了している子ど
もの割合

・予防接種無料実施
・健診時に未接種者に接種勧奨
・普及、啓発及び情報提供

健康課

3 1歳6カ月児健診受診率
・健診の未受診者に対し、ハガキ、文書、訪問等
　により受診勧奨
・普及、啓発及び情報提供

保健センター

4 3歳児健診受診率
・健診の未受診者に対し、ハガキ、文書、訪問等
　により受診勧奨
・普及、啓発及び情報提供

保健センター

5 3歳児健康診査でむし歯のない児童の割合
・1歳6か月児健診時に希望者に対しフッ素塗布を
　無料実施
・普及、啓発及び情報提供

保健センター

6
こんにちは赤ちゃん事業を民生委員児童委員の地区
組織と連携して実施している地区の数

こんにちは赤ちゃん事業 保健センター

7 子どものかかりつけ医がいる家庭の割合

・４か月、９か月健診時に無料で個別健診を実施
　することにより、かかりつけ医をもつことのき
　っかけをつくる
・普及、啓発及び情報提供

こども保育課
健康課

保健センター

8
子どもが急病時に病院などが見つからず困った経験
がある保護者の割合

・夜間、休日の当番医について山形市ホームページ
　に掲載
・夜間診療所への運営支援、小児科医常駐
・普及及び啓発

こども保育課
健康課

9
乳幼児をもつ親に対して地域における食に関する学
習機会の充実

・個別栄養相談、離乳食教室等の実施
・普及、啓発及び情報提供

保健センター

10 子どもの朝食欠食率
・心を育む学校給食週間、健康教室
・食育講話・実習
・普及、啓発及び情報提供

保健センター
スポーツ保健課

11 小学生の肥満傾向の割合

・心を育む学校給食週間、健康教室
・親子クッキング教室、ワクワクこどもクッキング、
　食育講話及び実習
・普及、啓発及び情報提供

保健センター
スポーツ保健課

12 10代の人工妊娠中絶率
・「いのちの学習」
・学校への講師派遣、普及及び啓発

保健センター

２
　
す
こ
や
か
な
子
ど
も
を
育
む
ま
ち
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計画策定時の状況
（平成21年度）

数値目標
（平成26年度）

進捗状況 総合評価

94.00% 95%以上
未達成
94.9％

予防接種法の改正により、生後早い時期から複数回接種しなければならない
接種項目が増えたことで、１歳の早い時期での接種が難しくなってきてい
る。１歳の間に確実に接種するよう、機会をとらえながら勧奨していく必要
がある。

87.70% 95%以上
未達成
84.2％

予防接種法の改正により、生後早い時期から複数回接種しなければならない
接種項目が増えたことで、１歳の早い時期での接種が難しくなってきてい
る。１歳の間に確実に接種するよう、機会をとらえながら勧奨していく必要
がある。

95.90% 98%以上
達成

98.5％

受診率は横ばい傾向にある。保育園や幼稚園等に受診勧奨を協力依頼し、受
診率向上に努めてきた。また、未受診児についての把握も積極的に実施して
る。

96.60% 98%以上
未達成
96.7％

受診率は横ばい傾向にある。保育園や幼稚園等に受診勧奨を協力依頼し、受
診率向上に努めてきた。また、未受診児についての把握も積極的に実施して
いる。

70.20% 80%以上
未達成
77.0％

1歳6か月児健診でのブラッシング指導やフッ素塗布が一定効果を挙げ、徐々
に高くなってきたが、ここ数年は微減の状態である。

5地区 30地区
未達成
27地区

毎年度着実に地区を拡大してきた。民生委員児童委員が訪問することで地域
の子育てサロンも活発化している。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
就学前児童 95.1%
小学校児童 92.4%

100%

未達成
平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

　96.6%

定期予防接種の接種開始年令が生後２か月からになったことで、早期のうち
にかかりつけ医を持つ傾向になっている。

平成20年度

（ニーズ調査結果）
就学前児童 14.0%
小学校児童 14.8%

減らす

未達成
平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

14.7%

平成23年度に山形市休日夜間診療所を新築オープンし、休日夜間の小児科診
療体制も案内しやすい環境が整った。急病時の病院については、ホームペー
ジやカード配布等、子育てガイド等への掲載など、情報発信してきた。

66回　1,912人 増加

未達成
平成25年度

58回　1,330人

計画期間中は横ばいの実績となっている。幼児対象の調理実習、離乳食教
室、個別栄養相談は要望のある事業である。

平成19年度

（市民アンケート）
幼    児　7.3%
小学校　6.5%

半減

未達成
平成24年度

（市民アンケート）

   幼    児　5.0%
　小学校　11.1%

各種食育講座や広報等を活用し、普及、啓発を行い、幼児は微減、小学生は
微増の実績であった。

3.20% 3%以下
未達成
3.04％

家庭との連携を図りながら、改善に取組んだ結果、減少はしたものの、目標
値にわずかに達しなかった。

4.3人

（人口千人対）
減少傾向へ

未達成
4.3人

（人口千人対）
横ばい状態。学校教育の中で「いのちの学習」等で取り組んできた。
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基本
目標

Ｎｏ 指標等 事業内容 担当課

1 市立小中学校耐震改修の完了 小・中学校耐震化推進事業 教）管理課

2 東小学校の改築 東小学校校舎等改築事業 教）管理課

3 学校評価への地域住民の参加
学校関係者評価に、子どもがいない地域の大人の方に参
加してもらう制度

学校教育課

4 学校教育活動への地域人材の活用
「魅力ある学校づくり」の授業の一環で、地元の人を講
師に招いて指導してもらう取組

学校教育課

1 屋内型幼児遊戯施設の整備 屋内型幼児遊戯施設整備事業 こども保育課

2 交通安全教室の開催回数
・交通安全教室への講師派遣
・普及、啓発及び情報提供
・開催の働きかけ

市民課

3 交通事故死者数
・チラシ配布
・高齢者宅の戸別訪問による夜光反射材の配布

・飲酒運転撲滅活動

市民課

4
身近で虐待を見聞きした時に特に何も対応しなかっ
たという人の割合

・普及、啓発及び情報提供
こども保育課

３
　
未
来
の
や
ま
が
た
の
子
ど
も
を
育
む
ま
ち

４
　
親
と
子
ど
も
が
安
心
で
き
る
ま
ち
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資料：山形市子育て推進部こども保育課資料より抜粋

計画策定時の状況

（平成21年度）

数値目標
（平成26年度）

進捗状況 総合評価

16校 改修工事完了
達成

改修工事完了

耐震補強工事が必要な小中学校施設の耐震化を、計画どおり平成24年度で完
了することにより、児童・生徒の安全・安心な教育環境を整備することがで
きた。

着工 改築工事完了
達成

改修工事完了
グラウンド完成が2ケ月程度遅れたものの、ほぼ計画どおりに実施すること
ができ、児童が快適、かつ安全、安心な教育環境を整備することができた。

20校 30校 達成
37校

小学校25校、中学校12校が、学校評議員制や学校関係者評価により、地域の
声を学校評価に取り入れた。

40校 51校 達成
51校

「魅力ある学校づくり推進事業」によって、すべての学校が地域人材を活用
している。

基本構想 整備完了
達成

施設完成
運営開始

平成26年12月のオープンに向けて、工事が進められた。

平成20年度

保育園･幼稚園等：49回

小･中学校：76回

増やす

達成
平成20年度

保育園･幼稚園等：47回

小･中学校：82回

平成22年度以外は、実績が当初より上回り目標が達成できた（26年度は年度
途中の数値）。全体として良好な結果だったといえる。

2人
年間死者
1桁以下

達成
3人

各年度において、目標の年間死者一桁以下を達成できた。

平成20年度

（ニーズ調査結果）

20･30代　54.8%
減らす

未達成

平成25年度

（ニーズ調査結果）

就学前及び就学児童

　65.2%

特に何もしなかったという人の割合が増加していることから、児童虐待防止
への関心を高めるため、さらに機会を捉えた情報提供に努める必要がある。
国民の児童虐待通告義務を含めた、児童虐待防止普及啓発の強化を、今後も
継続していくことが重要である。
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第２章 子ども・子育てを取り巻く現状・課題

１子どもの人口現状・課題

（１） 子どもの人口と将来予測

山形市の推計人口は平成 27 年 10 月 1 日現在 253,832 人となっています。計画

期間最終年の平成 31 年には約 2 千人程度減少し、約 25 万 2 千人になるものと推

計されます。子ども（0～5 歳）の数は平成 27 年の 12,058 人から平成 31 年には

11,857 人に減少するものと予測されます。

総人口の減少とともに少子化の進行が予想されます。

図表 ２－１ 山形市の子ども人口、総人口の将来推計

資料：山形市推計（各年 10月 1 日現在）

［注］［注］子ども・子育て支援法に基づく、事業計画策定の基本指針では、各年度の必要な教育・保育の量の見込みを推

計する際、就学前児童の年齢ごとの区分設定が必要とされているため、人口ビジョンの推計人口は用いないこととします。

また、実態に即した計画とするため、平成 23年~平成 26年 10月 1日時点の年齢別推計人口及び平成22年・27 年国勢調査

の年齢別人口を基に、東日本大震災による人口流入等の影響を考慮し補正しました。

12,058 12,066 
11,959 11,868 11,857 

253,832 253,484 
253,013 

252,437 
251,743 

11,200 

11,400 

11,600 

11,800 

12,000 

12,200 

12,400 

12,600 

12,800 

平成 27年 平成 28年 平成29年 平成30年 平成 31年

242,000 

244,000 

246,000 

248,000 

250,000 

252,000 

254,000 

256,000 

０～５歳

人口

総人口

人 人
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（２） 婚姻、出生数・合計特殊出生率の動向

ア 婚姻

山形市における平均初婚年齢は男女とも全国、県と同様に一貫して上昇を続け

ており、直近では男女ともに県を上回っています。また、生涯未婚率は平成 2 年

以降に上昇が続いており、特にこの傾向は男性に顕著です。山形市の女性の生涯

未婚率は県を上回って推移しています。

平均初婚年齢、生涯未婚率の上昇は晩婚化、未婚化を端的に示しており、出生

数、出生率の減少・低下を引き起こす原因の一つと考えられます。

図表 ２－２ 平均初婚年齢の推移

資料：人口動態統計、県保健統計年報

図表 ２－３ 生涯未婚率の推移

資料：国勢調査

0

5

10

15

20

25

全国 男

全国 女

県 男

県 女

市 男

市 女

％

生涯未婚率

→45～49歳と50～54歳の未婚率

の平均値

24

25

26

27

28

29

30

31

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

年
齢

全国 男

全国 女

県 男

県 女

市 男

市 女
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イ 出生数と合計特殊出生率

山形市の出生数は第 2 次ベビーブーム（昭和 46 年～49 年）以降ほぼ一貫して

減少を続けており、平成 24 年の出生数は 2,111 人となっています。

また、合計特殊出生率は近年横ばい、ないしはわずかながら上昇傾向を示して

いるものの、平成 24 年には国、県を下回り 1.38 となっています。

図表 ２－４ 山形市の出生数、合計特殊出生率の推移

資料：人口動態統計、県保健統計年報
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市
昭和41年（ひのえうま）

国の合計特殊出生率

1.58

出生数 2,530人 平成2年、国の合計特殊出生率が昭和

41年を下回る（1.57ショック）

平成24年 全 国 1.41

山形県 1.44

山形市 1.38

山形市の出生数 2,111人

人

昭和・年 平成・年

第２次ベビーブーム

（昭和46年～49年）

昭和49年の出生数

3,695人
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（３） 世帯の状況

山形市の平成 22 年の一般世帯数は 96,560 世帯となっており、平成 12 年と比

べ 6,450 世帯の増加となっています。三世代同居世帯数、一世帯あたり人員が減

少しており都市化、核家族化の進行がうかがえます。

核家族化の進行に伴い、子育てへの手助けが少なくなると同時に、家庭内にお

ける親の子どもに対する教育力の低下が心配されます。

図表 ２－５ 山形市の一世帯あたり人員、三世代同居率

１世帯あたり人員 三世代同居率

資料：国勢調査

［注］三世代同居率は三世代同居の世帯数を一般世帯数で割ったもの。

全国 山形県 山形市 全国 山形県 山形市

昭和60年 73,214 241,354 3.14 3.77 3.29 15,615 13.9% 33.3% 21.3%
平成2年 77,829 249,487 2.99 3.65 3.18 15,463 12.1% 31.6% 20.0%
平成7年 85,157 254,488 2.82 3.45 2.95 14,804 10.5% 28.6% 17.5%
平成12年 90,110 255,369 2.67 3.25 2.79 15,309 10.1% 28.1% 17.0%
平成17年 93,623 256,012 2.55 3.09 2.69 13,856 8.6% 24.9% 14.9%
平成22年 96,560 254,244 2.42 2.94 2.58 12,222 7.1% 21.5% 12.7%

一般世帯 三世代同居

世帯数
世帯人員

（人）

１世帯あたり人員（人）
世帯数

三世代同居率

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

山形県

全国

山形市

0%
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35%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年平成17年平成22年

山形県

山形市

全国
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全く負担や不

安を感じない

4.2%

あまり負担や不

安を感じない

37.1%

どちらとも言え

ない

35.9%

どちらかという

と不安や負担

を感じる

18.9%

非常に不安や

負担を感じる

3.1%

無回答

0.8%

（調査数：1,008）

２ニーズ調査からみられる現状・課題

（１） 子育てについての意識

ア 理想と思う子育て

平成 25 年度に実施した「山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ

調査」（以下、ニーズ調査）によれば、理想と思う子育てでは、下表に示すとおり、

「3 歳くらい（ある程度の自立）までは自分で子育てをし、それ以降は必要に応

じて幼稚園や保育所などで定期的な教育・保育を受けたい」（68.3％）が最も多く、

次いで「経済的に許されるなら、家族で子育てしたい」（12.9％）となっています。

イ 子育てへの不安・負担感

子育てに関する不安感や負担感については、37.1％が「あまり負担や不安を感

じない」と回答していますが、「どちらとも言えない」いう回答も 35.9％ありま

す。

子育てをする上で、特に負担に思うことは、「自分の自由な時間が持てない」

（49.6％）が最も多く、次いで「子育てで出費がかさむ」（46.9％）、「子育てによ

る身体の疲れが大きい」（37.4％）となっています。

また、子育てに関し、日常悩んでいることについては、「子どもを叱り過ぎてい

るのではないか」（41.9%）が最も多く、次いで「食事や栄養に関すること」(32.2%)、
「子どもの教育」(31.4%)、「病気や発育・発達」(26.4%)となっています。さらに、

「子どもとの接し方が分からない」(16.7%)、「ストレスがたまり、子どもに手を

あげたことがある」(5.8%)も一定の割合があります。

このように、子育てにおいて、経済的・精神的・肉体的な負担感やストレスを

感じている親が多くいることから、これらの負担感を解消するための支援体制や

環境づくりが課題となっております。

図表 ２－６ 子育てについての意識（平成 25 年度ニーズ調査）

理想と思う子育て 子育てへの不安・負担感の有無

自分で子育て

したい

6.3%
経済的に許される

なら、家族で子育て

したい,
12.9%

３歳くらい（ある程度

の自立）までは自分

で子育てをし、それ
以降は子どもの必

要に応じて幼稚園

や保育所などで定

期的な教育・保育

を受けたい

68.3%

３歳未満の小さい

時期から保育所、

保育ママなどの保
育を受けたい

8.3%

その他

1.8% 無回答

2.5%

（調査数：1,008）

資料：平成 25年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26 年 3月、山形市）
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26.4%

32.2%

7.0%

16.7%

33.3%

4.5%

30.9%

31.4%

18.0%

2.1%

10.7%

5.8%

7.5%

6.0%

6.0%

41.9%

5.8%

6.7%

3.9%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園拒否、不登校などの問題について

子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

祖父母と意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの

見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み方法が

よくわからないこと

その他

特にない
（調査数：1,008）

子育てする上で特に負担に思うこと

子育てに関し、日常悩んでいること

資料：平成25年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26 年 3 月、山形市）

37.4%

46.9%

49.6%

17.6%

25.7%

8.7%

5.9%

14.7%

12.2%

10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てによる身体の疲れが大きい

子育てで出費がかさむ

自分の自由な時間が持てない

夫婦で楽しむ時間がない

仕事が十分にできない

子育てが大変なことを身近な人が理解してくれない

子どもが病気がちである

住居が狭い

その他

負担に思うことは特にない

（調査数：1,008）
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（２） 世帯の就労状況

ニーズ調査によれば、就学前児童の母親の就労状況は「以前は就労していたが、

現在は就労していない」が 34.6%と最も多く、次いで「フルタイムで就労してい

る」の 33.8％となっている。就学児童の母親では、「フルタイムで就労している」

が 43.2％と最も多く、次いで「パート・アルバイト等で就労している」が 25.8％
となっています。

父親の就労状況については就学前児童、就学児童双方とも「フルタイムで就労

している」が 97％を超えています。

図表 ２－７ 保護者の就労状況（平成 25 年度ニーズ調査）

就学前児童の母親 就学児童の母親

就学前児童(０～２歳児)の母親

就学前児童の父親 就学児童の父親

資料：平成 25年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26年 3月、山形市）

フルタイムで就

労している（育
休・介護休業

中は含まない）

33.8%

フルタイムで就

労しているが育
休・介護休業中

9.2%

就労している

（パートタイ
ム、アルバイ

ト等） 19.6%

以前は就労して

いたが、現在は
就労していない

34.6%

これまでに就労

したことがない
1.3%

無回答

1.5%

（調査数： 677）

フルタイムで就

労している（育
休・介護休業中

は含まない）

43.2%

フルタイムで就

労しているが育

休・介護休業中

1.2%

就労している

（パートタイ

ム、アルバイ

ト等）25.8%

以前は就労して

いたが、現在は
就労していない

25.2%

これまでに就労

したことがない
2.2%

無回答

2.5%

（調査数：322）

フルタイムで就

労している（育

休・介護休業中

は含まない）

97.1%

フルタイムで就

労しているが育

休・介護休業中

0.2%

就労している

（パートタイ
ム、アルバイ

ト等） 0.8%

以前は就労して

いたが、現在は

就労していない

0.8%

これまでに就労

したことがない

0.0%

無回答

1.2%

（調査数：657）

フルタイムで就

労している（育

休・介護休業中

は含まない）

97.0%

フルタイムで就

労しているが育

休・介護休業中

0.0%

就労している

（パートタイ

ム、アルバイト

等） 0.3%

以前は就労して

いたが、現在は

就労していない

1.3%

これまでに就労

したことがない

0.0%

無回答

1.3%

（調査数：300）
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１歳～２歳

9.6%

３歳～５歳

48.1%

６歳～８歳

25.1%

９歳～１１歳

11.2%

１２歳以上

3.7%

無回答

2.1%

（調査数：187）

（３） 母親の就労意識

ニーズ調査によれば、就労していない母親の今後の就労希望では、「有（1 年よ

り先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）」（56.3％）、「有（すぐに

でも若しくは 1 年以内に就労したい）」（29.8％）と 9 割近くに就労希望があり、

就労に対する潜在ニーズの高さがうかがえます。

就労形態の希望では、「パートタイム、アルバイト等による就労」（40.6％）、「フ

ルタイムによる就労」（10.5％）となっていますが、「無回答」も 49.0％あり、就

労形態の判断に迷っているものと考えられます。

また、一番小さい子が何歳になったときに就労を希望するかでは、「3 歳～5 歳」

が 48.1％と最も多く、子どもが幼稚園や保育所の入園・入所のタイミングでの就

労を希望していると考えられます。

母親の就労希望状況から、今後も保育需要は増大が見込まれ、保育の受け皿の

確保が必要であり、さらに、パートタイム・アルバイトへの就労希望も多いこと

から、短時間保育への対応も課題となっております。

図表 ２－８ 母親の就労に関する意識（平成 25 年度ニーズ調査）

就労への希望 就労形態の希望

就労しない理由 就労を希望する時期

資料：平成25年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26 年 3 月、山形市）

フルタイムに

よる就労

10.5%

パートタイム、ア

ルバイト等に

よる就労

40.6%

無回答

49.0%

（調査数：286）

 

有（すぐにでも

若しくは１年以

内に就労した

い）

29.8%

有（１年より先

で、子どもがあ

る程度大きく

なったら就労し

たい）

56.3%

無

12.0%

無回答

1.8%

（調査数：332）

7.3%

17.8%

0.7%

7.0%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育サービス(※)が利用できれば就労したい

働きながら子育てできる適当な仕事がない

自分の知識、能力にあう仕事がない

家族の考え方（親族の理解が得られない）

等就労する環境が整っていない

その他

（調査数：286） 
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3

58

26

28

29

54

60

191

無回答

その他

能力や技術を生かすため

一人の人間として自立するため

仕事をするのがあたり前だから

ゆとりある生活をするため

自分を成長させるため

生活費を得るため

女性が就労している主な理由

%      0                   25                 50                 75                 100

人,72.3%

人,22.7%

人,22.0%

人,11.0%

人,10.6%

人, 9.8%

人,  1.1% 調査数:264名

人,20.5%

（４） 親の子育て意識と就労状況

前述のニーズ調査結果に示すとおり、親の子育て意識では、８割を超える家庭

で、子どもが小さいうちは、自分で子育てしたいと考えています。

一方、山形市における子育て世代の女性就業率を見ると、約７割の方が就労し、

併せて、ニーズ調査の保護者の就労状況（図表 2-7、育児等の休業者・パート労

働者を含む）を見ても、就学前児童の母親全体で 62.6％、うち０～２歳児童の母

親が 54.6％、就学児童の母親でも 70.2％が働いており、子育て中の女性の社会進

出が進んでいることが裏付けられ、ニーズ調査に基づく父親の就労率が 97%を超

えている実情を踏まえると、多くの家庭が共働きであることがわかります。

また、女性が就労している主な理由では、「生活費を得るため」が７割を超える

一方で、「自分を成長させるため」が 22.7%、「仕事をするのが当たり前だから」

が 11.0%、「一人の人間として自立するため」が 10.6%、「能力や技術を生かすた

め」が 9.8%、これらを合計すると 54.1%となり、過半数の方が多様な価値観に基

づき、就労しております。つまり、女性の勤労所得により家計を維持する一方で、

多くの女性が就労により自己実現を求め、社会参加しているという状況が伺えま

す。

このことから、「小さいうちは自分で子育てしたい」という思いの一方自己実現

のために女性が社会進出しているという面が見えてきます。

こういった状況が、多様な保育需要を増加させており、その需要に対する十分

な量の保育施設の確保が課題となっています。

図表 ２－９ 山形市の子育て世代の女性就業率の推移と女性が就労している主な理由調べ

女性就業率の推移

資料：女性就業率-国勢調査、女性就労の理由調べ-「男女共同参画に関する市民の意識及び実態調査」（Ｈ26 山形市調査）

より抜粋

（２つ選択）

66.4%
68.3%

69.9%

60%

65%

70%

75%

平成12年 平成17年 平成22年
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（５） 日中の子どもの教育・保育事業の利用状況

就学前児童の現在の定期的な教育・保育事業の利用状況について、就学前全児

童では、「利用している」が 59.1％、「利用していない」が 40.3％、０～２歳では、

「利用している」が 34.4％、「利用していない」が 65.6％、さらに、３～５歳で

は、「利用している」が 84.3%、「利用していない」が 14.5%となっています。

現在、就学前児童が利用している教育・保育事業の内訳は、「認可保育所」が

44.3％と最も多く、次いで「幼稚園」の 35.6％となっています。

また、教育施設利用対象年齢である 3～5 歳児の利用状況は「幼稚園」の利用、

いわゆる就園率は 47.7%と高くなっています。

図表 ２－１０ 定期的な教育・保育事業の利用状況（平成 25 年度ーズ調査）

利用状況 就学前児童 ０～２歳児 ３～５歳児

利用状況 就学前児童 ０～２歳児 ３～５歳児

利用している

59.1%

利用していない

40.3%

無回答

0.6%

（調査数：680）

※１ … 幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して
預かる事業のうち定期的な利用のみ）

※２ … 山形市の認証保育施設（認可保育所ではないが、
山形市が認証した施設）

35.6%
7.7%

44.3%
4.5%

0.7%
2.7%

9.0%
2.0%

0.0%
0.2%
1.0%
1.7%

0.2%

0% 20% 40% 60%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

47.7%
10.2%

36.1%
3.5%

0.0%
1.8%

7.4%
2.1%

0.0%
0.0%
1.1%

0.0%
2.1%

0% 20% 40% 60%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13その他

居宅訪問型保育

幼稚園（通常の就園時間の利用）

認定こども園

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

幼稚園保育事業（直接幼稚園へ利用申込をするもの）

放課後児童クラブ（学童保育）

認可保育所

幼稚園の預かり保育（※1）

山形市の認証保育施設（※2）

利用している

84.3%

利用して

いない

14.5%

無回答

1.2%

（調査数：338）

資料：平成 25 年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26 年 3 月、山形市）
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40.2%

36.7%

24.3%

20.7%

15.4%

16.0%

11.2%

16.0%

8.9%

7.1%

2.4%

62.7%

6.5%

0% 50% 100%

子どもの世話で肉体的に疲れる

子どもにかかりきりで時間的な余裕がない

子どもと一緒なので行動範囲が狭くなる

気の休まる時がない

仕事に全力投球できない

仕事をするチャンスが減る

趣味やレジャーを気軽に楽しめない

親同士の付き合いや人間関係がわずらわしい

人と交流する機会や時間が減る

配偶者が子育ての大変さをあまり理解しない

子育てについて相談する相手がいない

子育てにかかる経済的負担が大きい

親や親戚の口出しが多い
（調査数：169）

（６） ２０歳代・３０歳代市民の子育て意識、情報・支援施策ニーズ

20 歳代・30 歳代の市民の子育て意識に関して、子育て中の生活で特に負担が

大きいと思うことでは、「子育てにかかる経済的負担が大きい」（62.7％）が最も

多く、「子どもの世話で肉体的に疲れる」（40.2％）が次いでいます。

また、今知りたいと思う結婚や子育てに関する情報では、「子育てにかかる費用

について」（51.5％）が最も多く、次いで「公的な制度に関すること（児童手当、

乳幼児の医療費の給付など）」（47.9％）、「保育サービスに関すること（施設、種

類、利用の仕方など）」（42.0％）の順となっています。

なお、子育てへのかかわりについては、「特に子育てにかかわった経験はない」

で 59.0％という割合を示していることや、「きょうだいや親戚の子ども、近所の

子どもなどの世話を日常的にしたことがある」では 26.5％という割合を示してい

ることから、子どもの世話の経験や、子育ての知識が乏しいまま親になるといっ

た実態があります。

図表 ２－１１ ２０歳代・３０歳代市民の子育て意識（平成 25 年度ニーズ調査）

子育てする上で特に負担が大きいと思うこと 今知りたいと思う結婚や子育てに関する情報

小学生ぐらいまでの子育て（乳幼児・児童）への関わりについて

11.8%

9.5%

7.7%

42.0%

11.2%

47.9%

1.8%

20.7%

51.5%

13.6%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結婚相談・異性との出会いに関すること

出産に関すること

不妊治療に関すること

保育サービスに関すること

（施設、種類、利用の仕方など）

子育てに関する相談窓口について

公的な制度に関すること（児童手当、

乳幼児の医療費の給付など）

児童虐待に関すること

子育て経験者の体験談など

子育てにかかる費用について

住居に関すること

その他
（調査数：169）

13.3%

26.5%

7.2%

0.0%

59.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校や職場で、ボランティアとして

子どもの世話をしたことがある

きょうだいや親戚の子ども、 近所の子ども

などの世話を日常的にしたことがある

職業上、保育や児童の教育に携わっている

（携わったことがある）

その他

特に子育てにかかわった経験はない
（調査数：83）

資料：平成 25 年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26 年 3 月、山形市）
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9.5%

12.4%

11.8%

5.9%

27.8%

39.1%

40.8%

27.2%

16.0%

55.6%

60.4%

38.5%

20.7%

13.0%

14.8%

20.1%

3.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出産や子育てに関する講座や相談の充実

不妊治療への支援

地域における相談窓口や親同士の交流の場の提供

地域における子育てボランティアの育成支援

男女が共に子育てをする意識の啓発

保育サービスを提供する施設の充実

緊急の時に子どもを預けられるサービスの充実

医療機関の充実

障がいをもつ児童やその家庭への支援

仕事と子育てを両立しやすい労働環境の

整備を行うための支援

保育・教育にかかる費用の軽減

子どもの医療にかかる費用の軽減

子ども連れでも利用しやすいイベントの実施

子育てに関する情報提供の充実

食料品の安心安全の確保

事故のない安全な生活環境づくり

その他

わからない （調査数：169）

なお、20 歳代・30 歳代の市民が山形市に期待する支援の施策では、「保育・教

育にかかる費用の軽減」（60.4％）が最も多く、次いで「仕事と子育てを両立しや

すい労働環境の整備を行うための支援」（55.6％）、「緊急の時に子どもを預けられ

るサービスの充実」（40.8％）の順となっています。

子育ての負担感は経済的側面が大きく、行政に対しても子どもの保育・教育に

かかる費用への支援が強く望まれている結果となっています。

図表 ２－１２ ２０歳代・３０歳代市民が山形市に期待する子育て支援施策（平成 25 年度ニーズ調査）

資料：平成25年度山形市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査 分析結果報告書（平成 26 年 3 月、山形市）
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３教育・保育施設の現状・課題

（１） 認可保育所の現状

山形市における認可保育所（市立保育所、認定こども園を含む）の施設数、入

所定数は、本市の保育計画3（計画期間は平成２６年度まで）に基づき、保育所の

創設や改築整備等による保育定数の拡大を政策的に進めた結果、平成 26 年度には

43 施設・4,318 人（認可保育所：39 施設・3,898 人、認定こども園：4 施設・420
人）となり、ここ 10 年で 1.9 倍に増加しています。

入所者数も増加を続け、平成 26 年には 4,331 人（認可保育所：3,906 人、認定

こども園：425 人）となり、充足率は 100.3%となっております。

また、老朽化している民間立保育所については、県安心子ども基金の補助制度

を活用しながら、計画的に改修を進めており、良好な保育環境が確保されていま

す。

図表 ２－１３ 山形市の認可保育所（市立保育所、認定こども園を含む）の施設数、定数、入所者数の推移

資料：山形市子育て推進部こども保育課 各年度 4月 1日現在

3 保育計画：児童福祉法に基づき、保育需要が増大している市町村（4 月 1 日時点の待機児童数 50 人以上。）において、保育の実

施事業や子育て支援事業などにおける供給体制の確保を定めるため、策定が義務づけられた計画です。

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

認可保育所施設数 25 26 27 29 30 30 32 33 34 38 39
認定こども園施設数 1 1 3 3 4 4
施設数　計 25 26 27 29 30 31 33 36 37 42 43
認可保育所入所定数（人） 2,268 2,353 2,488 2,788 2,878 2,908 3,148 3,298 3,448 3,778 3,898
認定こども園入所定数（人） 36 60 300 300 420 420
保育所入所定数　計（人） 2,268 2,353 2,488 2,788 2,878 2,944 3,208 3,598 3,748 4,198 4,318
保育所入所充足率　計 109.9% 110.4% 111.3% 111.0% 109.8% 109.5% 107.4% 102.6% 104.1% 99.5% 100.3%

40 63 242 317 397 425

2,493 2,597 2,769 3,096 3,161
3,183 3,381

3,448 3,584
3,781 3,9062,493 2,597 2,769

3,096 3,161 3,223
3,444

3,690 3,901
4,178 4,331

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度

認可保育所入所者数（人）

認定こども園入所者数（人）
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（２） 市立保育所の現状

山形市における市立保育所は、平成 26 年 5 月 1 日現在で 10 施設、入所定数

980 人に対し入所者数は 921 人、充足率は 94.0%となっており、ここ数年は 100%
を割り込み、減少傾向にあります。

また、市立保育所 10 施設のうち 6 施設は築後 40 年以上経過し、老朽化による

施設及び設備の劣化が著しい状況にあります。また、昭和 56 年の新耐震基準以前

の建築物であることから、耐震化が求められています。

さらに、市立保育所の老朽化により、民間立保育所の施設や設備との環境の格

差が生じていることが、充足率減少の一要因になっていると推測されます。

このことから、老朽化している市立保育所の改築による耐震化と保育環境の改

善が課題となっています。

図表 ２－１４ 山形市の市立保育所の施設状況（平成 26 年 4 月 1 日現在）

資料：山形市子育て推進部こども保育課

［注］網掛の 6施設が昭和 56年の新耐震基準前の保育所。

あたご保育園は、平成 25年度に乳幼児棟（木造平屋建）を増築、入所定数を 60名から 90名に増。

※ＳＳ５５－外観は、ＲＣ造に似た構造であるが、ＲＣ造と異なり、柱・梁が軽量鉄骨造であり、その柱・梁と鉄筋コンク

リートの壁を一体とした特別な構造です。建築基準法等に定めのある構造でないことやＳＳ５５に関する資料もないため、

地震等の水平方向の力に対しての耐力要素が明らかでなく、耐震化されたと判断できる補強方法が明確に分からない構造で

す。

保 育 所 名 所在地
定数

（人）

敷地

面積（㎡）

建築

面積（㎡）

延床

面積（㎡）
構造 認可年 改築年 築後

1 白 鳩 保 育 園 春日町 10-24 90 853.77 380.00 380.00 ＳＳ５５平屋

建

昭和

23 年

昭和

42 年
47年

2 さくら保育園 東原町 1-1-9 90 1,050.00 391.82 391.82 ＳＳ５５平屋

建

昭和

24 年

昭和

45 年
44年

3 あこや保育園 鉄砲町 2-22-33 100 1,321.79 518.46 518.46 ※ＳＳ５５平

屋建

昭和

27 年

昭和

47 年
42年

4 早 苗 保 育 園 下条町 2-10-27 100 1,322.36 519.62 519.62 ＳＳ５５平屋

建

昭和

31 年

昭和

48 年
41年

5 すみれ保育園 宮浦 55 90 1,572.18 405.00 405.00 ＳＳ５５平屋

建

昭和

49 年
40年

6 美 鈴 保 育 園 山家町 2-2-7 100 1,553.34 534.66 534.66 ＳＳ５５平屋

建

昭和

51 年
38年

7 いずみ保育園 大字中野字楯 494-4 60 2,285.85 398.18 353.95 S 造平屋建
昭和

34 年

昭和

59 年
30年

8 高 楯 保 育 園
大字下東山字高瀬野

4551-2 60 2,112.93 461.72 378.15 S 造平屋建
昭和

35 年

昭和

60 年
29年

9 あたご保育園 小白川町 5-21-12 90 1,635.45 635.01 534.40 S 造平屋建
昭和

34 年

昭和

61 年
28年

10 つばさ保育園 幸町 11-3 200 3,501.93 1,725.93 2,604.36 RC 造 2 階建
平成

11 年
15年

計 980
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資料：山形市子育て推進部こども保育課

［注］網掛の 6施設が昭和 56年の新耐震基準前の保育所。

図表 ２－１５ 山形市の市立保育所の施設数、定数、入所者数の推移（各年度 4 月 1 日現在）

図表 ２－１６ 山形市の市立保育所の施設別充足率の推移（各年度 4 月 1 日現在）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市立保育所施設数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
市立保育所入所定数（人） 940 950 950 950 950 950 950 950 950 950 980
市立保育所入所者数（人） 1,023 1,033 1,034 1,041 1,028 1,022 998 937 946 902 921
市立保育所入所充足率 108.8% 108.7% 108.8% 109.6% 108.2% 107.6% 105.1% 98.6% 99.6% 94.9% 94.0%

940 950 950 950 950 950 950 950 950 950 980

1,023 1,033 1,034 1,041
1,028 1,022

998

937 946

902
921

108.8% 108.7% 108.8% 109.6%
108.2% 107.6%

105.1%

98.6% 99.6%

94.9%
94.0%
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平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市立保育所入所定数（人）

市立保育所入所者数（人）

市立保育所入所充足率

70%

80%

90%

100%

110%

120%
1.つばさ保育園

2.あこや保育園

3.早苗保育園

4.美鈴保育園

5.白鳩保育園

6.さくら保育園

7.すみれ保育園

8.あたご保育園

9.高楯保育園

10.いずみ保育園

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1.つばさ保育園 113.0% 112.0% 115.0% 112.5% 110.5% 113.0% 107.0% 110.5% 110.0% 108.5%
2.あこや保育園 111.0% 113.0% 109.0% 112.0% 112.0% 109.0% 100.0% 102.0% 98.0% 96.0%
3.早苗保育園 113.0% 109.0% 114.0% 114.0% 111.0% 108.0% 104.0% 102.0% 98.0% 99.0%
4.美鈴保育園 108.0% 114.0% 115.0% 109.0% 109.0% 108.0% 99.0% 96.0% 94.0% 100.0%
5.白鳩保育園 102.2% 102.2% 103.3% 100.0% 105.6% 100.0% 98.9% 98.9% 83.3% 86.7%
6.さくら保育園 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.3% 91.1% 90.0% 83.3% 75.6%
7.すみれ保育園 105.6% 103.3% 101.1% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 83.3% 70.0% 73.3%
8.あたご保育園 115.0% 113.3% 113.3% 111.7% 110.0% 110.0% 101.7% 105.0% 103.3% 93.3%
9.高楯保育園 113.3% 110.0% 108.3% 105.0% 108.3% 98.3% 95.0% 101.7% 101.7% 95.0%
10.いずみ保育園 101.7% 108.3% 110.0% 113.3% 105.0% 96.7% 93.3% 93.3% 93.3% 93.3%

市立全体 108.7% 108.8% 109.6% 108.2% 107.6% 105.1% 98.6% 99.6% 94.9% 94.0%
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（３） 幼稚園の現状

山形市内における幼稚園は平成 26 年 5 月 1 日現在で 26 カ所（私立：25 施設、

国立：1 施設）、私立の定員 4,549 人に対し在園児は 3,230 人、充足率は 71.0%と

なっています。（認定こども園における在園児も含む）

幼稚園は、学校教育法に基づき、満 3 歳から小学校就学の始期に達するまでの

幼児を対象に、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育

し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長す

ることを目的とする。」（学校教育法第 22 条）ことと定義しています。

こうした法律の趣旨に則り山形市内の私立幼稚園では、各園の教育理念に基づ

き、集団生活や遊び等を通じて社会生活におけるルールや道徳、思いやりなど、

子どもの成長に必要な教育をおこなっており、山形市における幼児教育に重要な

役割を果たしています。

また、本来の幼稚園事業に加えて、2 歳時の早期受け入れや長時間の預かり保

育、幼稚園保育事業として 0 歳から 2 歳児の保育に欠ける子どもの受け入れなど

をおこなっている園が多数あり、山形市の保育ニーズの受け皿として欠かせない

機能を担っています。

一方、保育所の入所者数が増加しているのに対し、幼稚園の園児数は減少傾向

で推移しており、子育て支援における保育ニーズが高まっていることが要因と考

えられます。

このことから、認定こども園の設置拡大により、保育需要に応じるため、幼稚

園の空教室を活用した保育を要する児童の受入れの拡大が課題となっています。

なお、私立幼稚園については、私学助成による従来の枠組みから、子ども・

子育て支援新制度における施設型給付への移行や、これまで幼稚園として培って

きた教育・保育の経験等を活用し、それらを一体的に提供できる認定こども園へ

の移行が期待されます。
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図表 ２－１７ 山形市の幼稚園の施設数、定員、在園児の推移

資料：山形市子育て推進部こども保育課 各年度 5月 1日現在

平成17年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

施設数（園） 27 25 25 25 25 25
定員（人） 5,540 4,790 4,585 4,585 4,579 4,549 　山形大学大附属幼稚園は含まず
在園児（人） 4,097 3,599 3,540 3,578 3,386 3,230
充足率 74.0% 75.1% 77.2% 78.0% 73.9% 71.0%

平成17年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

山形大学附属幼稚園 152 110 98 100 98 100
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（４） 認可外保育施設等の現状

山形市内における認可外保育施設は平成 26 年 5 月 1 日現在で 44 カ所、定員

1,533 人に対し入所児童は 1,006 人、充足率は 65.6%となっており、定員に達し

ていない状況です。ただ、近年では施設数、定員及び入所児童数ともに増加傾向

を示しています。

なお、これ以外の保育事業（保育ママ、幼稚園保育事業）の利用者数は下記の

とおり増加する傾向にあります。

保育の質の確保の観点から、新制度において財政的支援が受けられる、認可保

育所や小規模保育事業等の地域型保育事業への移行が課題となっております。

図表 ２－１８ 山形市の認可外保育施設の施設数、定員、在園児の推移

資料：山形市子育て推進部こども保育課 各年度5月 1日現在

平17年度 平22年度 平23年度 平24年度 平25年度 平26年度

施設数（園） 34 37 38 41 43 44
定員（人） 1,406 1,370 1,443 1,488 1,510 1,533
入所児童数（人） 895 872 902 948 938 1,006
充足率 63.7% 63.6% 62.5% 63.7% 62.1% 65.6%

平成17年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

保育ママ利用者（人） 27 39 48 66 79
幼稚園保育事業利用者（人） 36 61 66
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４地域の子育て支援の現状

（１） 放課後児童クラブ等の現状

山形市における放課後児童クラブは平成 26 年 5 月 1 日現在で 34 小学校区に

49 カ所が開設されています。留守家庭児童数は増加傾向にあり、保育ニーズの高

まりを反映して放課後児童クラブ登録児童数も増加しています。

この傾向は今後も継続することが予測されているため、利用者のニーズに合っ

た量の確保が必要とされます。また、老朽化した施設や狭隘な施設もあり、分園

等の施設整備による保育の質の改善が課題となっています。

図表 ２－１９ 山形市の留守家庭児童数、放課後児童クラブ登録児童数の推移

資料：山形市子育て推進部こども保育課 各年度 5月 1日現在

平成17年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
14,416 13,787 13,764 13,892 13,715 13,434

3,106 3,868 3,913 4,177 4,522 4,628
21.5% 28.1% 28.4% 30.1% 33.0% 34.4%
1,534 2,101 2,132 2,235 2,357 2,445
10.6% 15.2% 15.5% 16.1% 17.2% 18.2%
49.4% 54.3% 54.5% 53.5% 52.1% 52.8%

児童全体における留守家庭児童の割合（②／①）

児童全体における放課後クラブ登録児童の割合（③／①）

留守家庭児童におけるクラブ登録児童数の割合（③／②）

①小学校在籍児童数（人）

②留守家庭児童数（人）

③放課後児童クラブ登録児童数（人）
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（２） 児童虐待等の現状

平成 25 年度の山形市における児童相談の総件数は 564 件となっており、平成

17 年度の 402 件と比較し約 1.4 倍に増加しております。

一方、児童虐待に関する相談も 49 件あり、児童虐待に対する社会的な関心の高

まりに伴い、全国的にも増加傾向にあります。

また、三世代同居率の減少とともに、核家族化が進行し、自分の子育てに自信

が持てない等、親の孤立している状況が顕在化しているため、児童虐待を未然に

防ぐための支援が課題となっています。

図表 ２－２０ 山形市の児童相談の状況

図表 ２－２１ 児童虐待認定件数

区 分 平成 17年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度

児童相談件数（件） 402 437 342 374 572 564
児童虐待相談(通告)（件） 74 47 31 24 55 49

区 分 平成 17年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25 年度

山形市（件） 29 22 6 13 9 7
山形県（件） 219 232 250 235 311 272
全国（件） 34,472 44,211 56,384 59,919 66,701 73,765
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第３章 計画の体系

図表 ３－１ 本計画の基本理念、基本的視点、基本目標の体系

基本理念 基本的な視点 基本目標

み
ん
な
で
育
む
元
気
な
子
ど
も

だ
れ
も
が
安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
ま
ち

“や
ま
が
た

”

「子どもの最善の

利益」が実現される

よう、社会全体で子

育てを支援する視

点

すべての子どもと

子育て家庭を支援

する視点

時代の変化に即応

して健やかな子ど

もを育む視点

【基本目標１】

十分な保育施設等の数量を確保す

るとともに、教育・保育環境の改

善・充実を図ります。

【基本目標５】

誰もが享受できる、教育・保育サ

ービスの提供体制づくりを進めま

す。

【基本目標３】

すべての子どもや子育て家庭を対

象に、一人ひとりの子どもの健や

かな育ちを保障するための施策の

充実を図ります。

【基本目標４】

保護者が子育てについての第一義

的な責任を有するため、幼児期の

家庭における親の教育力向上を図

ります。

【基本目標２】

低年齢児から学童まで“切れ目”

のない教育・保育環境の整備を図

ります。
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１計画の基本理念

「山形市次世代育成支援地域行動計画（後期計画：平成２２年度～平成２６年

度）」においては、「みんなでつくる「山形らしさ」が輝くまち・愛と夢を育む豊

かな山形を未来に」を基本理念とし、子どもを安心して生み育てることができる

環境を整え、親だけではなく学校や行政、事業者などに加え、地域住民も子ども

たちをあたたかく見守る社会づくりを目指してきました。

「山形市子ども・子育て支援事業計画」においても基本的にはこの理念を引き

継ぎ、地域社会全体で健やかな子どもの成長を育むとともに、すべての人が等し

く良質な子育て環境を享受できるまちを目指し、本市の子ども・子育て支援を推

進することとします。

２計画の基本的視点

基本理念を支える３つの視点を立て、子どもの健やかな成長と子育てを応援す

るまちづくりを目指します。

ア 「子どもの最善の利益」が実現されるよう、社会全体で子育てを支援する視

点

子育ての第一義的な責任は保護者にあり、両親のみならず、世帯全員が積極的

に子育てに取り組むことが必要です。しかし、核家族化、少子化の進行とともに

家族・世帯だけでは十分な子育て環境を確保できない場合もあることも事実です。

「子どもは社会の宝」であり、子どもの最善の利益の実現のため、家庭を取り巻

く地域や学校、企業をはじめ社会全体で子育てを支援していくことが求められま

す。山形市では、家庭、地域社会、企業、行政がそれぞれの役割のもと、協働し

て子育てを支援する視点に立った取り組みを進めていきます。

みんなで育む元気な子ども

だれもが安心して子育てできるまち “やまがた”
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イ すべての子どもと子育て家庭を支援する視点

子ども一人ひとりは等しく健やかな育ちを保障される必要があります。病気、

障がい、経済的事情や家族、その他の事情などにより社会的な支援が特に必要な

子どもを含め、すべての子どもと子育て家庭を支援する視点に立った取り組みを

進めていきます。

ウ 時代の変化に即応して健やかな子どもを育む視点

人口の減少、少子化の進行の問題は、短期間で解決できる問題ではありません。

しかし、子どもを取り巻く社会環境の変化は、今後ますますそのスピードを加速

させていくものと考えられます。山形市では、子育てにおける時代の変化に柔軟

に対応し、時々に生ずる多様な課題に適切に対応していく視点に立った取り組み

を進めていきます。

３計画の基本目標と施策

基本理念の実現に向け、３つの視点を踏まえ、次の５つの基本目標を立てます。

加えて、目標達成のための施策推進の方向をそれぞれ以下に示し、計画の実現を

目指します。

基本目標１ 十分な保育施設等の数量を確保するとともに、保育環境の改善及び充実

を図ります。

山形市では、平成 26 年 4 月時点で「待機児童の解消」を実現しました。

今後、潜在的な保育ニーズも含め、今後予想される保育ニーズの増加や多様化

への対応に向けて、十分な量の保育施設の確保を図り、「待機児童の解消」の継続

を図ります。

また、一部の市立保育所においては、施設の老朽化が進行しているため、改築

等による施設整備により、保育環境の向上を図ります。なお、乳児期には小規模

で家庭的な環境での保育ニーズがあるなど、子どもの年齢によって多様な保育環

境が必要とされています。そのため、子どもの年齢に見合った保育環境の充実に

特に留意し、子どもの健やかな育ちを目指します。

さらに、就学前の保育のみならず、「小１の壁」4を解消するために、放課後児

童クラブのさらなる拡充・環境改善を図るとともに、就学児童の放課後の安心・

安全な居場所の確保のため、放課後子供教室を推進し、放課後対策の総合的な環

境整備を図ります。

4
「小１の壁」：共働き家庭の子どもが小学校に入学するとこれまで勤めてきた仕事を辞めざるを得ない状況。
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【施策の内容】

（１）施設型給付、地域型保育給付の実施

子ども・子育て支援新制度に基づく施設型給付及び地域型保育給付により、質の高

い教育・保育の提供を図ります。

（２）認定こども園の拡充

「待機児童の解消」の継続を図るため、幼保連携型認定こども園の拡充を積極

的に促進します。

（３）保育定員の確保、保育の質の向上

認可保育所、小規模保育所及び事業所内保育所等の設置・拡充を円滑に誘導す

ることにより、十分な保育定員の確保及び保育の質の向上を図ります。

（４）私立幼稚園の改修支援

私立幼稚園における子どもの安全と幼児教育の質の向上を確保するため、老朽

化した施設の耐震化等の改修に対し、国・県とともに財政的支援を行います。

（５）就労環境、保育環境の一体的整備

子育てしやすい労働環境及び保育環境の一体的な整備を図るため、産業団地等

における企業誘致施策との連携を図りながら、事業所内保育所等の整備を促進しま

す。

（６）市立保育所の整備

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、認定こども園等、多様な保育施設及

び事業が整備されることから、市立保育所はこれらの中心的な保育所として主体

的に保育の質の向上に努めていきます。そのため、老朽化施設を計画的に改築し

耐震化を図ります。

さらに、病後児や障がい児等の受入れや子育て支援センターを併設することな

どにより、子育て支援の充実を図ります。また、その際、現在における各年齢の

定数を見直し、０～２歳の低年齢児の受入れ定数を増やすことで、産休、育児休

業明けの保護者の保育ニーズに応えていきます。

（７）認可化移行の促進

認可外保育施設の認可移行を促進し、質及び量ともに良好な保育環境の拡充を

目指します。

（８）適切な保育提供体制の構築

乳児期には小規模で家庭的な保育環境が求められることから、地域型保育事業

の充実を中心に、子どもの年代に見合った保育環境の整備と適切な提供体制の構

築を図ります。

（９）放課後児童クラブの整備充実

「小１の壁」を解消するため、新たな設備・運営等の基準に合致した放課後児

童クラブの環境改善を進め、保育所等のニーズ増加に即した整備を図るなど、就

学児童が安心・安全に生活できるための質及び量の確保を図ります。
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（10）放課後子供教室の推進及び放課後児童クラブとの連携

就学児童の放課後の安心・安全な居場所を確保するため、放課後子供教室を推

進し、放課後児童クラブとの連携等を進めます。

基本目標２ 低年齢児から学童まで“切れ目”のない教育・保育環境の整備を図りま

す。

新制度における家庭的保育事業（保育ママ）や小規模保育事業等の地域型保育

事業は、保育ニーズの高い０～２歳の低年齢児の保育を対象としていることから、

３～５歳児の教育・保育を対象とした連携施設へのスムーズな移行が必要です。

また、就学児童を持つ保護者が就労に支障をきたすことの無いように、保育所

等と放課後児童クラブの円滑な連携が必要となっています。

幼稚園・保育所等と家庭や地域社会が連携し、幼児教育を総合的に推進するこ

とが重要であることから、地域型保育事業から幼稚園・保育所への緊密なネット

ワーク化、「幼稚園」における小規模保育事業等の推進や保育所等から放課後児童

クラブへの円滑な移行を図るための体制の充実を図り、各年齢の教育・保育ニー

ズを“切れ目”なくフォローする体制を整えることによって必要な教育・保育サ

ービスを供給できる環境の実現を目指します。

【施策の内容】

（１）教育・保育サービスの柔軟な提供体制の充実

認定こども園の拡充を推進し、子どもの年齢及び親の就労状況にとらわれず教

育・保育サービスを享受できる環境の充実を図ります。

（２）教育・保育サービス間の連携体制の確保

教育・保育サービス間のネットワーク化を推進するとともに、教育・保育サー

ビスの利用者支援事業を充実させ、利用者・供給者間の需給ニーズの円滑な調整

を図ります。

（３）施設及び事業間の連携の強化

幼稚園・保育所等の教育・保育施設、小学校、放課後児童クラブ及び放課後子

供教室との児童に関する情報交換等による連携を強化し、“切れ目”のない教育及

び保育環境を整備します。
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基本目標３ すべての子どもや子育て家庭を対象とし、一人ひとりの子どもの健やか

な育ちを保障するための施策の充実を図ります。

三世代同居世帯の減少による核家族化の進行とともに、子育てへの手助けが少

なくなり、子育てにおける親の身体的・肉体的負担が増大しています。

また、ニーズ調査では、「子どもを叱り過ぎている気がする」、「子どもとの接し

方に自信が持てない」と答えた親が多く、育児ストレスから孤立化し、児童虐待

につながることも危惧されることから、親が自信をもって子育てに取組めるよう

な社会環境づくりが必要です。

このことから、家庭が子どもにとって安心な場所となるよう、子育てにおいて

親が喜びや充実感を持つことができるようなきめ細やかな支援を行い、一人ひと

りの子どもの健やかな育ちを保障するための施策を進めていきます。

【施策の内容】

（１）いのちの教育の実施

子どもを持つ保護者等を対象に、いのちの教育を実施していきます。

（２）産前産後における支援

多胎児の家庭など、出産前後に支援が必要な家庭に対し、妊娠期からの支援を

行います。

（３）児童虐待の防止等

児童虐待の防止を図るため、子育て支援が届いていない家庭に対して支援を行

い、既存の施策（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

業など）につなぐなどの支援を行います。

（４）子育て家庭の経済的負担の軽減

子育て家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を願い、各種手当を支給すると

ともに、医療にかかる経済的負担の軽減を図るため、子どもにかかる医療費助成

を継続します。

（５）子どもの心身の健やかな発達の保障

子どもの健やかな発育や発達を保障するため、各種健康診査、健康相談、予防

接種を実施し、子どもの健康保持及び増進に努めます。
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基本目標４ 保護者が子育てについての第一義的な責任を有するため、幼児期の家庭

における親の教育力向上を図ります。

平成 18 年の教育基本法の改正では、家庭教育に関する独立規定が新設され、「父

母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」とされ、「地方公

共団体は家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の

提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければな

らない」とされています。

しかし、ニーズ調査における子育て世代への調査結果では、小学生児童期まで、

子育てに関わったことがないと答えた方が６割にものぼっております。

このように、核家族化や少子化の進行とともに、子育てに関わる機会や子育て

に関する情報を得る機会が減少していることから、親が子育てに関する正しい知

識や情報を習得する機会を提供し、さらに、地域全体で子育て家庭を支援してい

く環境づくりを進めます。

【施策の内容】

（１）妊娠期の情報提供

妊娠期のケアが適切に図られるよう、妊娠・出産・子育てに必要な情報提供の

充実を図ります。

（２）親の子育て知識の向上

子どもの世話を経験しないまま親になる人が多数いる現状から、2～4 か月児の

保護者対象の講座を開催し、子育てのスタート期に適切な知識や考え方、生活方

法が身につくように支援します。

（３）父親の子育てへの参加促進

子育てへの父親の参加を促すため、子育てにおける知識の普及や育児参加に対

する意識の向上を図ります。

（４）若年期からの子育て意識の向上

中学生や高校生の職場体験等による保育体験や保護者への家庭教育講座等をと

おし、子育てや家庭教育の知識を習得する機会を提供し、親として成長できるよ

うに支援します。

（５）地域の教育力の向上

子育てに対する負担感、不安感を減らし、親が地域の中で孤立しないように、

地域の教育力を上げる取り組みをします。
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基本目標５ 誰もが享受できる、教育・保育サービスの提供体制づくりを進めます。

病児、病後児の教育・保育環境、あるいは発達障がい（自閉症、学習障がい、

注意欠陥・多動症等）などの専門的な知識等によるケアが必要な子どもを適切に

保育する環境は十分に整っているとは言えません。

また、家庭や保護者の経済的事情等子ども自身には何ら責任のない理由によっ

て十分な教育・保育を受けられなくなる事態は避けなければなりません。

すべての子どもが健康、身体上の理由や子どもの置かれた社会的・経済的環境

によらず、等しく必要な教育・保育を受けられるための施策を推進します。

【施策の内容】

（１）障がい児等への支援体制の充実

障がい児または病児、病後児の特別なケアが必要な子どもに対して、医療機関

とも連携を図りながら、十分な支援が図られる体制を構築します。

（２）経済的に困難な家庭等への支援

障がい児、または経済的に困難な状態にある家庭の子どもに対して、必要な教

育・保育を受けられるようにするため、負担軽減等の支援を継続していきます。

（３）ひとり親家庭等への支援体制の充実

ひとり親家庭などに対しする生活の安定と自立の促進を支援することで、子ど

もの教育・保育及び福祉の増進を図ります。

（４）専門的知識が必要な保育の研修機会の提供

発達障がい児等の専門的な知識等が必要な子どもに対する、保育士等の人材養

成のための研修機会の提供を図ります。

（５）多様な保育サービスの提供

家庭の事情や親の就労状況に応じ、必要な延長保育や休日保育及び病児・病後

児保育等の特別保育サービスの提供体制を整えます。
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第４章 計画の内容

１教育・保育提供区域の設定

教育・保育提供区域は「量の見込み」「確保方策」を設定する単位として、市町

村は、離島や山間地などの地理的要件や合併の経緯及び交通事情など、地域の実

情に応じて区域を設定することができますが、本市においては、教育・保育提供

区域の区分設定を行う合理的理由がないことから、市全体をもって１区域としま

す。

２教育・保育に関する内容

（１） 教育・保育の量の見込み

ア 教育・保育関係で量の見込みを算出する項目

子ども・子育て支援事業計画において教育・保育関係の量の見込みを算出する

項目は以下のとおりです。

図表 ４－１ 量の見込みを算出する項目（教育・保育関係）

資料：山形市子育て推進部こども保育課

［注］両親共に就労の子どもで保育所へ入所する要件を満たす場合でも、希望に応じ２号認定のまま幼稚園を利用（特例給

付）することもできます。

イ 教育・保育関係の量の見込み推計方法

教育・保育の量の見込みの推計方法については、国の手引きにより標準的な算

定方式が示されていますが、より効果的、効率的な算定方法について、子ども・

子育て会議の論議を踏まえ、かつ、「潜在ニーズを含めた量の見込みを把握したう

えで確保方策を定める」という制度の基本的な考え方を踏まえ、各自治体による

独自の推計方法を妨げないとされております。

また、本市では、国が示した算定方式による量の見込みが、実態と大きく乖離

していることから、山形市独自の推計方法に基づき量の見込みを算定することと

します。

子どもの認定区分 対象 該当施設

１号認定 ３歳以上・教育標準時間認定
専業主婦（夫）家庭

短時間就労家庭

認定こども園

幼稚園

２号認定 ３歳以上・保育認定

共働きだが幼稚園利用

のみの家庭
幼稚園

共働き家庭
認定こども園

認可保育所

３号認定 ３歳未満・保育認定 共働き家庭

認定こども園

認可保育所

地域型保育事業



43

平成25年度ベース
の要保育率

比率④
児童数（人）
⑤＝③×④

（②＋⑤）÷①
×100  ⑥

０歳児 2,043 455 1,588 10.6% 168 30.5%
１歳児 2,123 1,031 1,092 4.3% 47 50.8%
２歳児 2,068 1,013 1,055 5.0% 53 51.5%
０～２歳児小計 6,234 2,499 3,735 7.2% 268 44.4%
３歳児 2,143 1,180 963 6.9% 66 58.1%
４歳児 2,173 1,130 1,043 7.7% 80 55.7%
５歳児 2,169 1,070 1,099 9.4% 103 54.1%
３～５歳児小計 6,485 3,380 3,105 8.0% 249 56.0%
合計 12,719 5,879 6,840 7.6% 517 50.3%

就学前児童数
①（人）

保育利用
児童数
②（人）

保育未利用
児童数
③（人）

潜在的要保育児童

潜在的
要保育児童

女性の就業率
上昇補正分

教育のみ児童

（１号認定）

保育利用児童数の実績値 推計値

要保育児童

（２号・３号認定）

　　　　　　　　　　　保育利用児童
保育所（認定子ども園を含む）・認可外保育施設・保
育ママ・幼稚園保育事業・幼稚園預かり保育のいず
れかを利用している者

保育未利用児童

（幼稚園・在宅児童施設等左欄の施設を利用していない者）

　　　　　　　　　　　ニーズ調査回答より

具体的な推計方法は、平成 25 年 4 月 1 日現在の 0 歳～5 歳児の就学前児童数、

保育利用児童数［保育所（認定こども園を含む）、認可外保育施設、保育ママ及び

幼稚園保育事業、幼稚園預かり保育の利用者］の実績値、ニーズ調査に基づく潜

在的要保育児童5の比率及び児童数から平成 25 年度ベースの要保育率を算出しま

した。

さらに、子育て世代の女性の就業率は年々上昇しているため、必然的に保育需

要は押し上げられるものと予測し、女性就業率の上昇率を用いて要保育率を補正

します（詳しくは[参考資料３](P83～P92)を参照）。

図表 ４－２ 量の見込みの算出イメージ

ウ 要

保 育率の算定

(ア)平成 25 年度ベースの要保育率

平成 25 年 4 月 1 日現在の就学前児童数、保育利用児童数、及びニーズ調査に

基づく潜在的要保育児童数から算出した平成 25 年度ベースの要保育率は以下の

とおりです。この時点で要保育率は全体で 50.3%となっています。

図表 ４－３ 平成 25 年度ベースの要保育率の算出結果

（前ページの続き）

5
潜在的要保育児童：保育未利用児童数のうち、現に両親ともに就労しているか、１年以内に両親が共働きをすることを希望して

いる場合でニーズ調査の結果で次のａ ~ ｃいずれかに該当する家庭の児童を潜在的要保育需要として算定します。

ａ 父母両方がフルタイムで就労

ｂ 父母両方が就労で、ａの就労時間を下回っているが、フルタイムへの転換希望

ｃ 父母両方又はいずれかが未就労で、未就労の父又は母が１年以内に就労を希望
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資料：山形市子育て推進部こども保育課

(イ)子育て世代女性の就業率を加味した要保育率

山形市の子育て世代女性の就業率は年々上昇傾向をたどっており、極端な社会

的・経済的変動が少ない平成 7 年～平成 22 年の 15 年間では、年平均 0.43%の上

昇となっています。しかしながら、平成 27 年の国勢調査によると平成 27 年は平

均（実績）が 74.1％に上昇しているため、過去 15 年の年平均上昇率を 0.51％に

補正しました。

図表 ４－４ 山形市の子育て世代女性の就業率推移

資料：国勢調査

したがって、平成 27 年度から平成 29 年度までの要保育率は平成 25 年度ベー

5,879

517

6,323

0 5,000 10,000 15,000

保育利用児童 潜在的要保育児童 保育の必要のない児童

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
25～29歳（実績） 68.9% 71.1% 71.1% 72.4% 75.9%
30～34歳（実績） 58.1% 60.9% 65.6% 67.8% 72.5%

平均（実績） 63.5% 66.4% 68.3% 69.9% 74.1%
理論値 63.5% 65.6% 67.8% 69.9% 72.1%

0.43%
0.51%

過去15年間（平成  7年～平成22年）の年平均上昇率

過去15年間（平成12年～平成27年）の年平均上昇率

63.5%

66.4%

68.3%
69.9%

74.1%

63.5%

65.6%

67.8%
69.9%

72.1%

60%

65%

70%

75%

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

平均（実績）

理論値
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比率②
児童数（人）
③＝①×②

比率④
児童数（人）
⑤＝①×④

比率
⑥=②＋④

児童数（人）
⑦=③＋⑤

０歳児 2,019 30.5% 616 0.86% 17 31.36% 633
１歳児 2,014 50.8% 1,023 0.86% 17 51.66% 1,040
２歳児 2,019 51.5% 1,040 0.86% 17 52.36% 1,057
０～２歳児小計 6,052 44.4% 2,679 0.86% 51 45.26% 2,730
３歳児 2,024 58.1% 1,176 0.86% 17 58.96% 1,193
４歳児 2,029 55.7% 1,130 0.86% 17 56.56% 1,147
５歳児 1,959 54.1% 1,060 0.86% 17 54.96% 1,077
３～５歳児小計 6,012 56.0% 3,366 0.86% 51 56.86% 3,417
合計 12,064 50.3% 6,045 0.86% 102 51.16% 6,147

平成27年度時点の要保育児童
就学前児童数

①（人）

平成25年度ベースの要保 女性就業率上昇による補正

6,045

102

5,917

0 5,000 10,000 15,000

平成25年度ベース要保育児童 女性就業率上昇による補正

保育の必要のない児童

スの要保育率（50.3%）に子育て世代女性の就業率上昇率（0.43%／年）に平成

25 年からの経過年数を乗じた数値を加算し、平成 30 年度以降の要保育率につい

ては就業率上昇率を(0.51％／年)に補正して見直しました。

図表 ４－５ 要保育率の算出結果（平成 27 年度）

資料：山形市子育て推進部こども保育課

エ 計画期間における要保育児童数（量の見込み）

以上の推計方法に基づき算定した要保育児童数（２号認定及び３号認定の子ど

もの数）は、次ページの図表で示すとおり、人口推計では就学前児童数は減少す

るものの、子育て世代の女性の就労率が上昇し、要保育率を底上げするため、計

画期間中における要保育児童数は、増加傾向で推移します。

平成 26 年度における認可保育所の定数は、4,318 人であるため、計画期間中に

おける必要な保育の量の受け皿を、特定教育・保育施設（認定こども園、保育所、

幼稚園）及び特定地域型保育事業等（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所

内保育事業、居宅訪問型事業）で確保していく必要があります。

図表 ４－６ 要保育児童数（量の見込み）
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※平成 29 年度以降の就学前児童数は平成 29 年３月に改訂し、平成 30 年度以降の女性の就業率上昇による補正値については平成

30 年３月に改訂しています。

資料：山形市子育て推進部こども保育課

就学前児童
a（人）

平成25年度時点の
要保育率

b

女性の就業率上昇
による補正分

c

各年度時点の
要保育率

d=b+c

要保育児童数
（２・３号）

e=a×d（人）

教育のみ児童数
（１号）

f=a-e(人)

０歳児 2,019 30.5% 0.86% 31.36% 633 －

１歳児 2,014 50.8% 0.86% 51.66% 1,040 －

２歳児 2,019 51.5% 0.86% 52.36% 1,057 －

０～２歳児小計 6,052 44.4% 0.86% 45.26% 2,730 －

３歳児 2,024 58.1% 0.86% 58.96% 1,193 831
４歳児 2,029 55.7% 0.86% 56.56% 1,147 882
５歳児 1,959 54.1% 0.86% 54.96% 1,077 882
３～５歳児小計 6,012 56.0% 0.86% 56.86% 3,417 2,595
合計 12,064 50.3% 0.86% 51.16% 6,147 －

０歳児 2,010 30.5% 1.29% 31.79% 639 －

１歳児 1,993 50.8% 1.29% 52.09% 1,038 －

２歳児 2,003 51.5% 1.29% 52.79% 1,057 －

０～２歳児小計 6,006 44.4% 1.29% 45.69% 2,734 －

３歳児 2,009 58.1% 1.29% 59.39% 1,193 816
４歳児 2,013 55.7% 1.29% 56.99% 1,147 866
５歳児 2,022 54.1% 1.29% 55.39% 1,120 902
３～５歳児小計 6,044 56.0% 1.29% 57.29% 3,460 2,584
合計 12,050 50.3% 1.29% 51.59% 6,194 －

０歳児 2,008 30.5% 1.72% 32.22% 647 －

１歳児 2,032 50.8% 1.72% 52.52% 1,067 －

２歳児 1,939 51.5% 1.72% 53.22% 1,032 －

０～２歳児小計 5,979 44.4% 1.72% 46.12% 2,746 －

３歳児 1,950 58.1% 1.72% 59.82% 1,166 784
４歳児 1,963 55.7% 1.72% 57.42% 1,127 836
５歳児 2,067 54.1% 1.72% 55.82% 1,154 913
３～５歳児小計 5,980 56.0% 1.72% 57.72% 3,447 2,533
合計 11,959 50.3% 1.72% 52.02% 6,193 －

０歳児 1,995 30.5% 2.55% 33.05% 659 －

１歳児 2,012 50.8% 2.55% 53.35% 1,073 －

２歳児 2,014 51.5% 2.55% 54.05% 1,089 －

０～２歳児小計 6,021 44.4% 2.55% 46.95% 2,821 －

３歳児 1,928 58.1% 2.55% 60.65% 1,169 759
４歳児 1,953 55.7% 2.55% 58.25% 1,138 815
５歳児 1,966 54.1% 2.55% 56.65% 1,114 852
３～５歳児小計 5,847 56.0% 2.55% 58.55% 3,421 2,426
合計 11,868 50.3% 2.55% 52.85% 6,242 －

０歳児 1,973 30.5% 3.06% 33.56% 662 －

１歳児 1,999 50.8% 3.06% 53.86% 1,077 －

２歳児 1,995 51.5% 3.06% 54.56% 1,088 －

０～２歳児小計 5,967 44.4% 3.06% 47.46% 2,827 －

３歳児 2,003 58.1% 3.06% 61.16% 1,225 778
４歳児 1,931 55.7% 3.06% 58.76% 1,135 796
５歳児 1,956 54.1% 3.06% 57.16% 1,118 838
３～５歳児小計 5,890 56.0% 3.06% 59.06% 3,478 2,412
合計 11,857 50.3% 3.06% 53.36% 6,305 －

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度
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図表 ４－７ 保育の利用が見込まれる児童数

資料：山形市子育て推進部こども保育課

オ 教育の利用が見込まれる子どもの数の見込み

計画期間における教育利用が見込まれる子どもの数は下図表のとおりです。ま

た、平成 25 年 5 月 1 日現在の幼稚園利用児童数（認定こども園における利用児

平成27年度（実績値） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 備考

０歳児 727 639 647 659 662
１歳児 1,152 1,038 1,067 1,073 1,077
２歳児 1,132 1,057 1,032 1,089 1,088

小計 3,011 2,734 2,746 2,821 2,827
３歳児 1,119 1,193 1,166 1,169 1,225
４歳児 1,061 1,147 1,127 1,138 1,135
５歳児 1,072 1,120 1,154 1,114 1,118

小計 3,252 3,460 3,447 3,421 3,478
6,263 6,194 6,193 6,242 6,305

保育利用
が見込ま
れる子ども
の数

３号認定
対　　象：0～2歳（保育認定）

該当施設：保育園・認定こども園・地域型保育事業

対　　　象  ： 3～5歳 　（保育認定）

該当施設  ： 保育園 ・ 認定こども園・幼稚園（特例給付）
２号認定

合計

727 639 647 659 662 

2,284 2,095 2,099 2,162 2,165 

3,252 3,460 3,447 3,421 3,478 

6,263 6,194 6,193 6,242 6,305 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

３～５歳児

１～２歳児

０歳児

系列4

平成28年度

認可保育所等定数  5,649人

（実績値）
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2,872

2,595 2,584 2,538 2,489 2,445

1,500

2,000

2,500

3,000

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 備考

１号認定 ３～５歳児 2,872 2,595 2,584 2,538 2,489 2,445 対　　象：3～5歳（教育標準時間認定）

該当施設：幼稚園・認定こども園

童数も含む）は 2,872 人ですから、これと見込み数との差は平成 27 年度では▲277
人、見込み数が平成 25 年度の幼稚園利用児童数を下回る見込みです。

図表 ４－８ 教育の利用が見込まれる子ども数

教育の利用が見込まれる子どもの数

人

資料：山形市子育て推進部こども保育課

（２） 教育・保育の提供体制の確保方策の内容及びその実施時期

山形市子ども・子育て会議における意見・議論を踏まえ、関連各種団体・事業

者の意見を聴取しつつ、計画期間中における支給認定区分（１号認定、２号認定、

３号認定）ごとの教育・保育の量の見込みを推計し、その受け皿として、特定教
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育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）、及び特定地域型保育事業（小規

模保育事業、家庭的保育事業等）の供給体制の確保方策の内容、実施時期に関し

て下図表のとおり計画します。

なお、山形市における要保育児童数（２号認定、３号認定の子どもの数）は、

計画期間中、増加傾向で推移するため、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、

保育所、認定こども園、小規模保育事業等の計画的な整備により、保育需要を補

っていきます。そして、ピーク時以降の本市における保育利用定数の全体的な調

整については、市立保育所の利用定員の設定作業において行うものとします。

図表 ４－９ 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の量の見込み、内容、実施時期に関する計画

［注１］確保方策には、当該年度に必要な教育・保育の定員を確保するため、前年度に行った（行う予定の）施設整備等の

確保方策の内容を記載しています。確保方策を講ずるにあたり、教育・保育施設に対し、新制度移行時における事業形態及

び利用定員設定等の意向調査を実施いたしました。また、認定こども園への移行を予定している幼稚園については、幼稚園

の定数を一旦減じた後、改めて認定区分毎の利用定数を設定し、「②確保方策」における幼稚園・認定こども園の確保方策

の数字に反映させています。なお、確保方策の量に不足が生じている認定区分の子ども(▲印)は、当面、認可保育所等にお

ける利用定員弾力化及び認可外保育施設での受入れを想定しています。

（前ページの続き）

単位：人

3-5歳 3-5歳 0-2歳 3-5歳 3-5歳 0-2歳

教育標準時間認定 保育認定 保育認定 教育標準時間認定 保育認定 保育認定

【１号認定】 【２号認定】 【３号認定】 【１号認定】 【２号認定】 【３号認定】

2,595 3,417 2,730 2,584 3,460 2,734

4,049 3,160 2,256 3,834 3,223 2,403
－ 2,401 1,791 － 2,569 1,953

2,939 － － 2,804 － －

※うち確認を受けない幼稚園 (2,759) － － (2,759) － －

1,110 507 237 1,030 534 330
－ 252 228 － 120 120
－ 309 263 － 296 263
－ － 165 － － 165
－ － 98 － － 98
－ － 0 － － 0
－ 309 － － 296 －

4,049 3,469 2,519 3,834 3,519 2,666
1,454 52 ▲ 211 1,250 59 ▲ 68

②確保方策合計

計画期間における新たな確保方策の内容

◎特定教育・保育施設
【認可保育所】
・創設４園（定員264名増）
※うち３園が認可外（運営支援Ａ型２
園、その他１園）からの移行
・改築１園（30名増）
【認定こども園】
・創設2園（定員410名増）
※幼稚園からの移行
※創設（定員220名増）

◎特定地域型保育事業
【小規模保育事業】
・創設10施設（定員165名増）

◎特定教育・保育施設
【認可保育所】
・創設5園（定員444名増）
※うち４園が認可外（運営支援Ａ型３園、その
他１園）からの移行、ほか１園は新規園
・認こども園へ移行１園（定員120名減）
・定員調整１園（定員6名増）
【認定こども園】
・創設2園（定員270名増）
※幼稚園及び認可保育所からの移行
・定員調整６園（305名減）
【認可外保育施設】
・運営支援A型２園（定員90名増）
※認可外から2園が、運営支援運営支援Ａ型
に移行

◎特定地域型保育事業
【事業所内保育事業】
・移行中止１施設（1施設７名減）

１年目（平成27年度） ２年目（平成28年度）

②－①

①量の見込み
（必要利用定数総数）

特定教育・保育施設等

特定地域型保育事業等

保育園

認定こども園

認可外保育施設（運営支援Ａ・Ｂ型）

幼稚園

小規模保育事業

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育事業（地域枠）

②

確
保
方

策

幼稚園預かり保育



50

資料：山形市子育て推進部こども保育課

単位：人

3-5歳 3-5歳 0-2歳 3-5歳 3-5歳 0-2歳

教育標準時間認定 保育認定 保育認定 教育標準時間認定 保育認定 保育認定

【１号認定】 【２号認定】 【３号認定】 【１号認定】 【２号認定】 【３号認定】

2,533 3,447 2,746 2,426 3,421 2,821

3,568 3,342 2,434 3,227 3,627 2,490
－ 2,677 2,024 － 2,531 1,833

2,585 － － 2,090 － －

※うち確認を受けない幼稚園 (2,405) － － (1,925) － －

983 645 390 1,137 1,008 616
－ 20 20 － 88 41

－ 296 255 － 199 244
－ － 157 － － 146
－ － 98 － － 98
－ － 0 － － 0
－ 296 － － 199 －

3,568 3,638 2,689 3,227 3,826 2,734
1,035 191 ▲ 57 801 405 ▲ 87

3-5歳 3-5歳 0-2歳

教育標準時間認定 保育認定 保育認定

【１号認定】 【２号認定】 【３号認定】

2,412 3,478 2,827

3,132 3,724 2,576
－ 2,413 1,804

1,675 － －

※うち確認を受けない幼稚園 (1,510) － －

1,457 1,243 751
－ 68 21
－ 193 268
－ － 146
－ － 88
－ － 0
－ 193 34

3,132 3,917 2,844
720 439 17

３年目（平成29年度） ４年目（平成30年度）

②確保方策合計

①量の見込み
（必要利用定数総数）

②

確
保
方
策

特定教育・保育施設等

保育園

幼稚園

認定こども園

認可外保育施設（運営支援Ａ・Ｂ型）

特定地域型保育事業等

小規模保育事業

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育事業（地域枠）

幼稚園預かり保育

②－①

５年目（平成31年度）

◎特定教育・保育施設
【認可保育所】
・創設1園(定員60名増)
※公募
・改築１園（定員48名増）
※既存保育園の改築による増
・定員調整3園（定員35名増）
・幼保連携型認定こども園へ移行4園(定員
480名減)
【認定こども園】
・認可保育所から幼保連携型へ移行4園(定員
689名増)
・幼稚園から幼稚園型へ移行1園(定員90名
増)
・定員調整1園(定員20名減)
【新制度移行幼稚園】
・定員調整1園(定員15名減)
【認可外保育施設】
・移行1園(定員89名増)
※H33認可化移行（運営支援A型⇒認可保育
所)による増

◎特定地域型保育事業
【小規模保育事業】
・廃止1園(定員15名減)
・定員調整1園(定員7名増)

計画期間における新たな確保方策の内容

◎特定教育・保育施設
【認可保育所】
・創設2園（定員195名増）
※認可外（運営支援A型）からの移行
・定員調整2園（定員16名減）
【認定こども園】
・創設3園（定員202名増）
※幼稚園型から幼保連携型への移行1園、認
可外教育施設から幼保連携型への移行1園、
幼稚園から幼稚園型への移行1園
・定員調整4園(定員78名減)
【新制度移行幼稚園】
・移行1園(定員135名増)
【認可外保育施設】
・移行2園（定員200名減）
※認可化移行（運営支援A型⇒認可保育所）
による減

◎特定地域型保育事業
【小規模保育事業】
・廃止1園、創設1園（定員3名減）
・定員調整1園(定員5名減)

①量の見込み
（必要利用定数総数）

②

確
保
方
策

特定教育・保育施設等

保育園

幼稚園

認定こども園

認可外保育施設（運営支援Ａ・Ｂ型）

特定地域型保育事業等

小規模保育事業

家庭的保育事業（保育ママ）

事業所内保育事業（地域枠）

幼稚園預かり保育

②確保方策合計

計画期間における新たな確保方策の内容

◎特定教育・保育施設
【認可保育所】
・創設１園(定員63名増)
※認可外（運営支援A型）からの移行
・改築１園（定員30名増）
　既存市立保育園の改築による増
・定員調整1園（定員30名減）
・幼保連携型認定こども園へ移行2園(定員
210名減)
【認定こども園】
・認可保育所から幼保連携型へ移行2園(定員
240名増)
・幼稚園から幼稚園型へ移行2園(定員445名
増)
・定員調整１園（定員５名増）
【認可外保育施設】
・移行1園（定員40名減）
※認可化移行（運営支援A型⇒認可保育所）
による減
【家庭的保育事業】
・廃止２園（定員１０名減）

②－①
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［注］※１ 「うち確認を受けない幼稚園」とは、幼稚園のうち新制度に移行しない、従来の私学助成及び幼稚園就園奨励

費による運営支援を受ける幼稚園です。なお、（ ）の数字は幼稚園における数字の内数を記載しております。

また、計画期間における幼稚園の確保方策には、施設性格上広域利用が可能であることから、近隣の市町村との調整を行っ

たうえで、山形市以外の近隣市町の子どもの数も含んでいます。

※２ 「認可外保育施設（運営支援Ａ・Ｂ型）」とは、待機児童解消加速化プランに基づき、既に運営支援を受け、今後、５

年を目途に認可保育所への移行が予定されている認可外保育施設です。なお、新制度における施設型給付の対象とならない

施設です。

※３ 「事業所内保育事業（地域枠）」とは、当該事業所に勤務する労働者の子ども以外の子どもの利用のために、「山形市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」に基づき設定する利用定員です。

※４ 「幼稚園預かり保育」とは、幼稚園における通常の教育時間を超えて、保育が必要とされる子どものための保育を行

う事業です。なお、確認を受けない幼稚園の預かり保育については、新制度における地域子ども・子育て支援事業によらず、

従来の私学助成による財政的支援の対象となります。
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３地域子ども・子育て支援事業に関する内容

（１） 実施を計画する地域子ども・子育て支援事業の種類

本計画では、下記の地域子ども・子育て支援事業（13 事業）を実施します。

図表 ４－１０ 地域子ども・子育て支援事業の種類

資料：山形市子育て推進部こども保育課

［注］根拠法令：（子）…子ども・子育て支援法、（児）…児童福祉法、（母）…母子保健法

No 事業名 事業内容 根拠法令

① 利用者支援事業

子育て支援コーディネーターを配置し、教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等の情報提供及び必要に応じた相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を行います。

(子)第59条第1号

② 延長保育事業
保育所、認定こども園等で保育認定を受けた利用時間以外の時 間に

おいて、延長し保育を実施します。
(子)第59条第2号

- 実費徴収に係る補

足給付を行う事業

世帯の所得状況により市が定める基準に基づき、特定教育・保育等を

受けた場合に係る日用品や文房具その他物品の購入に要する費用ま

たは行事への参加に要する費用の全部または一部を助成する事業

(子)第59条第3号

- 多様な事業者の参

入を促進する事業

特定教育・保育施設への民間事業者の参入の促進の調査研究、多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等への設置、運営を促進

する事業

(子)第59条第4号

③
放課後児童健全育

成事業 (放課後児

童クラブ)

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童に対し、適切な遊

び及び生活の場を提供して児童の健全な育成を図ります。

(子)第59条第５号

(児)第6条の3第2項

④
子育て短期支援事

業（ショートステ

イ）

保護者の疾病その他の理由により、家庭での養育が一時的に困難な児

童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行います。

(子)第59条第6号
(児)第6条の3第3項

⑤
乳児家庭全戸訪問

事業（こんにちは

赤ちゃん事業）

生後１～２か月頃の乳児のいる家庭を地区の民生委員・児童委員

や主任児童委員又はこんにちは赤ちゃん訪問員（看護師）が訪問

し、子育てに関する情報を提供し、乳児及び保護者の心身の状況

及び養育環境の把握を行います。

(子)第59条第7号
(児)第6条の3第4項

⑥

養育支援訪問事

業、要支援児童・

要保護児童等の支

援に資する事業

妊娠届出や出産病院等からの情報により産後早期に養育支援が必

要な家庭や、乳児家庭全戸訪問事業の実施により把握した要支援

家庭に、保健師や助産師が訪問し、相談支援を行います。

(子)第59条第8号
(児)第6条の3第5項
(児)第25条の2

⑦
地域子育て支援拠点事業

（子育て支援セン

ター）

乳幼児及びその保護者が相互交流を行う場所を開設し、子育てについ

ての相談、情報提供、助言その他の支援を行います。

(子)第59条第9号
(児)第6条の3第6項

⑧ 一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につ

いて、保育所等において一時的に預かり、必要な保育を行います。

(子)第59条第10号
(児)第6条の3第7項

⑨
病児保育事業（病

児・病後児保育）

病気または回復期にあり、集団保育が困難な子どもを専用施設で一時

的に保育を行います。

(子)第59条第11号
(児)第6条の3第13項

⑩

子育て援助活動支

援事業（ファミリ

ー・サポート・セ

ンター事業）

地域において育児の援助を受けたい者（利用会員）と援助を行いたい

者（協力会員）との相互援助活動に関し、連絡調整を行います。

(子)第59条第12号
(児)第6条の3第14項

⑪ 妊婦健康診査事業

妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、妊産婦及び乳

児死亡率の低下、流・早産の防止及び、妊娠・出産にかかる経済

的負担の軽減を図ることを目的に、妊婦に対して健康診査補助券

を発行します。

(子)第59条第13号
(母)第13条第1項
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（２） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、供給体制の確保方策の内容及び実施

時期

地域子ども・子育て支援事業（13 事業）の「量の見込み」の算出については、

事業における過去の利用実績や山形市の人口推計、ニーズ調査の結果等を考慮し

推計します。また、山形市子ども・子育て会議における意見・議論、関連各種団

体・事業者の意見を踏まえ、地域子ども・子育て支援事業の各事業別の供給体制

の確保方策の内容、実施時期に関する計画は下図表のとおりとします。

ただし、地域子ども・子育て支援事業のうち「実費徴収に係る補足給付を行う

事業」「多様な事業者の参入を促進する事業」については量の見込みの対象外とし

ます。

図表 ４－１１ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、供給体制の確保方策の内容及び実施時期

① 利用者支援事業 （単位：カ所）

② 延長保育事業（時間外保育事業）【0～5歳児】 （単位：人）

H24 実績 H27 実績 Ｈ28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 0 1 2 3 2 2
ｂ確保方策 3 2 2
ｂ－ａ 0 0 0
【量の見込みの推計根拠】

認可保育所や認定こども園の整備による新規施設の開設等により市が行う利用調整の範囲が広がっ

ているため、教育・保育サービスの利用に係る施設や子育て支援事業の案内、教育・保育に係る相談

の需要は高まるものと見込みます。また、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域におい

て妊産婦やその家族を支える力が弱くなってきており、妊娠・出産・子育て期に係る父母の不安や負

担が増えてきていることから、相談の需要は高まるものと見込みます。現在の相談体制で相談のニー

ズに対応可能であるため、現在と同様の体制とします。

【確保方策の内容】

相談支援の内容や相談件数等を勘案した結果、現行のサービスを維持することとします。

H24 実績 H27 実績 Ｈ28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 2,829 3,299 3,552 3,511 3,730 3,820
ｂ確保方策 3,511 3,730 3,820
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

平成 27 年度以降の各年度における実績を基に推計しています。保育の受け入れ枠の増加に伴い、需

要が増加するものと見込みます。

【確保方策の内容】

平成 27 年度以降の各年度における２号、３号の利用定員確保見込にあわせて、実施体制を整備しま

す。
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③ 放課後児童健全育成事業【6～11歳児】（放課後児童クラブ） （単位：人）

④ 子育て短期支援事業（ショートステイ）【0～5歳児】 （延べ・単位：人日）

H26 登録児童数 H27 登録児童数 H28 登録児童数 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

1～3 年生 1,936 2,092 2,181 2,221 2,442 2,556
4～6 年生 509 520 536 554 609 638

ａ量の見込み 合計 2,445 2,623
(57 カ所)

2,776
(65 カ所)

2,775
(60 カ所)

3,051
(70 カ所)

3,194
(81 カ所)

ｂ確保方策
2,775

(62 カ所)
3,051

(81 カ所)
3,194

(95 カ所)

ｂ－ａ
0

(2 カ所)
0

(11 カ所)
0

(14 カ所)
【推計根拠】

登録児童数の実績値の増加率に加えて、調査結果から留守家庭児童率及びクラブ登録率を算出し、それらの

平均伸び率に基づき登録児童数を推計します。この結果、市内小学校在籍児童数は年々微減傾向にあります

が、放課後児童クラブを必要とする留守家庭児童数の増加割合（留守家庭児童率）がそれを上回っているた

め、クラブ登録児童数は毎年増加していくものと見込みます。

【確保方策の内容】

条例の経過措置期間である平成 31 年度まで、条例の基準に適合するよう環境整備を推進しています。

H24 実績 H27 実績 Ｈ28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 40 84 126 80 101 106
ｂ確保方策 80 101 106
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

現在の利用者ニーズから今後も増加傾向で推移すると見込まれるため、過去５年間の平均利用実績の増加率

から利用量を見込みます。

【確保方策の内容】

児童養護施設及び母子生活支援施設へ業務を委託し継続して実施してまいります。
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⑤ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 実数（単位：人）

⑥ 養育支援訪問事業（育児支援家庭訪問事業） 延べ数（単位：人）

H24 実績 H27 実績 H28 実績

ａ量の見込み 1,445 1,140 999

ｂ確保方策
実施体制：民生委員児童委員等

489
実施機関：山形市

実施体制：民生委員児童委員等

489
実施機関：山形市

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 1,359 977 965

ｂ確保方策
実施体制：民生委員児童委員等

489
実施機関：山形市

実施体制：民生委員児童委員等

492
実施機関：山形市

実施体制：民生委員児童委員等

492
実施機関：山形市

【推計根拠】

出生数における乳児家庭全戸訪問数の割合を乗じて見込みとしていましたが、平成 30,31 年度は平成 27 年度

以降の実績から量を見込みます。

生後１～２か月頃の乳児とその保護者を対象に１回訪問を行い、支援が必要な家庭については養育支援訪問

事業へ結び付けますが、出産前の相談の充実等により、はじめから養育支援訪問を行う割合が増加していま

す。全ての乳児に⑤又は⑥の訪問を行います。

【確保方策の内容】

山形市民生委員児童委員連合会と連携し、地域の人に見守られ、安心して育児ができる環境を作ります。ま

た、支援が必要な家庭には、保健師や助産師などによる訪問相談体制の充実を図ります。

H24 実績 H27 実績 H28 実績

ａ量の見込み 834 1,261 1,234

ｂ確保方策

実施体制：保健師・助産師

12
実施機関：山形市

実施項目：専門的相談支援

実施体制：保健師・助産師

12
実施機関：山形市

実施項目：専門的相談支援

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 1,214 1,241 1,225

ｂ確保方策

実施体制：保健師・助産師

12
実施機関：山形市

実施項目：専門的相談支援

実施体制：保健師・助産師

13
実施機関：山形市

実施項目：専門的相談支援

実施体制：保健師・助産師

13
実施機関：山形市

実施項目：専門的相談支援

【推計根拠】

各年度の 0 歳児の人口推計に、平成 28 年度の出生数における養育支援訪問数の割合 51.1％を乗じ、さらに 0
歳児以外の要支援件数 29 件（過去 3 年間の平均）を足し、実数とします。実数に一人当たりの平均訪問回数

1.2 回を乗じ見込みます。

【確保方策の内容】

母子健康手帳交付時の面接状況や出産病院等からの情報により、産後早期に育児支援が必要な家庭に対して、

保健師や助産師が訪問を行い、専門的相談支援を実施します。また、乳児家庭全戸訪問からも養育支援訪問

につなげています。
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⑦ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） （単位：人回）

⑧－1 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象）【3～5歳児】 （単位：人日）

⑧－2 一時預かり事業（その他）【0～5歳児】 （単位：人日）

⑨－1 病児保育事業 （単位：人日）

H24 実績 H27 実績 H28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 102,956 371,140 352,660 112,352 333,007 321,007
ｂ確保方策 112,352 333,007 321,007
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

平成 27 年度以降の実績を基に推計しています。

【確保方策の内容】

平成 31 年度以降の市立保育所の整備計画にあわせて、実施体制を整備します。

H24 実績 H27 実績 H28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 112,850 62,220 60,353 105,004 57,391 56,616
ｂ確保方策 105,004 57,391 56,616
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

幼稚園の利用者の減少に加えて保育所の一時預かり利用者の増加に伴い、幼稚園等における一時預かりの利用者が

減少した実績を勘案して需要を見込みます。

【確保方策の内容】

平成 29 年度以降の各年度における見込にあわせて、実施体制を整備します。

H24 実績 H27 実績 H28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 10,073 13,465 16,822 9,937 15,797 15,795
ｂ確保方策 9,937 15,797 15,795
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

保育所の整備に伴い、一時預かり事業の受け入れ枠が増加したことに伴う保護者等の利便性の高まりによ

り、利用者が増加した実績を勘案して需要を見込みます。

【確保方策の内容】

平成 29 年度以降の各年度における見込にあわせて、実施体制を整備します。

H24 実績 H27 実績 H28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 235 237 220 340 350 400
ｂ確保方策 340 350 400
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

平成 27 年度以降の実績を基に推計し、利用者が増加するものと見込みます。

【確保方策の内容】

現在の病児保育事業の実施体制を堅持しながら、今後の需要に対応します。
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⑨－2 病後児保育事業 （単位：人日）

⑩ 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業） （単位：人日）

H24 実績 H27 実績 H28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 206 260 339 300 500 600
ｂ確保方策 300 500 600
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

平成 27 年度以降の実績を基に推計し、利用者が増加するものと見込みます。

【確保方策の内容】

平成 31 年度以降の市立保育所の整備計画にあわせて、実施体制を整備します。

H24 実績 H27 実績 H28 実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み 4,376 2,566 2,454 3,738 2,429 2,404
ｂ確保方策 3,738 2,429 2,404
ｂ－ａ 0 0 0
【推計根拠】

一時預かり事業や病児保育、病後児保育事業等の充実によりファミリーサポートセンター事業の利用者が減

少した実績を勘案して需要を見込みます。

【確保方策の内容】

新規の協力会員の登録の推進、現在登録の協力会員が活動数を増やせるよう援助活動できる内容を把握し、

利用会員とのマッチングが図られるよう推進していきます。
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⑪ 妊婦健康診査事業 （単位：人）

資料：山形市子育て推進部こども保育課

H24 実績 H27 実績 H28 実績

ａ量の見込み
2,059

(25,217 回)
2,038

(22,372 回)
1,871

(22,372 回)

ｂ確保方策

実施場所・実施体制：県内医

療機関と委託契約、それ以外

については償還払いで対応

検査項目：厚生労働省が示す

健診実施基準に準ずる

実施時期：通年

実施場所・実施体制：県内医

療機関と委託契約、それ以外

については償還払いで対応

検査項目：厚生労働省が示す

健診実施基準に準ずる

実施時期：通年

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ａ量の見込み
2,044

(24,528 回)
1,987

(23,844 回)
1,961

(23,532 回)

ｂ確保方策

実施場所・実施体制：県内医

療機関と委託契約、それ以外

については償還払いで対応

検査項目：厚生労働省が示す

健診実施基準に準ずる

実施時期：通年

実施場所・実施体制：県内医

療機関と委託契約、それ以外

については償還払いで対応

検査項目：厚生労働省が示す

健診実施基準に準ずる

実施時期：通年

実施場所・実施体制：県内医

療機関と委託契約、それ以外

については償還払いで対応

検査項目：厚生労働省が示す

健診実施基準に準ずる

実施時期：通年

【推計根拠】

各年度の０歳児の人口推計に、過去３か年の母子健康手帳交付率 1.01（出生数に対する母子健康手帳の交付数）

を乗じ、初回健診受診者数を見込みます。また、健診回数は、過去３年間の延健診数を初回健診受診者数で割

った数（12 回）を乗じ見込みます。

【確保方策の内容】

妊娠届出書の提出により、妊娠週数にあわせた、妊婦健康診査補助券を交付します。

県内の医療機関は委託契約、県外の医療機関は償還払いによる公費負担を行い、経済的負担の軽減に努めます。

また、産科医療機関等と連携し、適正な受診に努めます。
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４計画の推進に関する体制の確保

教育・保育の一体的な提供の推進においては、単に幼稚園・保育園の施設整備

や保護者の就労支援の観点のみならず、教育・保育的な観点、子どもの育ちの観

点を大切に考え、子どもが健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実と施設

整備を一体的にとらえた環境の整備が重要です。

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なもの

であり、「子どもの最善の利益」を第一に考えながら、子どもたちに質の高い教育・

保育の提供を行うとともに、保護者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施

するため、教育・保育の一体的な運営の推進を図ります。

（１） 認定こども園の普及について

ア 質の高い教育・保育の提供

幼稚園・保育園としてこれまで培われてきた知識・技能など双方の良さを活か

し、子どもの発達段階に応じたより質の高い教育・保育を提供することにより、

生涯にわたる人格形成の基礎を培います。

イ 適正な集団規模の確保

子どもの健やかな育ちに重要となる集団生活や異年齢交流などを幅広く実施す

るため、子どもの育ちの視点に立った適正な施設規模の確保に努めます。

ウ 親や地域の子育て力の向上

保護者や地域の子育て力が高まるよう、子育てに関する相談活動や親子の集い

の場を設けるなど、地域に開かれた子育て支援施設としての機能の充実を図りま

す。

（２） 教育・保育の一体的な提供の推進

教育・保育の一体的な提供を行うため、これまで山形市では、平成 21 年 4 月

に１施設、平成 23 年 4 月に２施設、平成 25 年 4 月に１施設で計４施設の幼保連

携型認定こども園を整備してきました。

今後においても教育・保育の一体的な提供の推進として、質の高い教育・保育

機能の充実と施設整備を一体的にとらえた環境を整備いたします。

施設の整備につきましては、既存の認定こども園の運営状況を検証するなか、

地域の実情や幼稚園及び保育園の状況、教育・保育の量の見込みや財政状況等を

考慮するとともに、地域の理解を十分得たうえで、施設の整備に取り組みます。
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（３） 認定こども園、幼稚園、保育園、小学校及び放課後児童クラブ等との連携の推進

具体的な取り組みとしては、幼・保・小、放課後児童クラブ及び放課後子供教

室における連絡会を設置し、継続して関係者の共通理解を図り、一貫した指導を

推進するほか、教員の交流事業などを通じて、認定こども園、幼稚園、保育園、

放課後児童クラブ及び放課後子供教室と小学校との相互の連携を進めていきます。
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５基本目標を実現するための具体的施策

計画の体系を受けて、その実現を図るための具体的施策を以下に掲げます。

図表 ４－１２ 基本目標を実現するための具体的施策

事業名 具体的事業内容

（１）
施設型給付、地域型保育給付
の実施

・施設型給付、地域型保育給付
の実施

子ども・子育て支援新制度に基づく施設型給付及び
地域型保育給付により、質の高い教育・保育の提供
を図ります。

（２） 認定こども園の拡充
・幼稚園の幼保連携型認定こども
園への移行促進

既存の幼稚園等が幼保連携型認定こども園に移行
する際の補助制度を活用し、財政的支援を行いま
す。

（３）
保育定員の確保、保育の質の
向上

・認可保育所、地域型保育事業
の整備促進及び事業者負担の軽
減

認可保育所、小規模保育所及び事業所内保育所の
創設や移行に向け、補助制度を活用しながら財政的
支援を行います。
延長保育に係る事業者負担を軽減するとともに保育
士確保を図るため、新たに延長保育運営支援に係る
補助を行います。

（４） 私立幼稚園の改修支援 ・私立幼稚園整備補助事業
私立幼稚園における子どもの安全と幼児教育の質の
向上を確保するため、老朽化した施設の耐震化等の
改修に対し、国・県とともに財政的支援を行います。

（５）
就労環境、保育環境の一体的
整備

・事業所内保育所の整備促進
事業所内保育所の整備に向け、本市への立地を希
望する企業及び既存企業に対し、事業所内保育所
に係る説明会等を開催し、整備促進を図ります。

（６） 市立保育所の整備 ・市立保育所整備事業
新耐震基準(Ｓ５６)以前に建設された施設を計画的
に改築整備します。

（７） 認可化移行の促進 ・認可保育所移行支援事業 認可外保育施設の認可化移行を支援します。

（８） 適切な保育提供体制の構築 ・地域型保育事業の整備促進
小規模で家庭的な家庭的保育事業（保育ママ）等、
地域型保育事業の整備促進を図るため、財政的支
援を実施していきます。

（９） 放課後児童クラブの整備充実 ・放課後児童クラブの環境整備
放課後児童クラブについて、支援の単位分割及び分
割による新設や移転等により、条例の基準に適合す
るよう、環境整備を行います。

（10）
放課後子供教室の推進及び放
課後児童クラブとの連携

・放課後子供教室
放課後における児童の安心・安全な居場所を確保
するため、地域の人材確保を進めながら事業を推進
します。

（11） 保育士の確保 ・保育士確保対策事業
保育士不足を解消するため、保育士宿舎借り上げ支
援や保育士トライアル事業等の保育士の確保に資す
る事業を実施します。

（12） 放課後児童支援員等の確保 ・放課後児童健全育成事業
放課後児童支援員等の不足を解消するため、支援
策等を検討していきます。

事業名 具体的事業内容

（１）
教育・保育サービスの柔軟な提
供体制の充実

・幼保連携型認定ごども園の整備
促進

子どもの年齢や親の就労状況にとらわれず、幼児期
の教育・保育サービスを一体的に提供する幼保連携
型認定こども園の整備を促進します。

・保育・教育サービスネットワーク
会議の開催

幼稚園、保育所、地域型保育事業間の定期的な連
絡会議を開催します。

・利用者支援事業
児童遊戯施設及び市立保育所に子育て支援コー
ディネーターを計画的に配置します。

（３） 施設及び事業間の連携の強化 ・幼・保・小連携の拡充
幼・保・小連携に放課後児童クラブ及び放課後子供
教室を加え、指導者同士の交流によって、子ども一
人ひとりに応じた指導を推進していきます。

　《基本目標１》　十分な保育施設等の数量を確保するとともに、保育環境の改善及び充実を図りま
す。

　《基本目標２》　低年齢児から学童まで“切れ目”のない教育・保育環境の整備を図ります。

（２）

施策の内容　　　　　（区分）

具
体
的
施
策

施策の内容　　　　　（区分）

教育・保育サービス間の連携体
制の確保

具
体
的
施
策
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根拠法令等 関連計画 担当課

・子ども子育て支援法 － こども保育課

・子ども子育て支援法 － こども保育課

・子ども子育て支援法 － こども保育課

・山形市私立幼稚園施設整備費補助金交付
規程

－ こども保育課

・子ども子育て支援法
・次世代育成支援対策推進法

・山形市工業振興計画
こども保育課
雇用創出課

・児童福祉法
・子ども子育て支援法

・山形市保育計画
・山形市「市立保育所整備計画」

こども保育課

・子ども子育て支援法 － こども保育課

・子ども子育て支援法 － こども保育課

・児童福祉法
・子ども子育て支援法
・山形市放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例

・山形市放課後児童健全育成事業に係る施
設整備指針

こども福祉課

・放課後子ども総合プラン ・山形市社会教育の方針 社会教育青少年課

- - こども保育課

- - こども福祉課

根拠法令等 関連計画 担当課

－ － こども保育課

・子ども・子育て支援法 － こども保育課

・子ども・子育て支援法 － こども保育課

－ －

学校教育課
こども保育課
こども福祉課

社会教育青少年課
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事業名 具体的事業内容

（１） いのちの教育の実施 ・いのちの学習研修会
小中学生をもつ保護者等を対象に、いのちの教育に
関わる講演会を実施します。

（２） 産前産後における支援

・母子健康手帳の交付
妊娠・出産・育児期の母子の健康管理を図るため母
子健康手帳を交付します。

・妊婦健康診査事業
妊娠期の母体の健康を確保するために、妊婦健康
診査を実施します。

・ママパパ教室
妊娠・出産・育児の不安解消等のため、産前・産後
の生活等子育てを習得するための講座を開催しま
す。

・母子保健相談支援事業

保健センターに母子保健コーディネーターを配置
し、全ての妊婦の状況を把握するとともに、支援を必
要とする子育て世帯に対し、妊産婦の個々の状況に
応じた包括的な相談を行います。

・産後ケア事業

産後４か月以内で、家族等から支援が得られない母
子に対し、ショートステイ、ディサービス、乳房ケア、
ヘルパー等派遣を行い出産直後のサポートを行いま
す。

・多胎児養育支援事業
３人以上の多胎児を在宅で保育している家庭に対
し、無料でホームヘルパーを派遣し、育児や家事等
を支援します。

・先輩ママの家庭訪問支援事業

子育て経験者やシニア世代など、子育て中の親が
相談しやすいボランティア（先輩ママ）を募集し、身
近に支援者がいない家庭や外に出にくい家庭、育児
不安を抱える家庭などにボランティアが訪問し傾聴と
協働のボランティア活動を行います。

（３） 児童虐待の防止等

・児童家庭相談事業

児童、家庭の相談に応じ、ニーズや児童の家庭環境
等を的確に捉え、効果的な援助を行っていきます。
児童福祉法改正による、総合的な支援拠点の設置
や、より専門的な支援の実施を検討します。

・不登校児童生徒対策事業
児童・生徒の不登校にかかわる相談活動及び学校
復帰に向けた適応教室を開催します。

・ファミリー・サポート・センター事
業

育児支援を希望する乳幼児や小学生を持つ保護者
と、育児支援を行いたい方との相互支援活動に関す
る連絡調整を行います。また、ファミリー・サポート・セ
ンターの会員に対しては、講演会や交流会を通し
て、より質の高い援助活動が行えるよう支援してまい
ります。

・こんにちは赤ちゃん訪問事業
・育児支援家庭訪問事業

すべての乳児の家庭を地域の民生委員児童委員と
協力しながら訪問し、子育てに関する情報提供を行
い、支援が必要な人には育児支援家庭訪問等の適
切なサービスに結びつけ、乳幼児の健康支援、児童
虐待等の未然防止と早期発見に努めます。

・健診等未受診児の把握
乳幼児健康診査や予防接種の未受診・未接種児を
迅速に把握し、未受診児の母子の健康や安全を確
認してまいります。

・山形市要保護児童対策地域協
議会の運営

児童虐待を未然に防ぎ、地域全体で子どもを見守る
ため、関係機関で構成される連絡協議会を設置し、
情報の共有化と連携した対応を進めます。

・子育てはぁと相談事業
就学前の子どもを持つ母親等を対象に、臨床心理士
が相談支援を実施し、育児に対する不安や悩みの
軽減を図ります。

ア　児童家庭相談体制

具
体
的
施
策

　《基本目標３》　すべての子どもや子育て家庭を対象とし、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを
保障するための施策の充実を図ります。

施策の内容　　　　　（区分）

安全で安心な妊娠・出産・育児
を向かえる体制の充実

イ　虐待の早期発見・未然防止
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根拠法令等 関連計画 担当課

－ － スポーツ保健課

・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

健康課
保健センター

・子ども・子育て支援法
・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター

・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・山形市食育・地産地消推進計画
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター

・子ども・子育て支援法 － 保健センター

－ － 保健センター

－ － こども保育課

－ － こども保育課

・児童福祉法
・児童虐待防止法

－ こども保育課

・教育基本法 ・山形市教育振興基本計画 学校教育課

・子ども・子育て支援法
・児童福祉法

－ こども保育課

・子ども・子育て支援法
・児童福祉法
・母子保健法

・山形市健康づくり２１
生活福祉課
保健センター

・母子保健法
・予防接種法

－ 保健センター

・児童福祉法
・児童虐待防止法

－
こども保育課
保健センター
学校教育課

・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター
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事業名 具体的事業内容

（３） 児童虐待の防止等

・児童養護施設「山形学園の運
営」

児童養護の基本理念に基づき、よりよい環境の中で
養護にあたり、児童の自主性や社会適応力を高めて
いきます。

・こどもショートステイ事業

山形学園及びむつみハイムを受入れ施設として確
保し、ショートステイ事業（日中の預かり）とトワイライト
事業（夜間預かり）により、事前登録制により、児童を
預かります。

・山形学園家庭的養護計画推進
事業

児童養護の原理である「あたりまえの生活」を保障す
るため、山形県及び指定管理者とともに「家庭的養
護推進計画」を策定し、出来る限り養護施設の小規
模化を進めます。

・里親申請

里親制度は、その申請に基づき、何らかの事情によ
り家庭で養育が困難、または受けられなくなった子ど
もに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の
下での養育を提供します。

利用者の経済的負担を考慮した保育料を設定、また
は軽減し、教育・保育施設等を利用しやすいものとし
ます。

ひとり親世帯等の保育料を所得に応じ軽減します。

・認可外保育施設利用者負担軽
減

同時在園世帯等の保育料の一部を補助し、負担軽
減を図ります。

・第３子等保育料無料化事業
保育園等を利用する世帯の第三子以降の保育料を
無料化し、負担軽減を図ります。

・児童手当の支給
児童一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、
中学生までの児童を対象に、児童手当を支給しま
す。

・こども医療給付 中学生までの子どもの医療費を助成します。

・助産施設の利用
出産費用の負担等の経済的な理由により、出産が
困難と認められる場合において、助産所に入所して
出産することが出来ます。

教育扶助または就学援助受給世帯の保育料の一部
を補助し、負担軽減を図ります。

同時入所世帯の保育料の一部を補助し、負担軽減
を図ります（所得要件あり）。

（５）
子どもの心身の健やかな発達
の保障

・乳幼児健康診査（4か月・9か月
児・1歳6か月・3歳児）

乳幼児の疾病や発育に関する問題の早期発見・健
康の保持増進のために実施。また、各時期における
保健及び栄養指導により、健全な育成のための相談
支援を行ないます。

・就学時健康診断

就学予定者の心身の状況を把握するために実施し、
その結果に基づき入学までに保健上必要な指導・助
言を行います。また、特に支援等が必要な場合は、
適切な就学指導を行います。

・児童の健康診断
毎学年定期に児童の健康診断を行い、その結果を
保護者に通知するとともに、疾病の予防措置、治療
の指示等適切な指導を行います。

・乳児健診・予防接種の受診勧奨
生後2か月から実施できる予防接種や、4か月児健
診の受診を徹底し、早い時期からのかかりつけ医を
持つことを啓発します。

・乳幼児の事故予防及び救急時
対応の啓発

乳幼児健診等の際に、事故予防及び救急対応のた
めのパンフレットを配布し、救急時の対応の知識の
普及と、緊急時の連絡先の周知を図ります。

・村山地域小児救急医療啓発普
及事業

乳幼児の保護者、保育園・幼稚園の職員などに対
し、小児急病時の対応方法、ＡＥＤを使用した心肺
蘇生法の講習を行います。

ウ　予防接種の実施 ・予防接種
子どもが感染症に対する免疫をつけ、罹患及び重症
化を予防するとともに、流行を抑えることを目的に予
防接種を実施します。

・教育・保育施設等利用者負担の
軽減措置

施策の内容　　　　　（区分）

ア　乳幼児等健康診査、診断の
実施

・放課後児童クラブの保育料軽減

イ　かかりつけ医の推進

ウ　児童の保護・自立等支援

子育て家庭の経済的負担の軽
減

（４）

具
体
的
施
策
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根拠法令等 関連計画 担当課

・児童福祉法 － こども保育課

・児童福祉法 － こども保育課

・児童福祉法 ・山形学園家庭的養護推進計画 こども保育課

・児童福祉法 － こども保育課

・子ども・子育て支援法
・幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

－ こども保育課

・子ども・子育て支援法
・幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

－ こども保育課

－ － こども保育課

－ － こども保育課

・児童手当法 － こども福祉課

・山形市福祉医療給付金支給条例 － こども福祉課

・児童福祉法 － こども保育課

－ － こども福祉課

－ － こども福祉課

・母子保健法
・発達障害者支援法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター

・学校教育法
・学校保健安全法

・山形市教育振興基本計画 スポーツ保健課

学校教育法
学校保健安全法

・山形市教育振興基本計画 スポーツ保健課

・母子健康法
・予防接種法
・山形市男女共同参画推進条例
・山形市歯と口腔の健康づくりの推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

健康課
保健センター

－ － 保健センター

－ － 健康課

・予防接種法 ・山形市健康づくり２１ 健康課
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事業名 具体的事業内容

（５）
子どもの心身の健やかな発達
の保障

・子育てはぁと相談事業
就学前の子どもを持つ母親等を対象に、臨床心理士
が相談支援を実施し、育児に対する不安や悩みの
軽減を図ります。

・子どもの健康・栄養相談
随時電話や窓口にて、子どもの健康や栄養につい
て、個別的な相談に応じ、必要な保健指導、栄養指
導を行います。

・こどものからだスッキリ教室

３歳児健診時肥満度１５％以上の子どもとその保護
者を対象に生活習慣病の予防のための栄養、運動、
生活習慣について適切な知識の普及（講演会）と個
別相談を行います。

・運動不足解消講座
 （親子ボール体操）

4歳から小学校低学年までのこどもと保護者を対象
に、運動習慣の確立と健康づくりとしての運動の普
及のため、運動実技を行います。

オ　犯罪の被害の防止対策 ・「子ども見守り隊」運動の充実
各地区で展開している「子ども見守り隊」運動を、啓
発・支援してまいります。

・交通安全教室

対象者にあわせて交通安全専門指導員等を派遣
し、効果的な交通安全教育を行うとともに、必要に応
じて模擬信号機等の交通安全教育用器材を活用
し、より実践的な交通安全教育を推進します。

・交通指導員による交通安全指導
通学路において交通事故発生の危険性が高い箇所
へ配置している交通指導員による、登校時の交通安
全指導を実施します。

キ　スポーツの推進 ・キッズジュニアスポーツ普及事業
発育発達期の子どもを対象に、様々な運動やスポー
ツが体験できる通年のスポーツスクールを開催しま
す。

ク　「食育」の推進 ・「食育」に関する啓発事業

妊娠中から乳幼児・小中学校までの継続した「食」に
関する啓発を行い、楽しく食べようとする意欲、おい
しいと感じる力など「食」に対する興味や関心を育て
高めます。

ケ　児童遊戯施設の整備
・市南部への児童遊戯施設整備
事業

児童遊戯施設「べにっこひろば」は、平成２６年１２月
のオープン以来、多くの来場者を迎えているが、市
域全般にわたる子育て環境充実の観点から、市南
部への整備を計画的に進めます。

施策の内容　　　　　（区分）

具
体
的
施
策

カ　交通安全意識の向上

エ　健康、栄養相談の実施
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根拠法令等 関連計画 担当課

・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター

・母子保健法
・食育基本法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・山形市食育・地産地消推進計画
・いきいき山形男女共同参画プラン

健康課
保健センター

・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター

・地域保健法 ・山形市健康づくり２１ 保健センター

－
・山形市教育振興基本計画
・子どもの安全・安心対策の基本
 方針

社会教育青少年課

－ ・山形市交通安全計画 市民課

－ ・山形市交通安全計画 市民課

・スポーツ基本法 ・山形市スポーツ推進計画 スポーツ保健課

－ ・山形市食育・地産地消推進計画

農政課
こども保育課

  健康課・保健センター
  学校給食センター

・児童福祉法 － こども保育課
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事業名 具体的事業内容

（１） 妊娠期からの情報提供

ホームページ等の運営により、最新の子育て支援情
報を提供してまいります。

フェイスブック等のＳＮＳの活用により、子育て中の
方々へ必要な情報を配信してまいります。

子育てガイドブック・マップを発行し、主に就学前児
童を対象に子育て支援に関する情報や制度、手続
き施策等を包括的にお知らせしてまいります。

（２） 親の子育て知識の向上

・はじめての離乳食教室
乳児の健やかな成長発達のために、離乳食の進め
方について指導する講話、調理実習、個別相談を行
います。

・幼児・学童対象のクッキング講
座

幼児期・学童期から食の喜び、重要性、食習慣を体
得するよう支援します。幼児とその親を対象に講話、
調理実習を行います。

・地区要請事業
地区からの要請により、栄養指導、栄養相談、調理
実習を行います。（子育てサロン離乳食講座、手作り
おやつ講座、栄養講話等）

・地域子育て支援事業

地域の住民が主体となり、各地区で実施する子育て
おしゃべりサロンに補助金を交付します。子育てサロ
ンを通して、親の子育て知識の向上と親の孤立化を
防止します。

・育児サークルリーダー養成講座
男女共同参画センターにおける育児サークルリー
ダーの研修及び情報交換を通して効果的なサーク
ル活動への支援を行います。

（３） 父親の子育てへの参加促進

・ママパパ教室

妊娠・出産・育児の不安解消等のため、妊婦並びに
その夫に、妊娠中に必要な正しい知識や生まれた
ばかりの赤ちゃんの世話等を学ぶための講座を開催
し、男性の育児参加の啓発を行います。

・父子健康手帳の交付
初めて子どもを持つ父親を中心に、母子健康手帳配
布時や、ママパパ教室等で、父親の育児参加を啓
発しながら父子健康手帳を交付します。

・男女共同参画センター学習事業
男女共同参画センターにおける子育て支援に関連
する講座を実施します。

（４）
若年期からの子育て意識の向
上

・中２・はたらく体験推進事業
・インターンシップ

市内中・高における職場体験事業と認可保育所等
が連携した保育体験を通し、成長期における子育て
知識の習得を進めます。

・家庭教育相談
子育て支援センター等において、家庭教育相談等
を実施し、家庭における親の教育力の向上を図りま
す。

・男女共同参画学習資料の活用
推進事業

小学２・４・６年生を対象に男女共同参画意識を深め
るための学習資料を作成し、その活用を図ります。

・男女共同参画に関する作品の
募集と表彰

中学・高校生を対象に男女共同参画意識を深めるた
め、男女共同参画に関する作品（一行詩）を募集し、
優秀な作品に表彰を行います。

イ　子育てサロンへの支援

父親向け子育て講座の開催

  《基本目標４》　保護者が子育てについての第一義的な責任を有するため、幼児期の家庭におけ
る親の教育力向上を図ります。

施策の内容　　　　　（区分）

情報提供の充実

ア　子育て講座の開催

・子育て情報発信事業

ア　職場体験や家庭教育相談の
実施

イ　若齢期の男女共同参画意識
　　向上

具
体
的
施
策
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根拠法令等 関連計画 担当課

－ －
こども保育課

健康課
保健センター

－ －
こども保育課

健康課
保健センター

－ － こども保育課

・母子保健法
・食育基本法

・山形市健康づくり２１
・山形市食育・地産地消推進計画

保健センター

・母子保健法
・食育基本法

・山形市健康づくり２１
・山形市食育・地産地消推進計画

保健センター

・母子保健法
・食育基本法

・山形市健康づくり２１
・山形市食育・地産地消推進計画

健康課
保健センター

－ ・山形市地域福祉計画 こども保育課

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

・母子保健法
・山形市男女共同参画推進条例

・山形市健康づくり２１
・山形市食育・地産地消推進計画
・いきいき山形男女共同参画プラン

保健センター

・山形市男女共同参画推進条例
・山形市健康づくり２１
・いきいき山形男女共同参画プラン

健康課
　保健センター

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

－ ・山形市教育振興基本計画
学校教育課
こども保育課

－ － こども保育課

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター
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事業名 具体的事業内容

（５） 地域の教育力の向上

・地域住民相互のふれあい交流
の促進
「子育て支援事業」
（乳幼児とその保護者対象）

各公民館において、育児サークルやNPO等と連携
し、子育ての喜びや自信がもてるプログラムを展開し
ます。

・地域住民相互のふれあい交流
の促進
「土曜体験子ども教室」
（小学生対象）

各公民館において、大学生や関係機関等と連携し、
休日の子どもの安全・安心な居場所として、主に体
験的な活動を展開し、参加者の交流促進を図りま
す。

事業名 具体的事業内容

（１） 障がい児等への支援体制の充実

ア　障がい児保育の実施 ・障がい児保育
関係機関とも必要に応じた連携を図りながら、認可
保育所において障がい児保育を実施していきます。

イ　病児・病後児保育の実施 ・病児・病後児保育
病気中の児童の保育(病児保育)、病気の回復期に
ある児童の保育(病後児保育)を医療機関等と連携を
図り、実施していきます。

ウ　連携体制の確保 ・連携体制の確保
各関係機関との連携を図り、児童・保護者に対して
必要に応じた支援を行います。

・幼児発達相談事業
精神発達の面から経過観察を要する子どもについ
て、臨床心理士を入れた発達相談を行い、必要な専
門機関への紹介や療育への支援を行います。

・保育所発達相談事業
臨床心理士が発達の気になる児童と担当保育士等
に対し、助言及び必要な情報提供を行い、一人ひと
りの児童を大切にし、保育の質の向上を図ります。

・発達相談支援事業

発達相談支援員が、気になる児童への保育や保護
者の支援について、保育士の目線での助言や支援
を行い、保育の質の向上と保護者支援に繋げていき
ます。

・母子の健康に関する相談
心身の発達に不安のある子どもを支援するために、
窓口や電話等で随時相談に応じる他、家庭訪問を
実施します。

・障がい児相談支援事業
・計画相談支援事業

相談支援専門員が相談内容に応じ、子どもひとり一
人に見合った支援計画を作成し、支援体制を構築し
ていきます。

・特別支援教育支援事業
幼児・児童・生徒の発達及び就学にかかわる相談活
動を実施します。

オ　障がい児通所支援の充実 ・障がい児通所給付事業

児童発達支援や放課後等デイサービスの通所施設
において、障がいのある児童の療育を支援します。ま
た、保育園等に訪問し、専門的な療育支援を行いま
す。

カ　障がい児自立支援の充実 ・自立支援給付事業

障がいのある児童が、地域で安心して生活すること
ができるよう、居宅での入浴等の介護や、外出時の
同行援助などの介護サービスを、障がいの状況に合
わせて支援します。また、補装具の購入や修理費用
及び育成医療に係る医療費の助成等、自立に向け
た支援を行います。

・自発的活動支援事業
・移動支援事業

心身障がい児を対象に保護者やボランティア団体が
行う機能訓練教室への支援や、福祉有償運送事業
所を活用した障がい児の学校送迎事業への支援を
行います。

・日常生活支援事業

日常生活をするうえで必要な訓練・指導等を行い、
障がいのある児童の活動を支援します。また、保育
所等の施設を巡回し、児童の保護者に対して、助言
等の支援を実施します。

施策の内容　　　　　（区分）

　《基本目標５》　誰もが享受できる、教育・保育サービスの提供体制づくりを進めます。

施策の内容　　　　　（区分）

具
体
的
施
策

エ　早期発見・相談体制の充実

キ　地域生活支援の充実

幼児及び学童期の体験学習の
充実

具
体
的
施
策
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根拠法令等 関連計画 担当課

・社会教育法
・山形市教育振興基本計画
・山形市社会教育の方針

社会教育青少年課

・社会教育法
・山形市教育振興基本計画
・山形市社会教育の方針

社会教育青少年課

根拠法令等 関連計画 担当課

・児童福祉法
・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

こども保育課
障がい福祉課

・子ども・子育て支援法 － こども保育課

・児童福祉法 ・山形市障がい者基本計画
こども保育課
こども福祉課
障がい福祉課

・母子保健法
・発達障害者支援法

・山形市健康づくり２１ 保健センター

－ ・山形市障がい者基本計画
こども保育課
障がい福祉課
学校教育課

－ － こども保育課

・母子保健法 ・山形市健康づくり２１ 保健センター

・児童福祉法
・障害者総合支援法

・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

障がい福祉課

・教育基本法
・発達障害者支援法

・山形市教育振興基本計画
・特別支援教育推進計画

学校教育課

・児童福祉法
・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

障がい福祉課

・障害者総合支援法
・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

障がい福祉課

・障害者総合支援法
・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

障がい福祉課

・障害者総合支援法
・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

障がい福祉課
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事業名 具体的事業内容

（２）
経済的に困難な家庭等への支
援

・各種手当の支給事業
障がい児を養育している者及び常時介護の必要な、
在宅の重度の障がい児に対し、手当を支給し、過大
な負担の軽減を図ります。

・重度心身障がい(児)者医療給付
重度の心身障がい児に対し、医療費の助成を行って
いきます。

・給付事業
障がい児の日常生活能力の向上を図るため、必要
に応じて、日常生活用具を給付します。

・未熟児養育医療給付
未熟児（出生時の体重が２０００ｇ以下など）で入院養
育が必要とされる子どもの、医療費の自己負担分を
助成します。

・定期予防県外接種費用助成事
業

保護者が県外に里帰りしている等の理由で、児童が
特定の予防接種を県外で受けた場合、接種料の補
助を行います。

（３）
ひとり親家庭等への支援体制の
充実

・ひとり親家庭等相談事業
母子・父子自立支援員等を配置し、ひとり親家庭等
の自立に向けた総合的な支援を行っていきます。

・生活困窮者自立相談支援事業

生活保護を受給していない生活困窮者に対して、個
別の問題点を分析し、ニーズを把握したうえで自立
支援計画を作成し、世帯のニーズにあった総合的な
支援を行います。

・児童扶養手当
ひとり親の児童が育成される家庭の生活の安定と自
立の促進を図るため、児童扶養手当を支給します。

・健やか教育手当
ひとり親または両親のいない児童の教育及び福祉の
増進を図るため、健やか教育手当を支給します。

・親子健やか医療
１８歳以下の児童及び当該児童を扶養しているひと
り親で、所得税非課税者である場合、保険適用分の
医療費の無料化を図っていきます。

・母子生活支援施設への措置入
所

児童の福祉に困難を抱える母子世帯等について、
母子生活支援施設へ保護するとともに、自立促進へ
向けた生活支援を行います。

・母子及び父子家庭自立支援給
付金事業

母子家庭及び父子家庭の自立支援のため、就労を
目的とした資格取得に要する費用または職業訓練
中の生活費の一部を助成します。

・高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業

母子家庭及び父子家庭の自立支援のため、親 自身
または児童が高等学校卒業程度認定試験合格のた
めの講座を受講し、これを修了した場合、受講費用
の一部を支給します。

・第３子等保育料無料化事業（ひ
とり親世帯等の保育料負担軽減）

一定の要件を満たすひとり親世帯を対象に、第一子
の保育料を半額、第二子以降を無料とします。

・ひとり親家庭子育て生活支援事
業

ひとり親家庭に対し、技能習得のための通学、就職
活動等、必要性が認められる場合、生活支援員を派
遣し、一時的な家事や保育のサービスを行っていき
ます。

・母子父子寡婦福祉資金の貸付
け事業

母子家庭及び父子家庭の経済的自立を支援するた
め、母子父子寡婦福祉資金貸付け事業の活用によ
り当面必要な生活資金を確保し、親の生活意欲の向
上と児童福祉の増進を進めます。

具
体
的
施
策

医療費助成、手当の支給

施策の内容　　　　　（区分）

ア　相談体制の充実

イ　医療費助成・手当の支給

ウ　自立支援の促進
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根拠法令等 関連計画 担当課

・特別児童扶養手当の支給に関する法律
・山形市重度心身障がい児福祉手当支給条
例

・山形市障がい者基本計画
障がい福祉課

・山形市福祉医療給付金支給条例 ・山形市障がい者基本計画 こども福祉課

・障害者総合支援法
・山形市障がい者基本計画
・山形市障がい児福祉計画

障がい福祉課

・母子保健法 ・山形市障がい者基本計画 こども福祉課

・予防接種法 － 健康課

・母子及び父子並びに寡婦福祉法 － こども保育課

・生活困窮者自立支援法 － 生活福祉課

・児童扶養手当法 － こども福祉課

・山形市健やか教育手当支給条例 － こども福祉課

・山形市福祉医療給付金支給条例 － こども福祉課

・児童福祉法 － こども保育課

・母子及び父子並びに寡婦福祉法 － こども保育課

・母子及び父子並びに寡婦福祉法 － こども保育課

－ － こども保育課

・母子及び父子並びに寡婦福祉法 － こども保育課

・母子及び父子並びに寡婦福祉法 － こども保育課
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事業名 具体的事業内容

（４）
専門的知識が必要な保育の研
修機会の提供

ア　研修の充実 ・研修事業
発達障がい児や食物アレルギーを持つ児童等、専
門的な知識を要する保育に関する研修機会を積極
的に提供してまいります。

イ　保育所への指導・助言 ・保育所発達相談事業
発達の気になる児童を担当する保育士等に対し、必
要な指導、助言及び情報提供を行い、保育の質の
向上を目指します。

（５） 多様な保育サービスの提供 ・一時預かり等事業
家庭の事情や親の就労状況に応じ、認可保育所等
において、必要な延長保育や夜間保育等を実施し
ます。

事業名 具体的事業内容

（１）
男女が子育てしやすい環境づく
りの推進

・子育てしやすい就労環境づくりに
 向けた意識啓発

商工会議所や労働団体など関係機関・団体と連携
し、意識啓発につとめていきます。

・中小企業主に対する次世代育
成行動計画策定の働きかけ

労働局、中小企業団体中央会など関係機関・団体と
連携し、子育てしやすい労働環境整備のため、次世
代育成行動計画策定を働きかけていきます。

・イクボス推進事業
※イクボス：部下・従業員の仕事
と生活の調和を考え、その人の
キャリアと生活を応援しながら、自
らも実践する上司（経営者・管理
職）のこと。

市長によるイクボス宣言と制度の周知啓発を通して、
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進
し、男女がともに家事・育児・介護・地域活動に関わ
ることのできる、子育てしやすい環境の整備を進め
る。併せて、県と連携を図りながら、民間企業へも取
組みを広げていきます。

・情報紙「ぷらーな」発行事業 情報紙「ぷらーな」による情報の提供

・男女共同参画センター相談事業
男女共同参画センターにおける相談事業（一般相
談、法律相談、女性の健康相談）を実施します。

・男女共同参画センター講座開催
時、一時保育事業

男女共同参画センターにおける各講座への参加を
促進するため、必要に応じ託児付講座を実施しま
す。

（２）
子どもを含めた世帯まるごと、地
域まるごとの支援

施策の内容　　　　　（区分）

　≪その他の関連事業≫　子どもの健やかな成長と子育てを支援するため、その他子育てに関連
する事業の充実を図ります。

施策の内容　　　　　（区分）

イ　男女共同参画意識の啓発

具
体
的
施
策

ア　子育てしやすい就労環境
　　づくり

分野ごとの相談支援体制では対応が困難な「制度の
狭間」の課題等の解決に向けて、多分野、多機関の
連携による包括的な支援体制を構築していきます。

具
体
的
施
策

ア　我が事・丸ごとの地域づくり

・地域力強化推進モデル事業
地区集会所等の活動拠点を活用し、地域住民による
地域での支え合いのしくみづくりを進めていきます。

・地域福祉相談支援体制構築モ
デル事業
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根拠法令等 関連計画 担当課

・児童福祉法 － こども保育課

・児童福祉法 － こども保育課

・児童福祉法 － こども保育課

根拠法令等 関連計画 担当課

・次世代育成支援推進法
・山形市男女共同参画推進条例

・いきいき山形男女共同参画プラン
雇用創出課

男女共同参画センター

・次世代育成支援推進法 － 雇用創出課

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

・山形市男女共同参画推進条例 ・いきいき山形男女共同参画プラン 男女共同参画センター

・社会福祉法 ・第２次山形市地域福祉計画 生活福祉課

・社会福祉法 ・第２次山形市地域福祉計画 生活福祉課
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６子ども・子育て支援事業に係る数値目標

第４章に示した各基本目標に係る施策の内容について、数値目標を設定するも

のを以下にまとめました。

基本目標１ 十分な保育施設等の数量を確保するとともに、保育環境の改善及び充実

を図ります。

基本目標２ 低年齢児から学童まで“切れ目”のない教育・保育環境の整備を図りま

す。

Ｎｏ 指標等
計画策定時の状況

（平成26年度）
数値目標

（平成31年度）

1 待機児童数（毎年４月１日現在） 0人 0人

2 保育施設の認可定数（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における２号認
定・３号認定の子どもの利用定員）

4,318人 6,394人

3 事業所内保育所（特定地域型保育事業）・企業主導型保育事業所の施設数 0カ所 5カ所

4 再整備完了又は着手した市立保育所の数（対象４園） 0園 2園

5 認可外保育施設から認可保育所への移行施設数 1カ所 10カ所

6 地域型保育事業の事業所数（保育ママ・小規模保育事業） 20カ所 30カ所以上

7 放課後児童クラブの学校等市有施設利用箇所数
27カ所(学校活用23カ

所
市有施設等4カ所)

41カ所

8 条例の基準に適合しない放課後児童クラブ数 38カ所 0カ所

9 地域子育て支援拠点（子育て支援センター、集いの広場）設置箇所数 21カ所 26カ所

Ｎｏ 指標等
計画策定時の状況

（平成26年度）
数値目標

（平成31年度）

1 幼保連携型認定こども園の施設数 4カ所 15カ所

2 地域型保育事業と連携する特定教育・保育施設の施設数 2カ所 10カ所

3 利用者支援窓口の箇所数 1カ所 2カ所

4 幼保小連携研修会への参加者数 224人 250人
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基本目標３ すべての子どもや子育て家庭を対象とし、一人ひとりの子どもの健やか

な育ちを保障するための施策の充実を図ります。

Ｎｏ 指標等
計画策定時の状況

（平成26年度）
数値目標

（平成31年度）

1 いのちの学習研修会の開催回数 年2回 年2回

2 先輩ママの家庭訪問支援事業の訪問家庭数 準備 30世帯

3 市立小中学校の児童生徒総数に占める不登校児童生徒の割合 0.97% 0.80%

4 こんにちは赤ちゃん事業を民生委員児童委員の地区組織と連携して実施している地区
の数

27地区 30地区

5 子どもショートステイ事業の利用日数（延日数） 65人日 106人日

6 山形学園家庭的養護推進計画 策定 推進

7 国制度では、対象にならない第３子等の保育料無料化対象世帯数 0 全世帯

8 乳幼児健康診査を受けていない子どもの健康状態を把握している割合 100.0% 100.00%

9 就学児健康診断の受診率 100.0% 100.0%

10 児童の健康診断の受診率 100.0% 100.0%

11 かかりつけ医を持つ家庭の割合（３歳児健康診査時の状況から）
97.8%

(H25年度)
増やす

12 ２歳までに麻しん・風しんの予防接種を受けている子どもの割合
95.1%

(H25年度)
増やす

13 交通安全教室（かもしかクラブ、幼稚園・保育園等、小中学校）の開催数及び受講者
数

開催回数　544回
受講者数　34,385人

増やす

14 市内における子ども（幼児、小中学生）の交通事故死傷者数 102人（暦年） 100人以下（暦年）

15 スポーツスクールの開催回数 144回 184回

16 本市が子育てしやすいと考えている保護者の割合

平成25年度
（ニーズ調査結果）
就学前及び就学児童

　56.8%

増やす

17 理想的と思う子どもの数と、持とうと思う子どもの数の差

平成25年度
（ニーズ調査結果）
就学前及び就学児童

　0.5人

減らす

18 休日や夜間等、子どもが急病時に病院などが見つからず困った経験がある保護者の割
合

平成25年度
（ニーズ調査結果）
就学前及び就学児童

14.7%

減らす
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基本目標４ 保護者が子育てについての第一義的な責任を有するため、幼児期の家庭

における親の教育力向上を図ります。

基本目標５ 誰もが享受できる、教育・保育サービスの提供体制づくりを進めます。

Ｎｏ 指標等
計画策定時の状況

（平成26年度）
数値目標

（平成31年度）

1 元気すくすくネットのアクセス件数 340件/日 500件/日

2 子育ておしゃべりサロン数 32カ所 増やす

3 はたらく体験の受入を行った保育所及び幼稚園の数 122カ所/年 122カ所/年

4 男女共同参画に関する作品の入賞作品展の開催数 4回 6回

5 子育て支援事業の講座開催数 24回/8公民館 32回/8公民館

6 土曜体験子ども教室の講座開催数 56回/8公民館 56回/8公民館

7 子育てに不安を感じる保護者の割合

平成25年度
（ニーズ調査結果）
就学前及び就学児童

　22.0%

減らす

8 悩みの相談相手がいない保護者の割合

平成25年度
（ニーズ調査結果）
就学前及び就学児童

4.8%

減らす

9 子育てに積極的に参加する父親の割合

平成25年度
（ニーズ調査結果）
就学前及び就学児童

　53.3%

増やす

Ｎｏ 指標等
計画策定時の状況

（平成26年度）
数値目標

（平成31年度）

1 障がい児を受け入れている保育所の数 18カ所 増やす

2 病児・病後児保育の実施施設数 3カ所 5カ所

3 発達や就学に関する相談（来所相談、訪問相談）の窓口の数 2カ所 2カ所

4 延長保育の利用登録数 3,031人 3,820人
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７計画の進捗状況の管理と評価

子どもと子育て家庭を取り巻く社会環境は、今後ますます変化のスピードを加

速させていくものと考えられます。本事業計画を着実に推進していくためには、

毎年、適切な進捗管理を行い、必要に応じて計画を見直していくＰＤＣＡサイク

ル6による計画の進捗管理と評価が必要となります。

その手段として、庁内においては、新たに設置した「山形市地域福祉推進会議」

において、必要な議論を進め、市民の意見については、引き続き、「山形市子ども・

子育て会議」において調査・審議を求めながら、計画の進行管理及び必要に応じ

修正を加えるものとします。

具体的には、下記の図のイメージに従い計画期間中の各年度において、関係部

課との相互調整及び子育て会議の意見を踏まえつつ、子ども・子育て支援事業計

画に基づく施策の実施状況の点検、評価を行い、計画を推進していきます。

なお、当初の計画に対して「量の見込み」などに大きな乖離が見られる場合は

計画の中間年（平成 29 年度）を目安に計画の見直しを検討します。

図表 ４－１３ 山形市子ども・子育て支援事業計画に係るＰＤＣＡサイクル

6ＰＤＣＡサイクル：事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。Ｐｌａｎ（計画）→Ｄo（実

行）→Ｃheck（評価）→Ａct（改善）の４段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。

事業の推進

計画の策定・目標設定

各事業の点検、評価

事業の継続・拡充、指標

に至らない事業のあり方

検討

事務局・庁内担当各課

翌年度の施策展開見直し

山形市地域福祉推進会議

山形市子ども・子育て会議
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【参考資料１】 山形市子ども・子育て会議条例

平成25年７月３日条例第29号

山形市子ども・子育て会議条例

（趣旨）

第１条 この条例は、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項の規定に基づく機関の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 この市に、山形市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を設置す

る。

（所掌事務）

第３条 子ども・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４条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 子どもの保護者

(２) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(３) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(４) その他市長が必要と認める者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第５条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職

務を代理する。

（会議）

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集し、

会長は、その議長となる。

２ 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。

３ 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、議長の決するところ

による。

（部会）

第７条 子ども・子育て会議は、部会を置くことができる。

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

３ 部会に部会長を置き、部会長は会長が指名する。
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４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職

務を代理する。

（意見の聴取等）

第８条 会長又は部会長は、それぞれ子ども・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、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資

料の提出を求めることができる。

（庶務）

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て推進部において処理する。

（委任）

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）

２ 山形市特別職の職員の給与に関する条例（昭和26年市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。

〔次のよう略〕

子ども・子育て支援法

（市町村等における合議制の機関）

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の

合議の機関を置くよう努めるものとする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
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【参考資料２】 山形市子ども・子育て会議委員名簿

山形市子ども・子育て会議委員名簿

№ 役職等 氏名（敬称略） 条例該当

1   山形市私立幼稚園・認定こども園保護者会会長会
  会長

佐藤　規子 １号

2   山形市保育園保護者会連絡協議会　会長 佐藤　和矢 １号

3 　山形市ＰＴＡ連合会　会長 鈴木　真一 １号

4 　山形市子ども会育成連合会　会長 佐藤　博之 １号

5 　 東北文教大学　人間科学部学部長・教授 大桃　伸一 ２号

6 　山形市立小学校長会　市立宮浦小学校　校長 秋葉　典子 ２号

7 　山形市民生委員児童委員連合会  児童福祉研究部
  部長

渡邊　典子 ２号

8 　国立大学法人山形大学学術研究院　准教授 藤岡　久美子 ２号

9 　山形県臨床心理士会　理事 伊藤　洋子 ２号

10 　特定非営利活動法人　やまがた育児サークルランド
　べにっこひろば運営責任者

土肥　由利子 ２号

11 　山形市民間立認可保育所連絡協議会　会長 海和　宏子 ３号

12 　一般社団法人山形市私立幼稚園・認定こども園協会
  会長

高橋　栄美子 ３号

13 　山形市私立保育園連絡協議会　会長 佐藤　克子 ３号

14 　山形市家庭的保育者連絡会　顧問 松浦　田鶴子 ３号

15 　山形市児童健全育成クラブ連絡会　顧問 石井　美智子 ３号

16 　山形市学童保育連絡協議会　会長 高木　直 ３号

17 　社会福祉法人　山形市社会福祉協議会　常務理事 栗原　浩一 ４号

18 　山形市自治推進委員長連絡協議会　会長 宮舘　照彦 ４号

19 　山形市医師会　理事 中井　伸一 ４号

20 　山形商工会議所　常務理事・事務局長 森　晃 ４号
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【参考資料３】 教育・保育の量の見込みの推計方法

教育・保育の量の見込みの推計方法

（国の推計方法と山形市独自の推計方法について）

１ 国の推計方法の考え方

ニーズ調査の結果より、現在の保護者の就労状況及び将来的な母親の就労希望から、８タイプの「家

庭類型」に分類し、年齢区分（０歳、１・２歳、３歳以上）ごとに、それぞれのタイプの占める割合

を算出し、それを計画期間中の就学前児童数（人口推計）に乗じて、タイプごとの「推計児童数」を

算出します。

ニーズ調査の結果をもとに、「利用意向率」（認定区分（１号、２号、３号認定）に応じ各利用でき

る施設を利用したい者の割合）をタイプごとに算出し、「推計児童数」に「利用意向率」を乗じ、タ

イプごとの量の見込みを推計します。

認定区分として該当するタイプごとの量の見込みを合計して、各認定区分における量の見込みを推

計します。

２ 山形市独自の推計方法の考え方

平成２５年度の保育施設利用数（保育所・認定こども園・認可外・保育ママ・幼稚園保育・幼稚園

預かり保育）の実績数と、現在無職等の保護者の将来的な就労希望から推定される潜在的な保育施設

利用数（ニーズ調査の結果のから算出）から、「要保育率」を算出し、さらに、山形市の子育て世代

の女性就業率上昇率を加え、それを計画期間中の人口推計に乗じることで、量の見込みを推計します。

３ 国の推計方法と山形市独自の推計方法の考え方の違い

①「要保育率」（国は「利用意向率」）の算定のベース

・国 ：ニーズ調査による施設利用希望の割合 ※利用児童数（実績値）は見ない。

・山形市 ：平成２５年度における保育施設等の利用児童数（実績値）

②保護者の就労状況による類型

・国 ：家庭類型別により量の見込みを算定

・山形市 ：家庭類型別に算定しない。

③推計方法

・国 ：認定区分（１号、２号、３号）ごとに算定

・山形市 ：さきに２及び３号認定を算定し、就学前児童数（推計人口）から引いた

残りを全て１号認定として算定
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４ 国基準の算定方式・山形市基準の算定方式での量の見込みの乖離

①保育の利用が見込まれる子どもの量の見込み

○３号認定（０～２歳児・保育認定）※保育園・認定こども園・地域型保育事業

■国の推計方法

■山形市の推計方法

■国の推計方法と山形市の推計方法との乖離

○２号認定（３～５歳時・保育認定）※保育園・認定こども園・幼稚園

■国の推計方法

■山形市の推計方法

■国の推計方法と山形市の推計方法との乖離

②教育の利用が見込まれる子どもの量の見込み

○１号認定（３～５歳時・教育標準時間認定）※幼稚園・認定こども園

■国の推計方法

■山形市の推計方法

■国の推計方法と山形市の推計方法との乖離

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

０歳児 455 669 666 657 651 643
１－２歳児 2,044 1,080 1,070 1,061 1,052 1,041

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

０歳児 455 633 639 639 642 642
１－２歳児 2,044 2,097 2,095 2,095 2,095 2,089

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

０歳児 36 27 18 9 1
１－２歳児 ▲1,017 ▲1,025 ▲1,034 ▲1,043 ▲1,048

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

３－５歳児 3,380 2,168 2,180 2,163 2,144 2,127

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

３－５歳児 3,380 3,417 3,460 3,458 3,455 3,452

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

３－５歳児 ▲1,249 ▲1,280 ▲1,295 ▲1,311 ▲1,325

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

３－５歳児 2,872 946 951 943 935 927

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

３－５歳児 2,872 2,595 2,584 2,538 2,489 2,445

平成 25 年度（実績値） 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

３－５歳児 ▲1,649 ▲1,633 ▲1,595 ▲1,554 ▲1,518
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５ 国の推計方法による量の見込み（国の手引きによる）

（１）量の見込みの推計方法

ニーズ調査の結果より、父母の有無、就労状況で、タイプＡ～タイプＦまでの８種類の「家庭類型」

に分類します。さらに、母親の就労希望を反映させて「潜在的家庭類型」を算出し、年齢区分ごと（０

歳、１・２歳、３歳以上）に、タイプＡ～タイプＦの比率を算定します。

計画期間中の就学前児童数と上記で算出した比率からタイプごとの家庭類型別の児童数を算出し、

ニーズ調査の結果から割り出した「利用意向率」との関係から、各認定区分（１号、２号、３号認定）

の量の見込みを推計します。

（２）「家庭類型」の分類、算出

ニーズ調査の結果から、年齢区分（０歳、１・２歳、３歳以上）ごとに下記の家庭分類の数字を算

出します。

（３）「潜在的家庭類型」の割合算出

ニーズ調査の結果から、母親の就労状況の変化に着目し、潜在的な家庭類型を算出します。

≪例）母親がパート（長時間）からフルタイムへの意向の場合≫

例えば、ニーズ調査の結果から、現在、母親がパート（長時間）からフルタイムへの意向があれば、

潜在的家庭類型として、タイプＣではなく、タイプＢとしてカウントし、以下のように母親の潜在

的な就労を反映して年齢区分ごとの家庭類型の割合を算出します。

家庭類型 父母の有無・就労状況

タイプＡ ひとり親家庭

タイプＢ フルタイム×フルタイム

タイプＣ フルタイム×パートタイム

タイプＣ´ フルタイム×パートタイム（短時間）

タイプＤ 専業主婦（夫）

タイプＥ パートタイム×パートタイム

タイプＥ´ パートタイム×パートタイム（短時間）

タイプＦ 無職×無職

母親

父親
フルタイム

パート
無職

長時間 短時間

フルタイム タイプＢ タイプＣ タイプＣ´

タイプＤ

パート

長時間 タイプＣ タイプＥ

タイプＥ´

短時間 タイプＣ´

無職 タイプＤ タイプＦ
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■０歳～就学前

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 26 0.04 26 0.04
タイプＢ フルタイム×フルタイム 270 0.41 295 0.45
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 78 0.12 90 0.14
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 41 0.06 60 0.09
タイプＤ 専業主婦（夫） 238 0.36 180 0.28
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1 0.00 1 0.00
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 1 0.00 1 0.00

655 1.0 653 1.0
※2件無回答あり

■０歳

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 3 0.03 3 0.03
タイプＢ フルタイム×フルタイム 46 0.39 53 0.45
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 9 0.08 8 0.07
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 1 0.01 3 0.03
タイプＤ 専業主婦（夫） 59 0.50 51 0.43
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 0 0.00 0 0.00

118 1.0 118 1.0

■１・２歳

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 8 0.04 8 0.04
タイプＢ フルタイム×フルタイム 86 0.40 93 0.44
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23 0.11 29 0.14
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 10 0.05 13 0.06
タイプＤ 専業主婦（夫） 85 0.40 67 0.32
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 1 0.00 1 0.00

213 1.0 211 1.0
※2件無回答あり

■３歳～就学前

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 15 0.05 15 0.05
タイプＢ フルタイム×フルタイム 138 0.43 149 0.46
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 46 0.14 53 0.16
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 30 0.09 44 0.14
タイプＤ 専業主婦（夫） 94 0.29 62 0.19
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1 0.00 1 0.00
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 0 0.00 0 0.00

324 1.0 324 1.0

現在 潜在

全体

全体

現在 潜在

全体

現在 潜在

全体

現在 潜在
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（４）家庭類型別児童数の算出

上記（３）で算出した年齢ごとの潜在的家庭類型の割合と計画年度中の就学前児童数（年齢区分ご

と）から、家庭類型別の児童数を算出します。

・家庭類型別児童数＝ 潜在的家庭類型（割合）× 就学前児童数（年齢区分ごと）

≪例）１号認定（認定こども園及び幼稚園）の場合≫

■３歳～就学前

１号認定の対象となる潜在的家庭類型は、３歳～就学前のタイプＣ´・タイプＤ・タイプＥ´・タイ

プＦの４タイプ。

・タイプＣ´ ：就学前児童数６，０１２人（Ｈ27 年度）×１４．０％＝ ８４２人

・タイプＤ ： 同上 ×１９．０％＝１，１４２人

・タイプＥ´ ： 同上 × ０．０％＝ ０人

・タイプＦ ： 同上 × ０．０％＝ ０人

（５）「利用意向率」の算出

ニーズ調査の設問「平日定期的に利用したい教育・保育の事業」において、対象者ごとに、利用し

たい施設・事業（幼稚園、保育所、認定こども園等）として回答があった割合から利用意向率を算定

します。

≪例）１号認定（認定こども園及び幼稚園）の場合≫

①対象となる潜在的家庭類型

・タイプＣ´ フルタイム×パートタイム（短時間）

・タイプＤ 専業主婦（夫）

・タイプＥ´ パートタイム×パートタイム（短時間）

・タイプＦ 無職×無職

②対象年齢 ３歳以上

潜在

実数 割合

タイプＡ ひとり親家庭 １５人 ５．０％

タイプＢ フルタイム×フルタイム １４９人 ４６．０％

タイプＣ フルタイム×パートタイム ５３人 １６．０％

タイプＣ´ フルタイム×パートタイム（短時間） ４４人 １４．０％

タイプＤ 専業主婦（夫） ６２人 １９．０％

タイプＥ パートタイム×パートタイム １人 ０．０％

タイプＥ´ パートタイム×パートタイム（短時間） ０人 ０．０％

タイプＦ 無職×無職 ０人 ０．０％

合計 ３２４人 １００．０％
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③ニーズ調査の回答

上記ア及びイの対象者のなかで、「平日定期的に利用したい教育・保育事業」に以下の施設及び事

業を選択したもの。

・幼稚園（通常の就園時間の利用）

・認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）

■上記の算定による１号認定の利用意向率

（６）量の見込みの推計

上記（４）で算出した「家庭類型別児童数」と上記（３）で算出した「利用意向率」

から、量の見込みを推計します。

・量の見込み＝ 家庭類型別児童数 × 利用意向率

≪例）平成２７年度の１号認定の量の見込み≫

・タイプＣ´ ： ８４１人 × ４０．０％＝ ３３７人

・タイプＤ ：１，１４２人 × ５３．３％＝ ６０９人

・タイプＥ´ ： ０人 × ０．０％＝ ０人

・タイプＦ ： ０人 × ０．０％＝ ０人

１号認定の量の見込み（Ｈ２７年度） ９４６人

６ 山形市独自の推計方法による量の見込み

（１） 量の見込みの推計方法

平成２５年４月１日現在の０歳児から５歳児の就学前児童数、保育利用児童数（保育所（認定こど

も園）・認可外・保育ママ・幼稚園保育事業・幼稚園預かり保育の利用者）及び保育未利用児童数（幼

稚園・在宅児等）の実績値、ニーズ調査の結果をもとにした潜在的要保育児童の比率及び児童数から

当市の要保育率を割り出し、さらに山形市の子育て世代の女性就業率の上昇率（年率）を加えて要保

育率を補正することで、平成２７年度から平成３１年度の就学前児童数（推計人口）と要保育率との

関係から、計画期間中の「量の見込み」を推計します。

家庭類型 利用意向率

タイプＣ´ フルタイム×パートタイム（短時間） ４０．０％

タイプＤ 専業主婦（夫） ５３．３％

タイプＥ´ パートタイム×パートタイム（短時間） ０．００％

タイプＦ 無職×無職 ０．００％
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（２）潜在的要保育児童の比率

ニーズ調査の結果から潜在的要保育児童の比率を割り出します。

＜潜在的要保育児童＞

保育未利用児童数のうち、現に両親ともに就労しているか、１年以内に両親が共働きをすることを

希望している場合でニーズ調査の結果で次のａ~ｃいずれかに該当する家庭の児童を潜在的要保育

需要として算定します。

ａ 父母両方がフルタイムで就労

ｂ 父母両方が就労で、ａの就労時間を下回っているが、フルタイムへの転換希望

ｃ 父母両方又はいずれかが未就労で、未就労の父又は母が１年以内に就労

【ニーズ調査の結果より】 問１７ 現在の教育・保育事業の利用状況

上記「②利用していない」と回答があった 274 人と、「①利用している」402 人のうち

現在、幼稚園（通常の就園時間の利用）を利用していると回答があった 143 人の合計

を、潜在的要保育児童数の比率を算出するうえでの母数（417 人）とします。

○潜在的要保育児童数の比率を算出するうえでの保育未利用児童数の母数の考え方

母数（417 人）＝ ②利用していない（274 人）

＋ ①利用している［うち幼稚園利用（143 人）］

潜在的
要保育児童

女性の就業率
上昇補正分

教育のみ児童

（１号認定）

保育利用児童数の実績値 推計値

要保育児童

（２号・３号認定）

　　　　　　　　　　　保育利用児童
保育所（認定子ども園を含む）・認可外保育施設・保
育ママ・幼稚園保育事業・幼稚園預かり保育のいず
れかを利用している者

保育未利用児童

（幼稚園・在宅児童施設等左欄の施設を利用していない者）

　　　　　　　　　　　ニーズ調査回答より

①利用している ②利用していない 無回答 合計

件数 402 人 274 人 4 人 680 人

構成比 59.1％ 40.3％ 0.6％ 100％
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就学前児童数 保育利用 保育未利用 要保育率

児童数 児童数

比率 児童数

① ② ③＝①－② ④ ⑤＝③×④ ⑥

（人） （人） （人） （人）

０歳児 2,043 455 1,588 10.6% 168 30.5% #

１歳児 2,123 1,031 1,092 4.3% 47 50.8% #

２歳児 2,068 1,013 1,055 5.0% 53 51.5% #

０～２歳児 6,234 2,499 3,735 － － － #

３歳児 2,143 1,180 963 6.9% 66 58.1% #

（②＋⑤）÷①
×100

潜在的要保育児童

（左欄の施設を利用していない者）

潜在的要

保育児童

保育利用児童

保育未利用児童保育所（認定こども園含）・
認可外保育施設・保育ママ・
幼稚園保育事業・幼稚園預か
り保育のいずれかを利用

274人

46人

（16.8％

ニーズ調査の回答者

※住民基本台帳（H25.4.1現在）の０歳児（2,043人）の置き換え

455人
1,588人

274人

46人

（16.8％

ニーズ調査の回答者

※住民基本台帳（H25.4.1現在）の０歳児（2,043人）の置き換え

455人 1,588人

417人

44人

（10.6％）

ニーズ調査の回答者

※住民基本台帳（H25.4.1現在）の０歳児（2,043人）の置き換え

455人 1,588人

（10.6％）

168人

【潜在的要保育児童数の比率の算定】

母数 417 人に占める、現に両親ともに就労しているか、１年以内に両親が共働きを希望

している家庭の児童の割合。

（３）潜在的要保育児童数の考え方

上記（２）で算定した各年齢の潜在的要保育児童数の比率に、保育未利用児童数の実績値を乗じて潜

在的要保育児童数を算出します。 ⇒住民基本台帳ベースに置き換える

（ ４）

要保

育率

の算

定

平成

２５

年４

月１日現在の就学前児童数、保育利用児童数及び上記（３）で算定した

潜在的要保育児童数から要保育率を算定します。 ※幼稚園は、５月１日実績値

年齢区分 ②利用していない件数

A

構成比

B(A/417)

①利用している

うち幼稚園利用

C

構成比

D(C/417)

潜在的要保育児童

児童数

E=A+C

比率

F＝B+D

０歳 44 10.6% － － 44 10.6%
１歳 18 4.3% － － 18 4.3%
２歳 21 5.0% － － 21 5.0%
３歳 16 3.8% 13 3.1% 29 6.9%
４歳 5 1.2% 27 6.5% 32 7.7%
５歳 0 0.0% 39 9.4% 39 9.4%
保育未利用児童数の母数（②利用していない 274 人＋①うち幼稚園利用 143 人） 417
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※上記（２）（３）で算定した潜在的要保育児童比率・児童数

※計画期間中における各年度の要保育率

・要保育率 ＝ ②保育児童利用数 ＋ ⑤潜在的要保育児童数 ×100

①就学前児童数

（５）子育て世代女性の就業率上昇率を加味した要保育率の補正

山形市の子育て世代の女性の就業率上昇率は、社会的・経済的変動が少ない平成 7
年～平成 22 年の 15 年間では、年平均 0.43%の上昇となっています。

前述した、平成 25 年度ベースの要保育率に子育て世代の女性の就業率上昇率年

率を加え、計画期間中における要保育率を補正します。

平成 27 年度の要保育率は上記（４）で算定した要保育率 50.3%（平成 25 年度実

績ベース）に平成 25 年度から平成 27 年度までの 2 カ年分の子育て世代女性の就業

率上昇率を（0.43%×2 カ年＝0.86%）加え算出します。それ以降（平成 28 年度～平

成 31 年度）の要保育率については、前年度の要保育率をベース値とし、就業率上昇

率 0.43%を上乗せして算出します。

【計画期間中における年度ごとの要保育率】

（６）計画期間における要保育児童数（量の見込み）の推計

年 度 ベース値

（ａ）

就業率上昇率

（ｂ）

要保育率

（ｃ）=（ａ）+（ｂ）

平成 27 年度 50.30%（H25 要保育率） 0.86%(2 カ年分) 51.16%
平成 28 年度 51.16%（H27 要保育率） 0.43% 51.59%
平成 29 年度 51.59%（H28 要保育率） 0.43% 52.02%
平成 30 年度 52.02%（H29 要保育率） 0.43% 52.45%
平成 31 年度 52.45%（H30 要保育率） 0.43% 52.88%
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就学前児童
a（人）

平成25年度時点の
要保育率

b

女性の就業率上昇
による補正分

c

各年度時点の
要保育率

d=b+c

要保育児童数
（２・３号）

e=a×d（人）

教育のみ児童数
（１号）

f=a-e(人)

０歳児 2,019 30.5% 0.86% 31.36% 633 －

１歳児 2,014 50.8% 0.86% 51.66% 1,040 －

２歳児 2,019 51.5% 0.86% 52.36% 1,057 －

０～２歳児小計 6,052 44.4% 0.86% 45.26% 2,730 －

３歳児 2,024 58.1% 0.86% 58.96% 1,193 831
４歳児 2,029 55.7% 0.86% 56.56% 1,147 882
５歳児 1,959 54.1% 0.86% 54.96% 1,077 882
３～５歳児小計 6,012 56.0% 0.86% 56.86% 3,417 2,595
合計 12,064 50.3% 0.86% 51.16% 6,147 －

平成27年度

各年度にける就学前児童数（人口推計）に、上記（５）で算定した要保育率を乗じて

２号認定及び３号認定の量の見込みを推計します。

なお、１号認定の量の見込みは就学前児童数から２号認定及び３号認定の量の見込み

を差し引いた数値とします。

【２号認定・３号認定の量の見込み】

【１号認定の量の見込み】

≪例）平成２７年度の量の見込み≫

・量の見込み ＝ 就学前児童数 × 要保育率

・量の見込み ＝ 就学前児童数 － ２号認定・３号認定の量の見込み
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【参考資料４】 本事業計画で使用する用語の定義

本事業計画で使用する用語の定義

用語 定義

1 子ども・子育て支援新制度

平成２４年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」も基
づき、①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供②
保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善③地域の子ど
も・子育て支援の充実を目標とし、平成２７年４月から開始
される制度。

2 子ども・子育て支援法

平成２４年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」の一
つ。その内容において、すべての子どもに良質な成育環境を
保障する等のため、子ども及び子育ての支援のための給付の
創設並びにこれに必要な財源に関する包括的かつ一元的な
制度の構築等の所要の措置を定める。

3 次世代育成支援地域行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づき、市町村、都道府県及び
事業主が策定することを義務づけされた計画。急速な少子化
の進行等を踏まえ、子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備
を図るため、子育て環境の整備や、仕事と子育ての両立のた
めの取組について策定する行動計画。５年を１期として、平
成１７年度から２１年度までを前期計画、２２年度から２６
年度までを後期計画とする。

（次世代育成支援対策推進法第８条、第９条、第１２条、第１９条）

4 保育計画

児童福祉法に基づき、保育の需要が増大している市町村（４
月１日現在の待機児童数が５０人以上）において、保育の実
施事業や子育て支援事業などにおける供給体制の確保を定
めること義務づけられた計画

（児童福祉法第５６条の８）

5 教育

学校教育法に基づく幼稚園及び認定こども園法に基づく認
定こども園において、満３歳以上の小学校就学前子どもに対
し、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼
児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与え
て、その心身の発達を助長すること。

（学校教育法第２２条）
（子ども・子育て支援法第７条第２項）

6 保育

子どもの現在のありのままを受け止め、その心の安定を図り
ながらきめ細かく対応していく養護的側面と、子どもの成
長・発達を促し、導いていく教育的側面とがあり、この両義
性を一体的に展開しながら子どもと共にいきること。

（保育指針）
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用語 定義

7 安心こども基金

国の「新待機児童ゼロ作戦」に基づき、保育所の整備、認定
こども園等の新たな保育需要への対応及び保育の質の向上
のための研修などを実施し、安心して子どもを育てることが
できるような体制整備を行うため、国からの交付金を財源
に、各都道府県において造成された基金。

8 教育・保育施設

認定こども園、幼稚園、保育所

（子ども・子育て支援法第７条）

9 施設型給付

市町村が給付の対象として確認した教育・保育施設（認定こ
ども園、幼稚園、保育園）において教育又は保育を受けた場
合に、保護者に支給される給付。
支給にあたっては、保護者を介さずに、市町村から直接施設
へ支払できることとされている（法定代理受領）

（子ども・子育て支援法第１１条）

10 特定教育・保育施設

市町村が施設型給付費の支給に係る施設として確認した教
育・保育施設。

（子ども・子育て支援法第２７条）

11 地域型保育事業

小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び
事業所内保育事業

（子ども・子育て支援法第７条）

12 地域型保育給付

市町村が給付の対象として確認した地域型保育事業（家庭的
保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）により
保育を受けた場合に、保護者に支給される給付。支給にあた
っては、保護者を介さずに市町村から事業者へ直接支払でき
ることとされている（法定代理受領）

（子ども・子育て支援法第１１条）

13 特定地域型保育

市町村が地域型保育給付費の支給に係る事業を行うものと
して確認する地域型保育を行う事業者。

（子ども・子育て支援法第２９条、第４３条）

14 小規模保育

おもに満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人
以上１９人以下で保育を行う事業。

（子ども・子育て支援法第７条、児童福祉法第６条の３）

15 家庭的保育（保育ママ）

おもに満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が５人
以下で、家庭的保育者の居宅、またはその他の場所で、家庭
的保育者による保育を行う事業。

（子ども・子育て支援法第７条、児童福祉法第６条の３）
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16 事業所内保育

おもに満３歳未満児の乳児・幼児を対象とし、事業所内にお
いて、当該事業所の従業員の子どものほか、地域の保育を必
要とする子どもの保育を行う事業。

（子ども・子育て支援法第７条、児童福祉法第６条の３）

17 居宅訪問型保育

おもに、満３歳未満児の乳児・幼児を対象とし、当該保育を
必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保
育を行う事業。

（子ども・子育て支援法第７条、児童福祉法第６条の３）

18 「確認」制度

給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施
設及び地域型保育事業に対して、その申請に基づき、各施設
及び事業の類型に従い、市町村事業計画に照らし、子どもの
各認定区分ごとの利用定員を定めたうえで、給付の対象とな
ることを「確認」する制度。

（子ども・子育て支援法第３１条）

19 支給認定

保護者からの申請を受けた市町村が、客観的基準に基づき、
保育の必要性を認定する仕組み。
【認定区分】
○１号認定：満３歳以上の学校教育のみの就学前子ども（保
育の必要性なし）
○２号認定：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学
前子ども（保育の必要性あり）
○３号認定：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学
前子ども（保育の必要性あり）

（子ども・子育て支援法第１９条）

20 保育の必要量

保護者の就労状況等に応じて、施設型給付費、地域型保育給
付費等を支給する保育の量を「保育標準時間」「保育短時間」
の２区分に認定するもの。

（子ども・子育て支援法第１９条）

21 教育・保育提供区域

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保
育を提供するための施設の整備状況、その他の条件を総合的
に勘案して定める区域。

（子ども・子育て支援法第６１条）

22 幼保連携型認定こども園

学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供す
る施設とし、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを
持つ単一の施設であり、内閣府が所管する。設置主体は、国、
自治体、学校法人、社会福祉法人に限られる。

（認定こども園法第２号）

23 幼稚園保育事業
幼稚園が通常預かりとともに、保育に欠ける０～２歳児（ま
たは３以上歳児）の長時間保育を行う事業。

※山形市独自事業
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用語 定義

24 放課後児童クラブ

就労や病気などの理由により、日中に保護者がおらず、放課
後や夏休みなどの長期休業中に保育を必要とする小学１～
３年生の児童が、心身ともに健やかに成長するために、遊び
や生活指導を行う施設。

（子ども・子育て支援法第５９条、児童福祉法第６条の３）

25 放課後子供教室

主に放課後の教室を利用し、すべての子どもを対象として、
安全・安心な子どもの居場所を設け、地域の方々の参画を得
て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の
取組を推進する事業。

26 子育て支援センター

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て
家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、
子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育
てサークル等への支援等、地域の子育て家庭に対する育児支
援を行うことを目的とした施設。

（子ども・子育て支援法第５９条、児童福祉法第６条の３）



98


