
たな卸しシート
平成22年(2010年) 10月3

施策名:乳幼児保育

担当課(塞) :幼児教育課

d日(土) 18:10-19:30

1.施策の展開に向けた戦略 ニついて

(1)施策の使命

幼稚園では､幼児期か

よう発達段階に応じた封

図る｡

第1会場

‥幼稚園事業の今後のあり方

担当者:石井

心と体が育まれ､心身の調和がとれた成長を促すことができる
･奄宴する∩小学校との連携を深め小学校生活-の円滑な移行を

窓芸oBfnT;:BhLA;芸謡な生活態度の基礎を培う幼稚園教育を

;/這姦遠国児保護者(平成2纏(2010年) 5月1日現在､幼児数5,872人)に対し､保育料

(2)施策の使命を達成するため

公私立幼稚園が､連携して幼

実践する｡

補助金を支出し､就園を奨励す

(3)テーマと施策との関係

幼稚園･保育所の教職員及て

育課程や指導方法の工夫など､

互いの教育･保育内容の理解を深め､就学移行期の教

交流を進めていくことにより､

2.テーマについての現状

保育･教育の充実を図る｡

(1)現状(取組内容)

｢幼保一体化-向けての展開

ともに国の動きに注視してい る圭

≡

については､こども未来部と教育委員会の連携を一層進めると

こ況である.

【平成22年5月1日現在の舜学前施設の状況】

人　　　公立保育所19か所　2,216人

蒜蒜表　3主蒜　5,8i2人　　民間保育所30か所2,395人

公立幼稚園　　了か所

幼稚園　計40か所　　6, 人　　-.孝庭保育所11か所　1牡△

保育所　計　60か所　4,726人

(2)問題点･課題

国は､平成23年に｢子ども

ケジュールを示しており､

子育て新システム｣の法案を成立させ､平成25年4月施行のス

監護等の話細な内容が示されるのは､法案成立後のことである｡

他セクターの類似事業

(4)他自治体での取組状況

交野市では､昭和47年から､

して運営を行っている｡

幼稚園と保育所を隣り合わせ(同敷地)に設立し､ ｢幼児園｣と
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′ヽ■｣ 剋ю｡幼稚園 僖i.�+�,x.������ｧy��,ﾈ��,x.�,亊h+x.仆2�斯I]ｸ孜9�,ﾉ�ﾘﾘy4�,�/�ｹ�,ﾂ��I��,亊h+x.囘�zR�公立保育所 冕�I]ｸ支�ｽY.ｹ]ｸ支��ム止幼稚園止 劔児童福祉法 剿L中市家庭保育所制度要綱 也 

根拠法 刳w校教育法 

設置認可(窓口) 設置基準 カ所数 僮5,血 剳{民文化部私出大曲章 ��ｸ�ﾈ�ﾇ鈬��大阪府福祉部子とも室子育て支援課 剿ﾐ中市保育課 大阪府教育委員芯医阪即日苧苧 幼稚園設置基準 劔�Xﾞ9WｹDi.�+�,x.���,ﾉDi.�,ﾂ�ｮ顏�,亊h+x.���~��児童福祉最低基準 剩F可外保育施設指導監督基 準 

7 �34(内1は休園中､認定こども 園3を含む) 况9]ｹ��ﾆxﾅ�*ﾓ8�"�19 �3�*ﾙDi.�+�,x.���8/�ｭﾈ-竰�ll 

保育に欠ける 生後2ケ月～1歳児クラス 

一､ ����ｸ髯;b�滴ﾜ粤Xﾜ��満3歳～5歳 况9'H股ｹ]ｸ支��保育に欠ける生後2ケ月 -小学校就学前*ただし､施 設により対象年齢の制限あり 兢ｸ支,佇x*�.���hﾎ3(5�ﾈ���抦ｧxﾕｨ��ｧy���+ﾘ+�+ZH郢�ﾘ,�.h.����ｹD驃��,ﾉ�xﾌ�*�.��

保育時間 刳軏{4時閏 月火木金-8:30-14:00 水=8:30-ll:30 舒馮ｳH鳧ｭB�ﾈ���ｾ��ﾓΕ3�ン｣��蔦�C｣���hJ/- 舒馮ｳ磯阨ｲ�ﾈ���7蔦s｣��ﾓ�謄���基本8時閏 月～土 =7:00-19:00(20:00) 佇���7蔦s｣��ﾓ�謄���

∫ i / 劔� �� 

預かり保育 剏ﾟ後5時まで(水.土.日曜日除 ����c｣3�ｦﾈ4ｨ�B�ﾓ�s｣��ﾓ�4ｨ�����s｣3�ﾓ(4ｨ�����Ε��ﾓ�84ｨ�����Ε3�ﾓH4ｨ������6｣��ﾓX4ｨ�����7况ｩ?｢������｣#�ﾓ�4ｨ�����S｣��ﾓ(4ｨ�����Ε��ﾓ�4ｨ��ﾓ�Ε3�ﾓ(4ｨ�����謄��ﾓ(4ｨ��



市内　幼稚園の定員等

認可定員 

年度 兌ﾙ�ﾃ�吋�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成21年度 1,470 兌ﾙ�ﾃ#)D�7���ﾃCs��

公立幼稚園 私立幼稚園(休園中の園を除く) 計 ��ﾃCs��1,470 ��ﾃCs��

8,900 唐ﾃ��R�8,815 唐ﾃcSR�8,655 

10,370 ヽ ���ﾃ#コ�10,285 ���ﾃ�#R�10,125 

在籍児童数(各年度5月1日) 

年度 兌ﾙ�ﾃ�吋�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成21年度 895 兌ﾙ�ﾃ#)D�7������

公立幼稚園 私立幼稚園(市外からの入園児を含む) 計 ��ﾃ��2�905 涛�r�

6,563 澱ﾃS���6,506 澱ﾃS3B�6.397 

7,576 途ﾃC#2�7,423 途ﾃC#��7,298 
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保育所の定員等

定員 

毎度 買���H19 買#��H21 買#"�

公立保育所 �#SC��2,245 �"ﾃ#CR�2,245 �"ﾃ#CR�

民間保育所 白��ﾃsS��2,045 �"ﾃ�cR�2,145 �"ﾃ#���

家庭保育所 ��3B�116 ���b�116 ���b�

簡易保育所 鼎b�46 鼎b� ��

合計 釘ﾃCs��4,452 釘ﾃCs"�4,506 釘ﾃSc��

入所状況(年間平均) 

年度 買���H19 買#��H21 買#"�
爪立F! �#C���2,186 �"ﾃ�コ�2,204 �"ﾃ�s2�
:ム; 民間保育所 白���3R�2,263 �"ﾃ3#2�2,390 �"ﾃ3c"�

Fl 家庭保育所 白��3"�114 ���2�114 ���R�

簡易保育所 鼎b�45 鼎b� ��

合計 釘ﾃX�ｳ2�4,608 釘ﾃccr�4,708 釘ﾃcS��
･'..H22 劔咾C�?ｨ唔7��

待機児 
H18 買���H20 買#��H22 ■ 年度当初 ��r�12 湯�10 唐�

年度末 �3#��304 �3���207 ��

(:i-i



年度別就学前 __言∵ 劔児童数等の推移 平成18 剳ｽ成19 剪姶YD�7コ�[ﾙ�ﾃ#��剏�1日現在) 平成21 剳ｽ成22 �(22-21) 

偶FIX竿 (人):(%) �(人) 兔if)�2�３��忠�ﾂ��偶fZX学 (%) �(人) 兔fﾃuる���３��(人 �>�ﾜDh�8ｼ��３��,苅■百汀牛皮 (人)r比(%) 

0 読 児 �8�B�ﾇﾈ耳ﾅ(�2��0 僮 ���� �0 白���0 ��i ��
､0-I 0.0 � 偃r� �� ��-コ一7■= �����__1/. ��ッ����･二一__0 鐙�������

0 ������.0 �0 偵��0 冩毒0.00 

堅.一一 fTn妄; 兩.iJ, 謄ﾘ甁ﾂΔﾂ�'"�ﾒ津ﾃ2���諺,無線も一宮{'rp 萄�8-ﾆ辻�4�9D�ﾒ�~■.蔓二一で-:jipf ��二義転換三326 �+��ﾃrﾒ�?��7I�ﾘ�9yY�cｪHｧ����B�?���駢ｸ勇Xｷﾕ､迭�=L;i:1,拷,11■1泊.:8 囘つ蹠｣s､97ｲﾓ3R�i憲子iT/a/o �7�6ｦiDhﾏc｣"ﾓBﾔ停�I/I,, ��羇�

.;ラtF3.-:ン所ノ,C 剴3��+_一一.二･二二二｣⊥ 909 �3�sr�895 �3085 幡��2���B��3�Cr�89.4 �2ﾆﾃc"�90.0 姪R�0.60 

敬 剴3C��1000 �3C3r�1000 �3411 免�����3S#"�100.0 �2經�2�100_0 ��#犯���

1 歳 児 丶r�?�ﾇﾉyY9b���霽b�� 偵�� 宝����.0 � 偵�� ��ｳ��0 ������; � �� ��-=-(.=. �� ��ッ� ����'=~_O 踏�｣｣�｣���

0㌧.0 冩i �� ���･tO �0 啅���0 偵��0 ��褪����H�ﾊBﾄｧ"茲､｢�

_-=三一まき■ � 透�H畔vﾈ耳耳爾篦ﾓﾗ�cΕｲ�二駕:ぬ=:L9..8 梯��ss�7��短蕊㌻土産, ��遍意義d 唳?�蓼ｫIox+�ｦﾆﾆ､｢ﾅ�B�亳8･ｨ/�ﾛb�･iL-ift-=Ti,葱加二'9. 剃逃定ﾈｷ#ｨ蔘ｳx��W縒�-;ラ,:rr:..:十2iJ:;3 板褫�Bﾒ�zc�ﾙN�:H盾�-:1ニ^'. 脇 柳ﾅ討�,B�
､ノ.a.-.所1.:. 他 剴#r�802 �#�#��800 �2714 都ゅb��"ﾃs32�79_1 �"ﾃs当都ゅr�田c��-0.40 

その 勿ゝ数 剴3C3r�1000 白�3S#B�1000 �3454 ��������3CSr�100.0 �2ﾃSSb�100.0 涛��0.00 

2 歳 児 ����� 偵�� 偵����.0 � 偵�� �����9毒0.00 

_.一之L/1 2毒.1 � �� �� �� �� 唸隧?�璽��室三一,.豆 謄｣ｩ?�鈬��$��･稚私__ 園i � 剴"� ��1 偵��白�.0 �2�i_1 �&��0.10 

彪-蛋 ▲-メタL � 俣｢闍ﾅH�Ε�#r�:r>r 盲遠過 鍛�霊--.良;ー2 ��閣…,一 �� ��⑦rﾘ��-鐙.cンR�寝癖1-だ㌻誉5ここ8 帝��ｸ����ﾖﾂ�1,,1,;貨藍:26:..≡.1 白篷�8ﾖtﾆ坪ｮﾉ:�ﾄ｣b�丁鼠0.i30~: 三堕臼』員r 剴#r�765 �#SS��748 �2677壬75.6 剴"ﾃSr�74.2 �"ﾃSS2�73. 祷�##f��-0.30 

+くヽ十 剴3S32�1000 白�3C���1000 �3542 �������2紊r�100.0 �2紊Sr�loo.0 ��&ﾅ2��0.00 

3 歳 児 亦篦��� ��i i ���� � �� ��i 

71汗㍉.484 刪鼈靡7純 �6x��?�璽S��L:二一色. 倅�､奉ﾒ縒紊B� �� 剋O~-去1-.i絡i 冰���ﾓｳ｢鉅�Υ簽S��ｲ�2■.一三■=:..r△~:97 �ﾈ9�uB緜���稚 園 偬ﾘ自?��ｸ��ﾇb��2ﾆﾂ�椎���捧�cB���ﾈｿ8��ｷﾂ�t 50..2 剏¥,744 'L"■lr 畔ｹ�s��.6 佛ﾈﾙ�ﾈ耳ｮ餠ｲ���ﾃsVﾂ�50. �$�砺綴偵c��

Jpj- 2亮譲iよきTti.66, 俘ｶｧ��66.;: 

廃 ��読:-;-- ��､ﾖyu"�′義蔽え毎;/6: 訂?�?�"ﾒﾔ坪�rﾓ��ラ�s"ﾒ�-1感も.て25 白窈�7���ｲ�､黙;朗.i. �8 俛⑦都モ�2_感7-.i_:24.:7 �� I_-▲ー劫 他 剴��270 塔c��247 �815 �#2綯�塔B�023.5 都�2�22. 塗�#S"�-0.90 

その 剴3S3C������3S�B�1000 �3450 糞���繧��2ﾃSs�Fﾄ�����2ﾃCピ���������#�2�0.00 

4 歳 児 丶xｻ2����4 ��#��415 ���b�鼎���118 �4l 涛�"��242 鼎����95 蔦��3��

2--237-608 價一二一L2Jl-55 ��闔ｨ自u"�濾 ��ゅ"貪C2� 坪���ﾒ�一言,_r≡一息≠;00 澱ﾗ#ﾓﾒﾓﾘｶs��Vrﾖ��汁.-予2.;-lO 乂ゅｩ�鉄辻簫�汁.1十;_-さ=∴97. ��0~0 

園.計 剴"ﾃb�72.a �"ﾃSs��71 呈��2,562 都�纈��"ﾃC"�570. 鼎"ﾃS#r�71. 姪��&��都��FI 豪遠さ鎧.-､ 劔滋i■-L,,-.23-食 壷��Y4X�"�i.;il_:-表毎去 ����ｲ�基轟姦~名96 沌��848�ｸ7罐"ﾃR���唸ｵ�?�モ�a-避読..X 都ﾓ｣ｩ'ｩ�)-��jミi一さ a藩歳三絡こ ��IM(ｸ騙�9���堵�bﾔ萄v��

･517,.ぎ塩2..壬:86 i ��ﾂ��ﾂﾂ�3��149 鼎�����b�30 �13 纏Fﾂx�｣2��91 �2��7△2 蔦��#��

ての他 剴3b�1000 �3S�"�1000 �356411000 剴3CB�51100. ��2ﾃSR�100. ������0_00 

5 歳 児 ��ﾙ�B��5 ��C��490 ��3B�鼎唐�138 �47 田��5��l 247引13. �71 ��經��

4. � 透��ﾒ"ﾘ自?����� ��∴滋苦-.lJ4 ��岳∴~塞oi 傲r�?�璽ｦh��ﾓVu�� 

.稚 ��"�辻� �� �2657 都3r�潰&末辻ﾂ�#c��72. 塔"ﾃC��71. 度�#�#r�-1.10 

女.{ � 討ﾈ*ﾒx6ﾘﾔΥﾗ鈬#)?�ｨ��,B�:､.-遥'∴;I.-1873 亦闍ﾂ�+�:H�����奉rﾓ耡簫�｣｣ｳｩ?�ｶ�ｪﾘ�2�s��=■施与′2: 儘i?�隗��:::.=--:-最前 ��0._地産.'-..87 塗+�,Cｨ�9vﾖ亦sｳ｣s#R��㌔.∴ _2.;<&Bi.h△..:25 藍98�ｲﾅ��褸ﾖ��
保二,.7 剪ﾗ&停�6｢ｦ末嚢,塔sE���+�+��田｣#R�都��20 决E-.-, 77 亦�ﾃ"苒�途�7!2. 末ﾆ��63. ��#��1.00 

その他 総数 剴8��������3cS"�1000 �3604 免��ｲ��3S��loo. ��2ﾃCr�41100. ���#�#2�0.00 

A ーコ 計 劔3, I, 鼎r�905 鼎2�涛�r�44 �89 �6ﾃE��2901!4. �3 ������
l.⊥こ 剪�L:6l.39 ��I ���+��?�璽b鈕�Cr�A-:=.28.p8 凵｡.≡-i.■15.;99 嶋ｹ�ﾙ?�W"�5__∴+:5-,_87 �'簫簫耿幡ﾂ罐ｨﾖ3sﾒ耡�9∴;_~~■△~-pl~_26.jL=: �0.1 

一種 �<R� �#s#�33��都�CB� 釘�6964 ��1 田ヲ�3132. 都bﾃsr�3132. �(�#�#��ﾒ�鉄��

園 �� ����rﾆ陶��粐ﾒﾒ� 冏�ﾈﾋ�韃偵CSB�･よし義;_ ��-∴議㌢4{:587 �ｨ爾�(��*ｸ4"謦�∴8 ����ﾘ�3簫�郵ｺﾘ-ﾃs"�i髄露呈~表三 辻�r��ﾂ�｣Ry~ﾈ冑ﾟ噂��選出虹 

J汝-.Fg_i:一所;.i 剪篳98��?�Bﾂ紊3)?�.(蒔B�塔#謄CSb�涛S2�･三_lJZt- 452 �9474 鼎R苒�湯ﾃR�45. ��津SB�45. �33��0.20 

その他 組数 剴&ﾂﾂ�100.0 �#�ﾃ�"�loo.0 �2l,025 ��������#����loo. ��#�ﾃ�B�100_ 白���##h������

※私立幼稚園児数は､市内
在住で市内市外私立幼稚園
在国者数(5月1日現在)

(参考)平成22年5別田現在　市内私立幼稚園在国者数(人)　　　　　　　　　　6･397

[霊宝≡≡芸芸芸芸冨≡冨芸芸:;',  ;;三〕差引b三a25
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市立幼稚園　入園金.保育料収納状況

TY-叩

H17 買���H19 買#��H21 

現年度 �+).逢｢�118,776,000 ���づcS"ﾃ����105,657,500 ���bﾃ3sづS���105,109,500 収入済額 ���づS�rﾃ����118,632,000 ���RﾃS3rﾃS���106,258,500 ���Rﾃ�c"ﾃS���

徴収率 涛偵３�99.9% 涛津坦�99.9% 涛偵坦�

過年度 �+).逢｢�0 �#�津����213,000 �332ﾃ����353,000 収入済親 ���80,000 ���100,000 �32ﾃ����

徴収率 ��R�36.5% ��R�30.0% 湯�2R�

合計 �+).逢｢�118,776,000 ���づピ�ﾃ����105,870,500 ���bﾃs��ﾃS���105,462,500 収入済額 ���づS�rﾃ����118,712,000 ���RﾃS3rﾃS���106,358,500 ���Rﾃ�迭ﾃS���

徴収率 涛偵３�99.9% 涛津rR�99.7% 涛偵rR�



保育料の収納状況

丁く-¶

JJ■/ 

現年 �+).逢｢�1,024,189,550 ��ﾃ�s"ﾃ##2�50 ��ﾃ�C2ﾃS#2ﾃゴ��1,183.979,050 1,147,365,450 ��ﾃ�sbﾃ�SBﾃツ���ﾃ�32ﾃ3�"ﾃ田��澱紕R��S2ﾃSCrﾃSC���BﾃcSrﾈ示��偵RR��ﾃ3#津s�"ﾃC������Crﾃ田�ﾃ����モ�2R�収入済棟 涛�"ﾃ�crﾃ鉄��1,043,232,000 �1,110,325,750 

徴収率 涛ゅ坦�97.3% �97.1% 涛ゅ坦�
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r子ども.子育て新システム検討会議｣について

平成22年1月　29日

少子化社会対策会議決定

1　趣旨

｢明日の安心と成長のための緊急経済対策｣ (平成21年12月8日閣議決定)

に基づき､幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括酢い一元的な

システムの構築について検討を行うため､｢子ども子育て新システム検討会議1-

(以下､ ｢会議｣というo)を開催する0

2　構成員

会議の構成員は､以下のとおりとする｡ただし･議長は､必要があると認め

るときは､構成員を追加し､又は関係者に出席を束めることができるo

く共同議長)内閣府特命担当大臣(行政刷新) ･国家戦略担当大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策)

(構成員)　総務大臣

財務大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

その他､必要に応じて議長が指名する者

3　作業グループ

会議の下(.ニr作業グループ｣を設置する｡作業グループの構成員は､会議
の構成員たる府省の副大臣又は政務官及び必要に応じて議長が指名する者と

する｡

4　スケジュール

平成22年6月を目途に基本的な方向を固め､少子化社会対策会議､行政刷

新会議及び成長戦略策定会議に報告する｡

5　庶務

会議の庶務は､厚生労働省ー文部科学省その他の関係行政機関の協力を得
て､内閣府において処理する｡
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子どもヰ育て新システム.今後のスケジュール



平成2　2年6月　2　5　日

子ども･子育て新システム検討会議

子ども･子育て新システムの基本制度案要綱

匡=重囲l

【目的】
子ども･子育て新システムでは､以下のような社会を実現

◆すべての子どもへの良質な成育環境を保障し､子どもを大切にする社会

◆出産･子育て･就労の希望がかなう社会

◆仕事と家庭の両立支援で､充実した生活ができる社会

◆新しい雇用の創出と､女性の就業促進で活力ある社会

【方針】

以下の方針のもとに､制度を構築

◆子ども･子育てを社会全体で支援

◆利用者(子どもと子育て家庭)本位を基本とし､すべての子どもヰ育て家

庭に必要な良質のサービスを提供

◆地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現

◆政府の推進体制の一元化

【新システムとは】

以下のような新システムを実現

◆政府の推進体制･財源の一元化

◆社会全体(国･地方ヰ業主･個人)による費用負担

◆基礎自治体(市町村)の重視

◆幼稚園･保育所の一体化

◆　多様な保育サービスの提供

◆　ワークうイフ･バランスの実現
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o　子どもの育ち∴子育て家庭を社会全体で支えるため､市町村(基礎自治体)が制度

を実施し､国･都道府県等が制度の実施を重層的に支える仕組みを構築する｡

○　事業ごとに所管や制度､財源が様々に分かれている現在の子ども･子育て支援対

策を再編成し､幼保一体化を含め､制度･財源･給付について･包括的･一元的な

制度を構築する｡

○　実施主体は市町村(基礎自治体)とし､新システムに関するすべての子ども･子

育て関連の国庫補助負担金､労使拠出等からなる財源を一本化し･市町村に対して

包括的に交付される仕組み仔ども･子育て包括交付金(仮称))を導入する｡

○　給付の内容は､以下の2種類とし､すべての子どもと子育て家庭のニーズに応じ

て必要な給付を保障する｡

(1)すべての子ども･子育て家庭を対象とした基礎的な給付

(2)両立支援･保育･幼児教育のための給付

上_国･都道府県重畳劃

○　国は､新システムの制度設計を担うとともに､市町村-の子ども･子育て包括

交付金(仮称)の交付等､制度の円滑な運営のための必要な支援を行うo

o　都道府県は､広域自治体として､市町村の業務に関する広域調整や市町村に対

する情報提供など､市町村における制度の円滑な運営のための必要な支援を行う

とともに､子ども･子育て支援施策のうち､都道府県が主体となって行う事業を

行う｡

L市町村の権限と量塞

o　市町村は､国･都道府県等と連携し､新システムの下で･現金給付と現物給付

の組合せ(配分)や給付メニューの設定(選択)など､自由度を持って地域の実

情に応じた給付を設計し､以下の責務の下で､当該市町村の住民に新システムの

サービス･給付を提供･確保する｡

必要な子どもにサービス･給付を保障する責務

質の確保されたサービスの提供責務

適切なサービスの確実な利用を支援する責務

サービスの費用･給付の支払い責務

計画的なサービス提供体制の確保､基盤の整備責務
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Ⅱ　裏面垂司

⊥_旦幽艶一
〇すべての子ども･子育て家庭を対象にした基礎的な給付として･子ども手当や

一時預かり､地域子育て支援等のための給付を行うo

(個人給付)

(1 )子ども手当(個人への現金給付)

o　中学生以下の子どもを対象に･子ども手当の給付を行う｡

(2)子育て支援サービス(個人への現物給付)

○乳幼児の良質な成育環境の確保と保護者の負担軽減の観点から･すべての乳

幼児と保護者を対象とした個人への現物給付(一時預かり等)を行う｡

(3)現金給付･現物給付の一体的な提供

o市町村の決定する枠組みの下･個人の選択に基づき･子ども手当と個人への

現物給付を組み合わせることを可能とする仕組みを検討する｡

○個人給付05-矧こついては､市町村の選択により･以下のような仕組みで給

付を行う方法を検討する｡

①個人給付の一部を･就学後の学校給食費等として学校に支払うことを可能

とする仕組み

②給付の趣旨が活かされた利用を促すため･個人給付の一部を･子育てサー

ビス､教育サ-ビス等に利用可能な利用券等の方式により給付を行うことを

可能とする仕組み

(4)妊婦健診

○妊婦健診について､基礎給付として新システムから給付することを検討する｡
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ほの他の子育て支援事業)

( 5)その他の地域の子育て支援事業

o乳児家庭全戸訪問事業､養育支援訪問事業､地域子育て支援拠点事業･児童

館など､地域の子育て支援のための事業を給付するo

(6)市町村独自の給付

○市町村の裁量により､基礎給付の上乗せや､上記の基礎給付以外の子育て支

援サービスを新システムの事業として独自に給付することができる仕組みとす

る｡

星__旦ども幽適立重量
｣嵐藍組遡児象圭鎧盤｣塵取L

o幼保一体給付(仮称)や育児休業給付等､幼保一体化を含め･仕事と子育ての

両立支援と､保育サービス､幼児教育を保障するために･妊娠から出産･育児休業､

保育サービスの利用､放課後対策まで･切れ目のないサービスを提供する｡

日)産前･産後･育児休業給付(仮称)

○　産前･産後･育児期における就業中断中においても安心して子どもを生み育

てることができるよう､妊娠から保育サービスまで切れ目なく給付が受けられ

る仕組みとして､産前膚後･育児休業中の現金給付の一体化を･実施方法と

あわせて検討するB

(2)幼保一体給付く仮称)

○　幼保一体給付(仮称)は､こども園(仮称)への給付を始め･小規模保育サ
ービス､短時間利用者向け保育サービス､早春卜夜間･休日保育サービス､事

業所内保育サービス等の多様なサービスに対する給付とするo

o　これらのサービスに対する給付については･価格制度を一本化するo
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①　こども圃(仮称)

○　幼稚園･保育所･認定こども園の垣根を取り払い(保育に欠ける要件の

撤廃等)､新たな指針に基づき･幼児教育と保育をともに提供するこども

園(仮称)に一体化し､新システムに位置づける｡

○　こども固く仮称)については､ ｢幼保一体給付(仮称)｣の対象とする｡

②　小規模保育サービス

o　主に3歳未満児に重点化した需要や､ -き地などの人口減少地域などに

対応するため､家庭的保育サービス､複数の家庭的保育者によるサービス･

訪問型サービス､保育所等と連携した形態による小規模サービス等につい

て､小規模保育サービスとして新システムに位置づけるo

③　短時間利用者向け保育サービス

○　主に3歳未満児を対象として日数や時間の短い需要に対応し･短時間労

働者等が定期的に利用する形態のサービスとして､短時間利用者向け保育

サービスを新システムに位置づける｡

④　早朝･夜間･休日保育サービス

o　早臥夜間､休日の保育ニーズに対応した保育サービスとして･早朝･

夜間-休日保育サービスを新システムに位置づけるD

⑤　事業所内保育サービス

○　事業所内保育サービスを､新システムに位置づけるo

⑥　広域保育サービス

o複数の市町村が連携して設置する保育施設､複数の事業者が共同で設置

する保育施設等について､広域保育サービスとして･新システムに位置づけ

るo

上中IL,



⑦　病児･病後児保育サービス

o体調不良鳩気などの場合において必要な保育サービスを提供するものと

して､病児･病後児保育サービスを新システムに位置づけるo

⑧　その他サービス

K O～@f=ついT.夢脚メー=ユーの4メージ働

(給付の仕組み)

○非正規労働者､自営業者､求聴者も含め､親の様々な就労状況にも応じるこ

とができる公的保育サービスを確実に保障するため､客観的な基準に基づく保

育の必要性を認定し､それに基づきサービスを利用する地位を保障する｡

o利用者がサービスを選択可能な仕組みとするため･市町村の関与の下･利用

者と事業者の間の公的保育契約制度を導入するo

o必要な給付の保障義務や利用者の支援など･市町村の責務の明確化を図るo

o利用者に対し､利用心たサービえの費用を確実に保障する仕組み(利用者補

助方式)とし､一定の制用者負担の下にサービスが利用できるよう､公定価格

を基本としつつ､現物締付する｡その際､サービスの多掛ヒの観点等を踏まえ､

柔軟な制度を検討するとともに､提供される多様なサービスの特性に配慮する｡

(多様な事業者の参入による基盤整備)

o幼保一体給付(仮称)の各サービス類型ごとに･事業者を指定し･指定され

た事業者がサービスを提供する仕組みを導入- (指定制の導入)する｡

○子ども･子育てビジョンの目標達成に向け･幼保一体給付(仮称)の各サー

ビスについて､集中的に整備する○矧二･地域におけるN PO等による家庭的

保育サービス､小規療保育サービス等の取組支援の拡充を図る｡

oィコ-ルフッティングによる株式会社･ N PO等の多様な主体の参入促進の

ため､
･サ-ビスの質を担保する客観的な基準による指定制を導入する〇

･施設整備費の在り方を見直す｡

･運営費の使途範囲は事業者の自由度を持たせ･一定の経済的基礎の確保等
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を条件に､他事業等-の活用を可能とする｡

会計基準は､法人類型ごとの会計ルールに従うことを基本とするo

(サービスの安定と質の確保･向上)

o撤退規制､情報開示等のルール化を行うことにより･サービスの安定と質の

確保を図る｡

o　サービスの質の向上を検討するo

(3)切れ目のないサービスの保障

○育児休業の給付と保育サービスを一元的な制度により保障することにより･

育児休業から保育サービス-の円滑な利用を保障する仕組みとする｡

市町村の認定による保育サービスを受ける権利の付与

①と連動した市町村によるサービス提供体制確保

短時間労働者向けサービスなどのサービスメニューの多樹ヒ

育児休業中の給付あるいは保育サービスのいずれかが保障される仕組み

(4)放課後児童給付(仮称)

○放課後児童給付(仮称)については･ ｢小一の壁｣に対応し･保育サービス利

用者が就学後の放課後対策に円滑な移行を可能とするという視点に基づき･放

課後の遊びの場と生活の場を提供するサービスとして･個人に対する利用保障

を強化する｡

o指定事業者ごとに利用登録する仕組みを導入し･登録児童数に応じて当該指

定事業者に費用保障する仕組みを検討する8

0小4以降も放課後児童給付(仮称)が必要な子どもにサービス提供を行う｡

(5)市町村独自の給付

o市町村の裁量で､両立支援･保育欄児教育給付(仮称)の上乗せ給付が可

能となる仕組みを検討する｡
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o　社会全体で子ども･子育て支援を支えるという観点から･社会全体(匡い地方.

事業主･個人)により､必要な費用を負担するo

o　両立支援･保育･幼児教育給付(仮称)に､事業主･個人が拠出することを検

討する｡

o　国及び地方の恒久財源の確保を前提として実施する｡

o　既存の特別会計(勘定).の活用などにより･子ども･子育て勘定(仮称)を設

け､各種チビも･子育て由策の財源を統合し･市町村が自由度を持って必要な給

付を行うことができるよう､子ども∴子育て包括交付金(仮称)として･市町村

に対して必要な費用を包括的に交付する｡

o　子ども･子育て包括交付金(仮称)の算定基礎は､児童人口などの客観的な指

標を基本とするが､両立支援･保育･幼児教育給付(仮称)について需要量に応

じた要素を加味することなどを検討する｡

o　市町村は､子ども･子育て特別会計(仮称)において･子ども.子育て包括交

付金(仮称)と地方からめ財源をあわせ､地域の実情に応じ･給付を行う｡

o事業主拠出の在り方は､社会全体で子ども･子育てを支える観点や･両立支援

における企業の果たす役割を踏事え､企業の経済活動に対する影響などにも配慮

しながら､検討を行うB .

Ⅴ　幼保一体化

o幼稚園･保育軒認定こども園の垣根を取り払い(保育に欠ける要件の撤廃等)､

新たな指針に基づき､幼児教育と保育をともに提供するこども園(仮称)に一体

化する｡ (再掲)

○　すべての子どもに質の高い幼児教育b保育を保障するとともに､家庭における

子育て･教育にも資するため､幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合し･小学

校学習指導要領との整合性･一貫性を確保した新たな指針(こども指針(仮称))

を創設するo

o　こども指針(仮称)に基づき提供される幼児教育･保育について､資格の共通

化を始めとしたこども園･ (仮称)としての機能の一体化を推進する｡

○　こども固く仮称)については､現在の幼稚園､保育所､認定こども圃からの円
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滑な移行に配慮しつつ､学校法人､社会福祉法人､株式会社､ N PO等､多様な

事業主体の参入を可能とする｡

Ⅵ　新システム実施体制の一元化

o　新システムを一元的に実施する子ども家庭省く仮称)の創設に向けて検討するD

都道府県が行う市町村支援事

o　子ども･子育て支援施策のうち､広域自治体として市町村を支援する事業､社

会的養護を始め都道府県事業として位置づけることが適当であると考えられる

事業について､新システムに位置づけることを検討する｡

o　子ども･子育て支援のサービス･給付を､子ども･子育て当事者のニーズに即

したものとするため､また､効果的かつ効率的な制度運用のため､地方公共団体､

労使代表を含む負担者､子育て当事者､ N P O等の子育て支援当事者等が子育て支

援の政策プロセス等に参画･関与することができる仕組みとして､国に子ども∴子

育て会議(仮称)を設置することを検討する｡

○　具体的な給付設計､費用負担等について､ワーク･ライフ･バランスを推進する

観点から制度の検討を行う｡

○　給付設計に当たっては､子ども･子育て支援における地方の自主性を発揮する

観点から､可能な限り､地方の自由度を尊重することを基本とする0

○　まちづくりと連携して子育て支援施設の整備を推進する仕組みづくりを行うo

o　すべての子どもを対象とした放課後子ども教室推進事業については､放課後児

童給付(仮称)との関係について検討する｡

0 23年通常国会に法案を提出､ 25年度の施行を目指す｡

※国及び地方の恒久財源を確保しながら25年度の本格施行に向けて段階的に実

施するo

i J巨10



※待機児童解消対策､預金･現物給付の一体的提供など､ 23年度から実施できるも

のは前倒しして実施する｡

※新システムの実施に当たっては､成長戦略策定会議等との連携を図るo

※子ども.子育て包括交付金(仮称)をはじめとした国と地方の役割に関する具体的

な制度設計に当たっては､実施主体である地方が新システムを円滑に施行できる

よう地方の意見を反映するとともに､地域主権戦略会議が進めている-一括交付金

の制度設計や国と地方の協議の場での議論との連携を図る｡
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子

都道府県

市町村支援事業
社会的養護などの

β道府_県事巣___ ___ __

制度設計のイメージ

<財源の.一元化>

子育て関連の国庫負担金.補助金,事業主 
等からの拠出金を一本化し､交付金として 

.交付 

丁子･1t
市町村　　負過金

市町村(基礎自治体)

(地域の実情に応じ､地域の裁量で配分)

〔現金給付
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●　幼稚園･保育所の一体化
幼稚臥保育掛認定こども園の垣根を取り払い(保育に欠ける要件の撤廃等) ､新たな指針に基づき､幼児教育

と保育をともに提供するこども園(仮称)に一体化｡

場　給付の一体化

幼保一体給付(仮称)による財政支援

●　機能の一体化
･こども指針(仮称)の創没(幼稚園教育要領と保育所保育指針の統合)

一すべての子どもに質の高い幼児教育･保育を保障｡家庭における子育て･教育にも資する｡小学校学習指導要領との整合性･
一貫性の確保｡

･資格の共通化を始めとしたこども園(仮称)としての機能の一体化の推進

丁子t)

●　多様な事業主体の参入
学校法人､社会福祉法人､株式会社､ NPO等､ 多様な事業主体の参入が可能｡

多様な事業主体の参入
～指定制の導入(客観的基準を満たせば多様な事業者の参入が可能) -

rI.痕コ



擁規模保育サービス



イメージ②-2　小規模保育サービス②

･⑳　独立したサービス類型の創設と独自の基準設定
血　3歳未満児に重点化した需要に対応

3歳未満児に特化したサービス類型の推進
･へき地などの人口減少地域などにおける小規模保育サービス

6-1 9人定員のサービス類型の創設等

丁子ち

連携こども園(仮称)コ 

連携事業所との提携 

都市圏で行う賃貸などでの
小規模定員のサービス

r1---I-ll-----------I1-I---------I-1--1-,,-I-I

…　人口減少地域などにおける!
;　　多機能型のサービス　;



イメージ③短

7上-ill

●主に3歳未満の子どもを持つ親の高いニーズへ対応する専用サービス類型の創設

実績上も､就学前の子どもを持つ親の間で､短時間利用できる保育を求めるニーズが高いことを
踏まえ･日数､時間の短い需要に対応し､パートタイム労働者等が定期的に使う専用サービスを提供

●サービス類型に応じた基準の設定と費用保障によるサービス体制の確保

○幼保-体化と連動し､こども園(仮称)におけるサービス拡大



令親の多様な就労形態に対応する安心な子育て環境の整備
早朝､夜間､休日にも対応する保育サービスを提供し､多様な就労形態にあっても､安心して子育て

できる環境を整備

T･七-2E7

休日.早朝.夜間など
のニーズに対応した

安心した子育て環境
の整備

提供時間に応じた基準と利用者保障
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●　利用者は家庭的保育サービスなどの他のサービスとの

組み合わせが可能
(全体としてのパッケージメ=ユーとしての使いやすさ)

●　夜間の保育サービスの質の向上
(ベビーホテルなどを質の確保されたサービスに移行)
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董イメージ⑦病児丁病後児保育サービス
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●　子どもの態様に応じた利用
･すべてのこども園(仮称)で看護師を配置することにより体調不良児への対応を強化

すべてのこども園(仮称)で看護師を配置(安全性と利便性の向上) (保育時間中に体調が悪くなった場合など)

･施設型病児.病後児保育の提供(単独型､こども園(仮称).医療機関併設型等を指定)
(感染痘等専用の保育を必要とする場合など)

事業主体が､安定的に運営できるよう､病児.病後児保育サービスの特性を踏まえた稼働率で算
定するなど､実態に見合った評価体制.給付体系の構築

丁子L?
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_(華草)ザ準輿(_1グ｢ジ)._" ___　____　__ ______.

○家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について､
こども園(仮称)その他の場所において一時的に預かり､必要な保護を行う｡

e　市町村の他､ NPO等も主体として活躍｡

リプレ-鮎-憲二藁
社会的事由　等

専業主婦家庭含め､すべての子育て家庭における
なニーズに対応
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