
第３回 越前市子ども・子育て会議 

 

平成２６年７月２２日（火） 午後７時  

                     越前市役所別館２階 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ あいさつ 

 

４ 議事 

(１) 地域子ども・子育て支援事業について             資料１     

(２) 教育・保育の提供等について                 資料２ 

(３) 関連条例について                      資料３ 

(４) その他 

 

５ 閉会 
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平成２６年７月２２日(火) 

福祉保健部 子ども福祉課 



地域子育て支援拠点事業

【子育て支援センター事業の利用状況】

平成24年度 平成25年度 平成26年度

３箇所 ３箇所 ３箇所

37,771人 32,211人 35,000人

単位：人

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 0 0 0 0

単位：人

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

　　量の見込み 43,000 41,000 40,000 40,000 40,000

④確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

　　ニーズ量

ニーズ量は実績を上回っており、利用者は増加傾向にある。現在市内3か所で実施しているが、家庭や地域におけ
る子育て機能の低下や、親の孤立感等に対応するためには、居住する地域に地域センターがあることが望ましいと
考える。ニーズ量を基に量の見込みを考える。

③　①と②からみた量の見込みについて

乳幼児及びその保護者が相互の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、助言その他の援助を行う事業

①　現在の取り組み状況

子どもセンターピノキオ、地域子育て支援センター「フォルマシオーン」・「いまだて」の市内３箇所において、子育て
広場・交流活動・子育て相談・子育て講座・ボランティア育成支援などを行っている。

②　ニーズ調査によるニーズ量

事業内容

施設数

利用者延数（人）

子育て支援センター事
業

確保の方策

支援センターは、乳幼児及びその保護者が相互間に交流を行える遊び場サポート、また、子育て相談等心理的な
サポートをする場として重要である。支援センターが拠点となり、地域の子ども・子育て関係機関（保育園、幼稚園、
児童センター、小学校、中学校、自治振興会等）のネットワークを構築し、地域における子ども・子育て相談の窓口
として身近な地域（中学校区単位）で相談を受けることができる体制が必要である。

項　　目

＊今後の対応について検討中
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妊婦健康診査

【妊婦健康診査状況】

平成24年度 平成25年度 平成26年度

11.7回 11.5回 11.6回

672人 624人 600人

②　①からみた量の見込みについて

単位：人

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

１1.6回 11.7回 11.7回 11.8回 11.8回

570人 550人 ５３０人 510人 490人

③　確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

１人あたり医療機関受診回数

確保の方策

妊婦の数

項　　目

妊娠届出を早期に行うよう促し、妊娠週数に応じた受診頻度の勧奨を行う。
さらに、妊婦への早産予防等の保健指導や啓発を行うことにより、平均受診回数の維持、逓増を図る。

①　現在の取り組み状況

事業内容
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の
把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに妊娠期間中の適時に必要に応じた
医学的検査を実施する事業

お母さんの健康や胎児の成長を確認するために、定期的に健康診査を受けるよう推進し、妊婦健康診に対する助
成（医療機関の無料受診14回分）も行っている。

１人あたり医療機関受診回数

妊婦の数

受診回数は、概ね11回台で推移するものと思われる。妊婦の数については、人口推計にあわせて試算。

＊今後の対応について検討中
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乳児家庭全戸訪問事業

平成24年度 平成25年度 平成26年度

256/678人
（約38％）

491/639人
（約77％）

480/600人
(約80％）

②　①からみた量の見込みについて

単位：人

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

482/588人
　(82％）

478/569人
　（84％）

472/549人
　（86％）

463/526人
　（88％）

456/507人
　(90％）

③　確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養
育環境との把握を行う事業

事業内容

乳児のいる家庭を保健師や助産師等が訪問し、保健指導や相談を中心に、子育て支援に関する情報提供や養育
環境の把握等も行っている。

①　現在の取り組み状況

乳児家庭への訪問実績

【家庭訪問状況】

乳児家庭への訪問率を毎年2％ずつ上げていくが、疾病等により入院中、実家へ帰省中、訪問を希望しない家庭
などがあり、100％の実施は不可能である。

確保の方策

乳児家庭への訪問件数

訪問できなかった家庭については、セミナー・育児相談会および電話等で保護者との面接を行い、必要な対応をし
ていく。また、1か月・４か月健診結果等で全員の健康状況等の把握を行っていく。

項　　目

＊今後の対応について検討中
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子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業）

【現　状】

平成24年度 平成25年度 平成26年度

171回 351回 350回

156件 255件 260件

②　①からみた量の見込みについて

単位：人

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

400 420 440 460 480

270 280 290 300 310

③　確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

養育支援訪問事業

養育支援の必要な家庭への訪問指導件
数（延件数）

要保護児童対策地域協議会における
継続支援が必要な相談件数（実件
数）

事業内容

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等
を行うことにより、当該家庭の適切な養育に実施を確保する事業

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、
調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間
の連携強化を図る取組を実施する事業

①　現在の取り組み状況

相談を受理したケースは、支援内容を検討した上で援助を行っている。また、養育支援が必要なケースについて
は訪問し指導・助言を実施している。さらに、必要に応じて関係機関とのケース会議を開催したり、児童相談アド
バイザーによる助言指導をもらっている。

項　　目

確保の方策

養育支援の必要な家庭へ
の訪問指導件数（延件数）

子ども・子育て総合相談室が子どものあらゆる相談を受ける場として定着することを考えると、件数は増加してい
くことが予想される。

要保護児童対策地域協議会
における継続支援が必要な相

談件数（実件数）

現状の子ども・子育て総合相談室だけでの対応では対処しきれなくなることが予想される。地域子育て支援セン
ターの役割を再検討し、地域の相談体制を構築することも検討していく必要がある。

＊今後の対応について検討中
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子育て短期支援事業

【利用状況】 単位：人

平成24年度 平成25年度 平成26年度

子どもショートスティ
利用者延数

24 23 50

子どもトワイライトスティ
利用者延数

0 0 0

単位：人

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

ニーズ量 194 188 182 177 170

単位：人

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

　　量の見込み 50 50 50 50 50

④確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

子どもショートスティ事業

子どもトワイライトスティ
事業

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児
童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業

事業内容

子どもショートスティは原則７日間以内（宿泊可）、子どもトワイライトスティは午後５時から９時ごろまで、原則として
２歳以上の児童は一陽、３歳未満の児童は福井県済生会乳児院で預かっている。

①　現在の取り組み状況

他のサービスとの調整を図り、相談に応じながら家族間の調整を図りながら対応する。実施事業所については、特
定されるため、現状どおりとしたい。

項　　目

確保の方策

②　ニーズ調査によるニーズ量

③　①と②からみた量の見込みについて

ニーズ量は、必要量よりも希望的量と思われ、現実的な数値とは考えにくい。
量の見込みについては、過去の利用状況を鑑みる必要がある。

＊今後の対応について検討中
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一時預かり事業

【一時預かりの利用状況】 単位：人

平成24年度 平成25年度 平成26年度

5,440 3,400 4,590

4,856 4,982 5,000

2,111 1,800 2,000

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

1,504 1,477 1,448 1,410 1,344

46,853 46,015 45,108 43,906 41,866

17,881 17,292 16,769 16,220 15,591

単位：人

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

4,000 3,500 3,500 3,500 3,000

4,500 4,000 4,000 3,500 3,500

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

④確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

幼稚園預かり保育利用延数

保育を必要とする児童の定期的
な利用延数

上記以外の利用延数

上記以外の利用延数

幼稚園預かり保育利用延数

認定こども園・保育所利用延数

「ピノキオ」、「ふぁみキッズ」、
「ハーツきっずたけふ」、
「てまり」　利用延数

②　ニーズ調査によるニーズ量

③　①と②からみた量の見込みについて

ニーズ量は保護者の働く日数から換算されたものとなっており、現状と見合ったものとは考えにくい。
保育の必要性の基準が1月当たり64時間（16時間/週）となり、保育所等に入りやすくなったこともあり、幼稚園の
預かり保育と保育を必要とする児童の定期的利用は減少していくものと考えられる。
また、すみずみサポート事業施設の一時預かりは現状どおり考える。

保育に欠けない児童の一時預かりは、保護者への支援と子どもにとってどうかという視点でのバランスの調整が
必要。量の確保は現状の事業所で調整する。

項　　目

確保の方策

単位：人

幼稚園預かり保育利用延数

保育を必要とする児童の定
期的な利用延数

上記以外の利用延数

幼稚園預かり保育利用延数

保育を必要とする児童の定
期的な利用延数

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、主として昼
間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所に
おいて、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

事業内容

私立幼稚園全園、合同活動を行っている公立幼稚園４園、認定こども園、市内の保育所２１園、「ピノキオ」、
「ふぁみ　キッズ」、「ハーツきっずたけふ」、「てまり」において一時預かりを行っている。

①　現在の取り組み状況

＊今後の対応について検討中
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延長保育事業

【利用状況】 単位：人

平成24年度 平成25年度 平成26年度

延長保育
（）内は利用者延数

905
(12,424)

762
(13,455)

1,000
(15,000)

休日保育 246 103 200

単位：人

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

利用者延数 1,180 1,142 1,109 1,073 1,031

単位：人

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

　　量の見込み 1,200 1,160 1,130 1,100 1,050

④確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

延長保育

休日保育

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間にお
いて、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業

事業内容

利用時間の延長保育は、認定こども園１園、市内の保育所全園で、休日保育は、認定こども園１園、保育所１園で
行っている。

①　現在の取り組み状況

項　　目

確保の方策

②　ニーズ調査によるニーズ量

③　①と②からみた量の見込みについて

現在の利用状況とニーズ量が小差であるため、ほぼ現状どおりの量の見込みで推移するものと考える。

保育所・認定こども園において、現状どおりの受入を確保する。

＊今後の対応について検討中
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【利用状況】 単位：人

平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用者延数 766 696 730

単位：人

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

利用者延数 4,776 4,625 4,490 4,346 4,176

単位：人

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

　　量の見込み 750 750 750 750 750

④確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

利用者延数

項　　目

確保の方策

ライフ・ワークバランスの観点、また、子どもの視点も考える必要があると考える。
確保施設数については現状どおりとしたい。

病児保育事業

③　①と②からみた量の見込みについて

ニーズ量は、現状の約７倍の量となるが、必要量よりも希望的量と思われ、現実的な数値とは考えにくい　量
の見込みについては、日常的、緊急時に祖父母等のソーシャルサポートがある世帯が約半数あることから、
現状どおりの量と考える。

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が
一時的に保育等する事業

事業内容

病児デイケア施設「ままのて」にて、子どもが病気または病気回復期に保護者が仕事などの理由で看護でき
ない時、概ね生後６か月から小学校３年生以下の児童を預かっている。

①　現在の取り組み状況

②　ニーズ調査によるニーズ量

＊今後の対応について検討中
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放課後児童クラブ

【利用状況】 単位：人

平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用者数 639 639 703

単位：人

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

低学年利用者数 608 591 565 547 537

高学年利用者数 595 579 577 566 550

単位：人

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

608 591 565 547 537

37 47 47 46 45

④確保の方針について

単位：人

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

　　量の見込み

低学年利用者数

高学年利用者数

確保の方策

低学年利用者数

高学年利用者数

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の
終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び生活の場を与えて、そ
の健全な育成を図る事業

事業内容

①　現在の取り組み状況

保育所や児童館・児童センターなど市内２６箇所で児童クラブを開設。
主に小学校３年生までの児童が対象であるが、平成２６年度から対象学年を毎年１学年ずつ拡大していく計画
となっている。

②　ニーズ調査によるニーズ量

③　①と②からみた量の見込みについて

低学年のニーズ量は、現状と比較して低く出ているが、教育委員会と連携した多様な子どもの居場所づくりを進
めることにより、事業における量は減少すると見込まれるため、算出されたニーズ量としたい。一方、高学年の
ニーズ量が低学年と同等以上にあるとは現実的に考え難く、過去の低学年の利用実績等を参考に考える。

対象児童を拡大する中で、開設場所が子供達にとって適切な遊び生活の場となり、健全な育成につながるよう
に、さまざまな点での調整が求められる。

＊今後の対応について検討中

-９-



資料２ 
 
幼児期の教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する  
体制の確保の内容に関する事項  

(子ども・子育て支援法に基づく基本指針 (案 )から抜粋 )  

 

○ 幼稚園及び保育所から認定こども園への移行に必要な支援その他地域の実情に応じた認定こども園

の普及に係る基本的な考え方を記載すること。  

  (幼保連携型認定こども園については、その普及に取り組むことが望ましい。 ) 

○ 幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の市町村が行う必要な支援に関する事項を定めるこ

と。  

○ 質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え方及

びその推進方策を定めること。  

(乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を

培う重要なものであることに十分留意すること。 ) 

○ 教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と

小学校等との連携についての基本的考え方を踏まえ、これらの連携の推進方策を定めること。  



■教育・保育の一体的提供 (幼稚園・保育所から認定こども園への移行 )の支援について  
・円滑に移行できるよう相談体制の整備など、行政と施設との関係を構築  
・小規模園への配慮                             等  

 
■質の高い教育・保育の提供に係る考え方について  
・研修会の開催  
平成 26 年度の状況  

日  程    研  修 内 容  日  程    研  修 内 容  

4 月 25 日  保育士研修 (ふくいっ子ファイル作成について ) 10 月 31 日  資質向上研修 (救急法、アレルギー対応 )  

6 月 28 日  資質向上研修 (保幼小連携について )  未定  県外先進地研修  

9 月 25 日  幼児教育センターと共催研修 (保幼小連携とは ) 未定  保育推進部会研修  

＊その他：保育研究会全体研修：年 2 回、サークルごとの研修：年 3 回、年齢別研修：年 6 回、園内研修：随時、県及び県社協主催研修  

・市内全ての教育・保育施設における、定員どおりの受入体制を確保  
 

■教育・保育と小学校等との連携の推進について  
 ・子どもの育ちをつなぐ仕組みの構築  

①福井県スタート・アプローチカリキュラム指針 (案 )に基づき、保育所・幼稚園・小学校が滑らかにつな

がる取り組みを行っています。 

② 平成 26 年度は、越前市幼保一体化推進計画に掲載されている「 (仮称 )小学校との円滑な接続のための指

針」の作成を行う予定となっています。  



資料３ 

 

 

関連条例等について 
 

 

平成２６年７月２２日(火) 

福祉保健部 子ども福祉課 



子ども・子育て支援新制度による新たな基準等 

 
 子ども・子育て支援新制度の本格施行に向けては、新たな基準等が必要として国の子ども・子育て会議で検討を行っており、市町村や都

道府県は、国の子ども・子育て会議の審議を踏まえ、今後、公布される予定の国の政省令や告示などに基づき、以下のような条例の策定な

どを行わなければならない。 
 
（1）市町村が条例で定める必要があるもの 
  ①特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 
     新制度における「施設型給付」または「地域型給付」の支給対象となるためには、教育・保育施設または地域型保育事業の認可と

あわせ、市町村の確認を受けることが必要となっており、市町村は、確認に必要な運営に関する基準について、条例を定めなければ

ならない。  (子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第４６条第 2項) 
②家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

    家庭的保育事業等を行う者は、市町村の認可を得て事業を行うことができるものであり、市町村は、事業の設備及び運営について 
条例で基準を定めなければならない。  (児童福祉法第３４条の１６） 

   ③放課後児童クラブ設備及び運営に関する基準 
    放課後児童クラブを行う者は、市町村に届け出て事業を行うことができるものであり、市町村は、事業の設備及び運営について条 

例で基準を定めなければならない。  (児童福祉法第３４条の８の２第１項) 
 
（２） 市町村が規則等で定める必要があるもの 
  ①保育の必要性の認定に関する基準 
    市町村は、保護者からの申請を受け、保育の必要性を設定した上で、教育・保育等にかかる給付を支給する。 
    支給認定では、満３歳以上及び満３歳未満の保育の必要量を認定するほか、満３歳以上の教育を認定する仕組みとなっている。 
 
    ②利用者負担 
    利用者負担は、保護者の所得に応じた応能負担を基本とした共通の仕組みとなり、国が定める水準を限度に、世帯の所得その他の

事情を勘案して市町村が定めることになっている。 
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等について（考え方） 

 

 

１ 確認を受ける施設・事業者に対して求められる事項 

  ①学校教育法、児童福祉法等に基づく「認可基準」を満たすこと。 

  ②市町村の条例で定める運営に関する基準（運営基準）を満たすこと。 

                    （子ども・子育て支援法第 34条第 2項、第 46条第 2項） 

 

２ 運営に関する基準について 

国が定める「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の区分に従い定める（児童福祉法第34条の８の２第２項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日  

子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、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

う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行の日（平成27年４月１日）とする。  

※ 基準は条例で定めることを基本とするが、機動的な対応が必要な内容や詳細については規則などに委任する場合がある。 

 

 

従うべき基準  条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲で地域の実情に応

じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。 

● 「利用定員」 

● 「小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持」 

● 「小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するもの」 

参酌すべき基準  地方自治体が十分参酌（比べあわせて、良い方をとること。）した結果としてならば、地域の実情に応じて異なる

内容を定めることが許容されるもの。  

 ● それ以外の事項 
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４ 越前市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準とその考え方  

    国の示す基準を検討した結果、本市の実情に応じたものであり、国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、当

該基準を準拠し越前市の基準とする。 

 

 

 【１】利用定員に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 利用定員の設定に

関すること  

１ 施設の定員については、以下のとおりとする。 

①認定こども園は、利用定員の数を20人以上とし、１号・２号・３号認定子どもの区

分を定める。 

②保育所は、利用定員の数を20人以上とし、２号・３号認定子どもの区分を定める。 

③幼稚園は、１号認定子どもの区分を定める。 

２ ３号認定子どもの区分については、満１歳に満たない子どもと満１歳以上の子ど

もに区分する。 

従 国の基準どおり  

  

２ 定員の遵守  やむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えて受け入れを行ってはならな

い。 

参 国の基準どおり  

 

 

【２】運営に関する基準 

（１）利用開始に伴う基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 内容・手続きの説

明及び同意 

 教育・保育の提供に当たって、保護者に対して事前説明を行った上で、同意を得な

ければならない。 

従 国の基準どおり  

 

２ 応諾義務（正当な

理由のない提供拒

否の禁止） 

１ 利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

２ 施設・事業者は、市町村の行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

従 国の基準どおり  
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１ 定員を上回る利用申込みがあった場合は、国が定める選考基準に基づき、公正な

方法により選考しなければならない。 

２ ２号又は３号認定子どもの選考の際には、保育を受ける必要性が高いと認められ

る子どもが優先的に利用できるよう選考するものとする。 

従 国の基準どおり  

  

３ 定員を上回る利用

の申込みがあった

場合の選考  

 子どもに対し、自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を講じ泣けれ

ばならない。 

参 国の基準どおり 

４ 支給認定証の確

認、支給認定申請の

援助 

１ 保護者の受給資格を確認するため、施設・事業の利用開始に当たって、支給認定

証の確認（利用期間等）を行うこととする。 

２ 支給認定申請が行われていない場合は、申込みの意思を踏まえて、速やかに申請

がなされるよう援助をすることとする。 

参 国の基準どおり 

 

（２）教育・保育の提供に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 子どもの心身の状

況の把握 

１ 特定教育・保育施設は、子どもの心身の状況、置かれている環境等の把握に努め

ることする。 

２ 子どものの体調の急変が生じた場合等は、速やかに保護者又は医療機関への連絡

を行う等の必要な措置を講じなくてはならない。 

参 国の基準どおり  

 

１ 小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において、円滑な接続に資す

るよう、連携に努めなければならない。 

２ 特定教育・保育の提供に当たり、提供日及び内容その他必要な事項を記録しなけ

ればならない。 

３ 特定教育・保育の質の評価を行い、常に改善を図らなれけばならない。 

４ こどもの心身の状況の把握に努め、その子ども又は保護者の相談に適切に応じ、

必要な助言、援助を行わなければならない。 

参 国の基準どおり  

  

２幼稚園教育要領、保

育所保育指針等に

則した教育・保育の

提供 

１ 子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければな

らない。 

従  
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３ 利用者負担等の徴

収 

１ 施設・事業者は、保護者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。 

２ １以外に、実費徴収・実費徴収以外の上乗せ徴収をすることができる。 

３ １及び２の場合、施設・事業者において、あらかじめ額や理由を書面において保

護者に説明を行い文書による同意を得ることとする。 

従 国の基準どおり  

  

４ 子どもの適切な処

遇（虐待の禁止等を

含む） 

１ 利用児童の平等取扱い 

 子どもの国籍、信条、社会的身分又は費用を負担するか否かにより差別的扱いをし

てはならない。 

２ 虐待等の禁止 

 職員は、子どもに対し、心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

３ 懲戒に係る権限の濫用禁止 

 懲戒に監視、子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、

人格を辱める等の権限濫用をしてはならない。 

従 国の基準どおり  

 

５ 特別利用保育・特

別利用教育の提供

（定員外利用の取

扱い） 

 特別利用保育・特別利用教育・特別利用地域型保育・特定利用地域型保育（※）を 

提供する場合の職員配置、設備、教育・保育の内容は、当該施設・事業で定員を設定 

している認定区分の子どもと同じ認可基準等によることを基本とする。 

 

※ 「特別利用保育」：教育標準時間認定（１号）子どもが、特定教育・保育施設（保

育所に限る）から受ける保育。 

※ 「特別利用教育」：満3歳以上保育認定（２号）子どもが、特定教育・保育施設（幼

稚園に限る）から受ける教育。 

※ 「特別利用地域型保育」：教育標準時間認定（１号）子どもが、特定地域型保育事

業者から受ける特定地域型保育。 

※ 「特定利用地域型保育」：満3歳以上保育認定（２号）子どもが、特定地域型保育

事業者から受ける特定地域型保育。 

従 国の基準どおり  
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（３）管理・運営に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 施設の目的・運営

方針、職員の職種、

員数等の重要事項

を定めた運営規定

の策定、提示 

１ 特定教育・保育施設は、施設の運営についての次の事項に関する規程を定めてお

かなかればならない。 

①施設の目的及び運営の方針 

②提供する教育・保育の内容 

③職員の職種、員数及び職務の内容 

④教育・保育を提供する日及び時間、提供を行わない日 

⑤利用料等に関する事項 

⑥利用定員 

⑦施設・事業の利用開始・終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

⑧緊急時における対応方法 

⑨非常災害対策 

⑩虐待防止のための措置に関する事項 

⑪その他重要事項 

２ 施設・事業者は、重要事項を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。 

参 国の基準どおり  

 

 職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども及びその保護者

の秘密を漏らしてはならない。 

従 国の基準どおり  

 

２ 個人情報保護（秘

密保持） 

 提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならな 

い。 

参 国の基準どおり  

 

３ 事故発生防止及び

発生時の対応 

 １ 事故の発生（再発）防止のため、事故発生時の対応、報告方法等が記載された

指針の整備や分析、改善策の周知体制の整備、研修の実施等の措置を講じなければ

ならない。 

２ 事故発生時の保護者や市町村に対する速やかな報告、記録、損害賠償を行わなけ

ればならない。 

従 国の基準どおり  
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４ 苦情処理 １ 苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講じることとする。 

２ 苦情に関して、市町村が行う指導等に対し、必要な協力、改善、報告等を行う旨

を求めることとする。 

参 国の基準どおり  

 

５ 会計区分  他の事業の会計と区分しなければならない。 参 国の基準どおり  

６ 記録の整備 １ 職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 参 国の基準どおり  

７ 管理・運営に関す

るその他の事項 

１ 勤務体制の確保 

 適切な教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務体制を定め、必要な研

修機会を確保し、資質向上等を図らなければならない。 

２利益供与等の禁止 

 施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与収受しては

ならない。 

参 国の基準どおり  

 

※ 従：従うべき基準、参：参酌すべき基準 
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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ついて（考え方） 

 

 

１ 家庭的保育事業等の概要について 

子ども子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育事業を市町村の認可事業（地域

型保育事業）として、児童福祉法に位置づけた上で、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕

組みとなっている。 

・ 家庭的保育事業（利用定員５人以下） 

・ 小規模保育事業（利用定員６人以上１９人以下） 

・ 居宅訪問型保育事業 

・ 事業所内保育事業 

 

２ 設備及び運営に関する基準について 

国が定める「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の区分に従い定める（児童福祉法第34条の８の２第２項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従うべき基準  条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲で地域の実情に応

じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。 

● 職員の資格、員数 

● 乳幼児の適切な処遇の確保、秘密の保持ならびに児童の健全な発達に密接に関するもの 

参酌すべき基準  地方自治体が十分参酌（比べあわせて、良い方をとること。）した結果としてならば、地域の実情に応じて異なる

内容を定めることが許容されるもの。  

 ● 上記以外の事項 
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３ 施行期日  

子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、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

う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行の日（平成27年４月１日）とする。  

※ 基準は条例で定めることを基本とするが、機動的な対応が必要な内容や詳細については規則などに委任する場合がある。  

 

４ 越前市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準とその考え方  

    本市の実情に、国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、基本的に国の基準を越前市の基準とする 

 

【１】家庭的保育事業に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 保育従事者 家庭的保育者 

 市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有する

と市町村長が認める者 

家庭的保育補助者 

 市町村長が行う研修を修了した者 

従 国の基準どおり  

  

２ 職員数 乳幼児３人につき１人 

家庭的保育補助者を置く場合は、５人につき２人 

従 国の基準どおり  

３ 設備・面積 【保育室等】 

 保育を行う専用の部屋 

部屋の面積自体は9.9㎡以上必要（３人を超えて保育を行う場合は、乳幼児１人に

つき3.3㎡を加えた面積であること） 

【屋外遊戯場】 

 同一敷地内に幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭 

  付近の代替地可 

満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上 

参 国の基準どおり  
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４ 給食 【方法】 自園調理 

 調理業務の全部委託可。連携施設等からの搬入可。 

【設備】 調理設備 

【職員】 調理員 

 調理業務の全部を委託する場合、連携施設等から搬入する場合は不要。 

 保育を行う乳幼児が３人以下の場合は、家庭的保育補助者で対応可。 

従 国の基準どおり  

 

５ 耐火基準等 火災報知機・消火器の設置 

消化訓練・避難訓練の定期的実施 

参 国の基準どおり  

 

６ 保育時間 １日８時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況などを考慮する。 参 国の基準どおり  

７ 保育の内容 保育所保育指針に準ずる。乳幼児の心身の状況に応じた保育の提供、及び保護者と密

接な連絡を取り、理解及び協力を得る。 

従 国の基準どおり  

 

 

【２】小規模保育事業（①小規模保育事業Ａ型）に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 保育従事者 保育士 

 保健師又は看護師を１人に限って保育士としてカウント可 

従 国の基準どおり  

  

２ 職員数 乳児おおむね３人につき１人 

満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人 

 上記により算定した職員数に１人追加配置する。 

 特例地域型保育給付の対象 

・ 満３歳以上満４歳に満たない児童おおむね２０人につき１人 

・ 満４歳以上の児童おおむね３０人につき１人 

従 国の基準どおり  

３ 設備・面積 【保育室等】 

満２歳未満・・・乳児室又はほふく室１人につき3.3㎡以上 

満２歳以上・・・保育室又は遊戯室１人につき1.98㎡以上 

参 国の基準どおり  
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保育に必要な用具、便所を備える。 

【屋外遊戯場】 

  付近の代替地可 

満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上 

４ 給食 【方法】 自園調理 

  調理業務の全部委託可。連携施設等からの搬入可。 

【設備】 調理設備 

【職員】 調理員 

  調理業務の全部を委託する場合、連携施設等から搬入する場合は不要。 

従 国の基準どおり  

 

５ 耐火基準等 建築基準法の上乗せ規制あり。 

 保育室等を２階以上に設ける場合は、耐火又は準耐火建築物であること。 

 （注）追加的事項 

①消火器等の消火器具 

②非常警報器具 

③保育室等を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備 等 

参 国の基準どおり  

 

６ 保育時間 １日８時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況などを考慮する。 参 国の基準どおり  

７ 保育の内容 保育所保育指針に準ずる。乳幼児の心身の状況に応じた保育の提供、及び保護者と密

接な連絡を取り、理解及び協力を得る。 

従 国の基準どおり  

 

 

【３】小規模保育事業（①小規模保育事業Ｂ型）に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 保育従事者 保育士 

保育従事者（市町村長が行う研修を修了した者） 

 保育士割合は１/２以上 

 保健師又は看護師を１人に限って保育士としてカウント可 

従 国の基準どおり  
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２ 職員数 乳児おおむね３人につき１人 

満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人 

 上記により算定した職員数に１人追加配置する。 

 特例地域型保育給付の対象 

・ 満３歳以上満４歳に満たない児童おおむね２０人につき１人 

・ 満４歳以上の児童おおむね３０人につき１人 

従 国の基準どおり  

３ 設備・面積 【保育室等】 

満２歳未満・・・乳児室又はほふく室１人につき3.3㎡以上 

満２歳以上・・・保育室又は遊戯室１人につき1.98㎡以上 

保育に必要な用具、便所を備える。 

【屋外遊戯場】 

  付近の代替地可 

満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上 

参 国の基準どおり  

 

４ 給食 【方法】 自園調理 

  調理業務の全部委託可。連携施設等からの搬入可。 

【設備】 調理設備 

【職員】 調理員 

  調理業務の全部を委託する場合、連携施設等から搬入する場合は不要。 

従 国の基準どおり  

 

５ 耐火基準等 建築基準法の上乗せ規制あり。 

 保育室等を２階以上に設ける場合は、耐火又は準耐火建築物であること。 

 （注）追加的事項 

①消火器等の消火器具 

②非常警報器具 

③保育室等を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備 等 

参 国の基準どおり  

 

６ 保育時間 １日８時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況などを考慮する。 参 国の基準どおり  
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７ 保育の内容 保育所保育指針に準ずる。乳幼児の心身の状況に応じた保育の提供、及び保護者と密

接な連絡を取り、理解及び協力を得る。 

従 国の基準どおり  

 

 

【４】小規模保育事業（①小規模保育事業Ｃ型）に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 保育従事者 家庭的保育者 

 市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有する

と市町村長が認める者 

家庭的保育補助者 

 市町村長が行う研修を修了した者 

従 国の基準どおり  

  

２ 職員数 乳幼児３人につき１人 

家庭的保育補助者を置く場合は、５人につき２人 

従 国の基準どおり  

３ 設備・面積 【保育室等】 

満２歳未満・・・乳児室又はほふく室１人につき3.3㎡以上 

満２歳以上・・・保育室又は遊戯室１人につき3.3㎡以上 

保育に必要な用具、便所を備える。 

【屋外遊戯場】 

  付近の代替地可 

満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上 

参 国の基準どおり  

 

４ 給食 【方法】 自園調理 

  調理業務の全部委託可。連携施設等からの搬入可。 

【設備】 調理設備 

【職員】 調理員 

  調理業務の全部を委託する場合、連携施設等から搬入する場合は不要。 

従 国の基準どおり  
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５ 耐火基準等 建築基準法の上乗せ規制あり。 

 保育室等を２階以上に設ける場合は、耐火又は準耐火建築物であること。 

 （注）追加的事項 

①消火器等の消火器具 

②非常警報器具 

③保育室等を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備 等 

参 国の基準どおり  

 

６ 保育時間 １日８時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況などを考慮する。 参 国の基準どおり  

７ 保育の内容 保育所保育指針に準ずる。乳幼児の心身の状況に応じた保育の提供、及び保護者と密

接な連絡を取り、理解及び協力を得る。 

従 国の基準どおり  

 

 

【５】居宅訪問型保育事業に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 事業の内容 障害、疾病等の程度を勘案して、集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に

対する保育 など 

従 国の基準どおり  

 

２ 保育従事者 家庭的保育者 

 必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村

長が認める者 

従 国の基準どおり  

 

３ 職員数 乳幼児１人につき１人 従 国の基準どおり  

４ 居宅訪問型保育連

携施設 

障害、疾病等の程度を勘案して、集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に

ついては、障害、疾病等の状況に応じ、適切な専門的支援その他の便宜の供与を受け

られるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設、その他の市町村の指定する施設

を適切に確保しなければならない。 

従 国の基準どおり  

 

５ 保育時間 １日８時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況などを考慮する。 参 国の基準どおり  

６ 保育の内容 保育所保育指針に準ずる。乳幼児の心身の状況に応じた保育の提供、及び保護者と密

接な連絡を取り、理解及び協力を得る。 

従 国の基準どおり  
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【６】事業所内保育事業（①保育所型事業所内保育事業（利用定員２０人以上））に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 保育従事者 保育士 

 保健師又は看護師を１人に限って保育士としてカウント可 

従 国の基準どおり  

  

２ 職員数 乳児おおむね３人につき１人 

満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人 

 特例地域型保育給付の対象 

・ 満３歳以上満４歳に満たない児童おおむね２０人につき１人 

・ 満４歳以上の児童おおむね３０人につき１人 

従 国の基準どおり  

３ 設備・面積 【保育室等】 

満２歳未満・・・乳児室は１人につき1.65㎡以上、ほふく室は3.3㎡以上 

満２歳以上・・・保育室又は遊戯室１人につき1.98㎡以上 

保育に必要な用具、便所を備える。 

【屋外遊戯場】 

  付近の代替地可 

満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上 

参 国の基準どおり  

 

４ 給食 【方法】 自園調理 

  調理業務の全部委託可。連携施設等からの搬入可。 

【設備】 調理室 

  保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に付属して設置

する炊事場を含む 

【職員】 調理員 

  調理業務の全部を委託する場合、連携施設等から搬入する場合は不要。 

従 国の基準どおり  

 

５ 耐火基準等 建築基準法の上乗せ規制あり。 

 保育室等を２階以上に設ける場合は、耐火又は準耐火建築物であること。 

参 国の基準どおり  
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 （注）追加的事項 

①消火器等の消火器具 

②非常警報器具 

③保育室等を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備 等 

６ 連携施設に関する

特例 

連携施設を確保しないことができる。 従 国の基準どおり  

 

【７】事業所内保育事業（②小規模型事業所内保育事業（利用定員１９人以下））に関する基準 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 保育従事者 保育士 

保育従事者（市町村長が行う研修を修了した者） 

 保育士割合は１/２以上 

 保健師又は看護師を１人に限って保育士としてカウント可 

従 国の基準どおり  

  

２ 職員数 乳児おおむね３人につき１人 

満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人 

 上記により算定した職員数に１人追加配置する。 

 特例地域型保育給付の対象 

・ 満３歳以上満４歳に満たない児童おおむね２０人につき１人 

・ 満４歳以上の児童おおむね３０人につき１人 

従 国の基準どおり  

３ 設備・面積 【保育室等】 

満２歳未満・・・乳児室又はほふく室１人につき3.3㎡以上 

満２歳以上・・・保育室又は遊戯室１人につき1.98㎡以上 

保育に必要な用具、便所を備える。 

 

 

参 国の基準どおり  

 

-16-



【屋外遊戯場】 

  付近の代替地可 

満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上 

４ 給食 【方法】 自園調理 

  調理業務の全部委託可。連携施設等からの搬入可。 

【設備】 調理設備 

【職員】 調理員 

  調理業務の全部を委託する場合、連携施設等から搬入する場合は不要。 

従 国の基準どおり  

 

５ 耐火基準等 建築基準法の上乗せ規制あり。 

 保育室等を２階以上に設ける場合は、耐火又は準耐火建築物であること。 

 （注）追加的事項 

①消火器等の消火器具 

②非常警報器具 

③保育室等を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転落事故防止設備 等 

参 国の基準どおり  

 

６ 保育時間 １日８時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況などを考慮する。 参 国の基準どおり  

７ 保育の内容 保育所保育指針に準ずる。乳幼児の心身の状況に応じた保育の提供、及び保護者と密

接な連絡を取り、理解及び協力を得る。 

従 国の基準どおり  

 

 

※ 従：従うべき基準、参：参酌すべき基準 
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【８】事業所内保育事業における地域枠の子どもの受け入れに関する基準 

 

 事業所内保育事業を行うものは、下表の定員区分に応じて、それぞれ、その他の乳児又は幼児の数を踏まえて市町村が定める幼児数以上の

定員枠を設ける。 

 

定 員 区 分 
国の基準 

（地域枠の定員） 
越前市の考え方 

１名～５名 １名 国の基準どおり 

６名・７名 ２名  

１名～１０名 

８名～１０名 ３名  

１１名～１５名 ４名  １１名～２０名 

１６名～２０名 ５名  

２１名～２５名 ６名  ２１名～３０名 

２６名～３０名 ７名  

３１名～４０名 １０名  

４１名～５０名 １２名  

５１名～６０名 １５名  

６１名～７０名 ２０名  

７１名以上 ２０名  
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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等について（考え方） 

 

 

１．条例制定の経緯について  

子ども・子育て関連３法の制定（平成24年８月）に伴う児童福祉法の改正（平成27年４月施行）により、放課後児童健全育成事業（放

課後児童クラブ〈学童保育〉）の設備及び運営について、国で定める基準を踏まえて市町村が条例で基準を定めることとされた（改正

児童福祉法第34条の８の２第１項）。  

 

２．現状の運営基準について  

平成19年10月19日付、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「放課後児童クラブガイドライン」を基本として運営。  

 

３．設備及び運営に関する基準について 

国が定める「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の区分に従い定める（児童福祉法第34条の８の２第２項）。 

 

 

 

 

 

 

 

４． 施行期日  

子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、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

う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行の日（平成27年４月１日）とする。  

※ 基準は条例で定めることを基本とするが、機動的な対応が必要な内容や詳細については規則などに委任する場合がある。  

 

 

従うべき基準  条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲で地域の実情に応

じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。 

 ● 職員の資格、員数 

参酌すべき基準  地方自治体が十分参酌（比べあわせて、良い方をとること。）した結果としてならば、地域の実情に応じて異なる

内容を定めることが許容されるもの。 

 ● 上記以外の事項 
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５．越前市における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準とその考え方 

   本市の実情に、国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、基本的には国の基準を越前市の基準とするが、児童

の集団の規模および施設・設備については、現に国の基準を下回る施設が存在するため、独自基準又は経過措置の設定等を検討する。 

 

 

 

項目 国の示す基準の内容  越前市の考え方 

１ 従事する者（職員）  ・ 児童の遊びを指導する者（児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準第38条第2号各号のいずれかに該当する者）であり、

都道府県の研修を受講した者。  

（保育士・教員・社会福祉士・２年以上実務経験者など）  

・ 現に従事している無資格者に経過措置を講じる。  

従 国の基準どおり  

  

２ 職員数  ・ １つの集団につき専任職員を２人以上配置し、うち１人以上

は有資格者とする。 

・ 利用者が20人未満の小規模クラブの場合、専任の有資格者１

名以外については併設施設等の職員の兼務も可能とする。 

従 国の基準どおり  

３ 児童の集団の規模  ・ １つの集団は、おおむね40人までとする。 

 

参 現に国の基準を下回る施設が存在するため、独

自基準又は経過措置の設定等を検討する。 

４ 施設・設備  ・ 専用室・専用スペースを設ける。  

・ 専用室・専用スペースの面積は、児童１人あたりおおむね 

1.65㎡以上とする。  

・ 静養スペースを設ける。  

参 現に国の基準を下回る施設が存在するため、

独自基準又は経過措置の設定等を検討する。

 

 

５ 開所日数  年間250日以上を原則とする。  参 国の基準どおり  

６ 開所時間  平日３時間以上、休業日８時間以上を原則とする。  参 国の基準どおり  
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７ その他の基準  ・非常災害対策        ・職員の一般的要件 

・職員の知識及び技能の向上等  

・利用者を平等に取り扱う原則  

・虐待等の禁止        ・衛生管理等  

・運営規程          ・事業者が備える帳簿 

・秘密保持等         ・苦情への対応  

・保護者との連絡       ・関係機関との連携 

・事故発生時の対応 

参 国の基準どおり  

※ 従：従うべき基準、参：参酌すべき基準 
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保育の必要性の認定に関する基準を定める規則等について（考え方） 

 

１ 制定の理由 

  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２０条の規定に基づく保育給付の支給認定に関し、保育の必

要性の基準その他必要な事項を定めるため。 

 

２ 規則の要点 
 （１）保育の必要性の基準（第３条関係） 
   ① 小学校就労前子どものうち、保育を必要とする子どもとして市長が判定する基準を就労、妊娠等の保護者の状態により定めた。（各

号） 
   ② 保育の必要性の基準のうち、就労に係る基準について、就労時間の下限を 1月当たり６４時間として定めた。（第１号） 
   ③ 保育を必要とする子どものうち、市長が保育を必要性の基準を調整することができる事由を定めた。（第 2項） 
 （２）保育の必要量の区分（第４条関係） 
   １月当たりの保育必要量の時間により、支給認定において「保育標準時間」と「保育短時間」に区分することを定めた。 
 （３）優先保育等の基準（第５条関係） 
   保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があるものとして市長が判定する基準を、ひとり親家庭であること、社会的 
養護が必要な状態にあること等の当該子どもの状態により定めた。 

 （４）経過措置（附則第３項関係） 
   本規則に定める保育の必要性の基準等は、本規則の施行日以後に保育を受けることとなる小学校就学前子どもの支給認定から適用する 
ことを定めた。 

 
３ 関係条例の廃止 

   越前市保育の実施に関する条例（平成１７年条例第９５号）を廃止する。 

 

４ 施行期日 

   本規則は、子ども・子育て支援法の施行日から施行する。 
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保育の必要性の認定における就労下限時間の設定について 

 
● 就労下限時間設定に関する国の考え方 
 ① 保育所を利用できる条件として、フルタイム就労(1月当たり 120時間以上)とのバランスを考慮すると、フルタイムの半分は

就労していることを目安とする。 
②  地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した市町村の運用にも幅があることを踏まえ、1月当たり４８時間～６４
時間以下の範囲で、各市町村が地域の就労実態を考慮して設定する。 

  
● 越前市の現行基準 
  現在、越前市においては１月当たり８０時間 
 
● 越前市の基準 (案) 

本市においては、保育の必要性の基準のうち、就労に係る基準について、就労時間の下限を１月当たり６４時間として定める。 
 (理由) 
① 国の考え方を踏まえると、フルタイム就労の半分以上の就労時間が下限の目安となる。本市のニーズ調査の結果から 
約７割の世帯で７時間以上就労していることから、フルタイムの就労時間を週５日、１日当たり７時間と考えると、月 
労働時間は１４０時間となり、この半分程度となると７０時間となる。 

②  下限が低いほど利用できる市民は多くなるが、保育がより必要とされる長時間就労世帯の年度途中入園が困難となり、 
支障が生じる。 

③  ６４時間未満の家庭については、一時預かり事業での対応が可能である。 
④  本市では、０歳から２歳までの児童については、ワークライフバランスを考慮し、できる限り家庭内保育を推進し、 
家庭教育力の向上に繋げていきたい。  
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【用語の説明】  
 
施設および事業について  

 
 

 

特定教育・保育施設  特定地域型保育事業 (家庭的保育事業等 ) 

・ 認定こども園 (利用定員 20 人以上 ) 

・ 幼稚園 (現行どおり私学助成を受け

る私立幼稚園は除く )  

・ 保育所 (利用定員 20 人以上 ) 

・ 家庭的保育事業 (利用定員 5 人以下 ) 

・ 小規模保育事業 (利用定員 6 人以上  

            19 人以下）  

・ 居宅訪問型保育事業  

・  事業所内保育事業  (但し、事業所の従

業員の子どもに加えて、地域の保育を

必要とする子どもの保育を実施する

ものに限る ) 


