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地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて 

 

平成30年（2018年）12月に実施したアンケート調査等から得られた利用希望、国の  

手引きを踏まえつつ、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」

を算出しました。従来の取り組みの中で供給体制が一定確保できていることから、確保

方策としての供給量は見込み量と同じ数値としています。 

 

 

 

 

【事業の目的、概要】 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報提供や必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する

事業です。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

実績（実施箇所） １か所 １か所 １か所 ２か所  

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 

  

  

（1） 利用者支援事業 

資料３ 
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【事業の目的、概要】 

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、 

認定こども園、保育所等において保育を実施する事業で、現在、本市ではすべての認定  

こども園、保育所で実施しています。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 2,050 人 2,010 人 1,960 人 2,620 人 2,680 人 

実績（利用人数） 1,983 人 2,399 人 2,227 人 2,670 人 人 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 2,750 人 2,800 人 2,850 人 2,900 人 2,950 人 

 

 

   
 

 

【事業の目的、概要】 

保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生に対し、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及び生活の場を提供して、その健全な育成を図る事業です。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 3,050 人 3,010 人 2,980 人 3,450 人 3,600 人 

実績（利用人数） 2,971 人 3,049 人 3,286 人 3,473 人 人 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 3,800 人 4,000 人 4,200 人 4,400 人 4,600 人 

 

 

  

  

（2）延長保育事業（時間外保育事業） 

  

（3）放課後児童健全育成事業（放課後児童室事業） 



3 

 

 
 

 

【事業の目的、概要】 

保護者の疾病等により家庭での養育が一時的に困難となった児童を施設等に入所させ、

必要な保護を行う事業です。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 110 人日 110 人日 110 人日 110 人日 110 人日 

実績（延べ利用人数） 75 人日 109 人日 172 人日 166 人日 人日 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 200 人日 200 人日 200 人日 200 人日 200 人日 

 

 

 
 
 

 

【事業の目的、概要】 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行う事業です。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 1,960 人 1,910 人 1,870 人 1,940 人 1,900 人 

実績（利用人数） 2,065 人 1,866 人 1,855 人 1,696 人 人 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 1,900 人 1,870 人 1,840 人 1,800 人 1,770 人 

 

  

  

（4）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

  

（5）乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 
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【事業の目的、概要】 

・養育支援事業 

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・助言を行う

ことにより、家庭における適切な養育の実施を確保する事業です。 

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、関係機関等の専門性強化と、関係機

関相互の連携強化を図る取り組みを実施する事業です。 

【現在の状況】 

・養育支援事業 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

実績（延べ利用人数） 20 人 16 人 26 人 19 人 人 

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

八尾市要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関と連携を図っています。 

 

【今後の見込み量・供給量】 

・養育支援事業 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

八尾市要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関連携を図りながら、虐待の未然防止、

リスクの把握、早期対応のできる環境づくりを進めます。 

  

  （６）養育支援訪問事業 

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 
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【事業の目的、概要】 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所（地域子育て支援センターやつどいの広

場等）を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

【現在の状況】 

平成 30年（2018年）度：地域子育て支援センター３か所、つどいの広場 15か所 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 23,000 人回 23,000 人回 23,000 人回 32,000 人回 40,000 人回 

実績（延べ利用人数） 19,037 人回 19,567 人回 32,520 人回 30,992 人回 人回 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 40,000 人回 39,500 人回 39,000 人回 38,500 人回 38,000 人回 

 

 

 

【事業の目的、概要】 

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対して、主として昼間

に、認定こども園、保育所等において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

また、幼稚園等での在園児に対しては、教育時間の前後又は長期休業日等に預かり保育

を実施しています。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 87,240 人日 87,240 人日 87,240 人日 87,240 人日 87,240 人日 

実績（延べ利用人数） 78,847 人日 84,237 人日 95,503 人日 79,169 人日 人日 

 

 

認定こども園・幼稚園 

の預かり保育 
65,141 人日 70,319 人日 83,951 人日 69,893 人日 人日 

その他の一時預かり 13,706 人日 13,918 人日 11,552 人日 9,276 人日 人日 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 100,000 人日 100,000 人日 100,000 人日 100,000 人日 100,000 人日 

 

認定こども園・幼稚園

の預かり保育 
92,000 人日 92,000 人日 92,000 人日 92,000 人日 92,000 人日 

その他の一時預かり 8,000 人日 8,000 人日 8,000 人日 8,000 人日 8,000 人日 

 ※｢認定こども園・幼稚園の預かり保育｣は、国の手引きにおける｢幼稚園における在園児を対象とした 
一時預かり（預かり保育）｣を指しています 

  

  

（7）地域子育て支援拠点事業 

  

（8）一時預かり事業 
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【事業の目的、概要】 

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

的に保育する事業です。 

  〈病児対応型〉 

病気回復期又は病気回復期に至らないが、当面症状の急変が認められない状態にあり、集団での 

保育が困難な児童を専用のスペースにて保育する。 

  〈体調不良児対応型〉 

認定こども園等に通所しており、保育中に体調不良となった児童を、保護者が迎えに来る   

までの間、その園の専用スペース等で保育する。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 3,670 人日 3,670 人日 3,670 人日 5,630 人日 6,010 人日 

実績（延べ利用人数） 2,715 人日 4,967 人日 6,263 人日 5,996 人日 人日 

 
病児対応型 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 か所 

体調不良児対応型 12 か所 22 か所 25 か所 26 か所 か所 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 6,600 人日 6,600 人日 6,600 人日 6,600 人日 6,600 人日 

 
 
 

 

【事業の目的、概要】 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援

助を受けることを希望する者と援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する

連絡・調整を行う事業です。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 2,070 人 2,070 人 2,070 人 3,500 人 3,500 人 

実績（延べ利用人数） 2,504 人 3,553 人 2,823 人 1,677 人 人 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 1,400 人 1,400 人 1,400 人 1,400 人 1,400 人 
  

  

（10）子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業） 

  

（9）病児保育事業 
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【事業の目的、概要】 

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、妊娠期間中に医学的検査を実施する事業で

す。 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 25,900 人回 25,900 人回 25,900 人回 25,900 人回 25,900 人回 

実績（延べ利用人数） 25,470 人回 25,604 人回 24,565 人回 23,825 人回 人回 

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 27,300 人回 27,000 人回 26,500 人回 26,000 人回 25,500 人回 

 

 

  
 

  

【事業の目的、概要】 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参

加に要する費用等を助成する事業です。※平成 29年（2017年）度より新規実施 

【現在の状況】 

    平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画 - - - 200 人 200 人 

実績（延べ利用人数） - - 167 人 164 人  

 

【今後の見込み量・供給量】 

 
令和２年度 
（2020 年度） 

令和３年度 
（2021 年度） 

令和４年度 
（2022 年度） 

令和５年度 
（2023 年度） 

令和６年度 
（2024 年度） 

見込み量・供給量 200 人 200 人 200 人 200 人 200 人 

  

  

（11）妊婦健康診査 

  

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 
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【事業の目的、概要】 
特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業で、新規

参入施設等への事業経験者の巡回支援や、健康面・発達面の特別な支援が必要な子どもへ

の職員加配を行います。 

 

【現在の状況】 

   国の子ども・子育て支援交付金を活用し、健康面・発達面の特別な支援が必要な子どもに

対する私立認定こども園職員加配の経費補助を実施しています。 

 

【今後の見込み】 

上記の取り組みを推進することで、引き続き特定教育・保育施設等の設置、運営を促進

し、子育て支援環境の充実に努めます。 

  

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 


