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１ 「量の見込み」とは

Ⅰ 教育・保育区域の設定

地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域であり、地理的条件、人口、交通事情等の社会的

条件や教育・保育施設の整備の状況等を総合的に勘案して設定します。（子ども・子育て支援法第６１条、基本指針（案）第三の二の

１関係） 例)小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等

※教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業で共通の区域設定が基本となります。

※教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業の利用の実態に応じて、子どもの認定区分ごと、支援事業ごとに設定することができます。

※教育・保育提供区域は、教育・保育施設や地域型保育事業の認可・認定の際に行われる需給調整の判断基準となります。

Ⅱ 量の見込み

子ども及びその保護者の教育・保育の利用状況及び利用希望把握調査等により把握する利用希望を踏まえて、教育・保育提供 区域

ごとに各年度の教育・保育の量の見込みをとりまとめます。

※量の見込みの具体的算出方法

(内閣府資料より：市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き（抄））

量の見込みの具体的算出方法については、（当該）標準的な算出方法によることが望ましい。この標準的な算出方法は、子ども・子

育て支援法に基づく基本指針の概ねの案について」の「調査票のイメージ」の設問項目を活用したものとなっている。

なお、本手引きは、市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの標準的な算出方法を示すものであり、地方版子ども・

子育て会議等の議論等を踏まえたより効果的、効率的な方法による算出を妨げるものではない。ただし、この場合においても、「潜在

ニーズを含めて量の見込みを把握し、それに対応する確保方策を定める」という制度の基本的考え方を踏まえる必要があることに留意すること。

Ⅲ 確保の方策

教育・保育提供区域ごと及び子どもの認定区分ごとに、教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めます。
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２ 「量の見込み」を算出する項目
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教育・保育施設及び地域型保育事業
（手引き）集計対象年齢 （参考）給付対象年齢

1 １号認定 （認定こども園及び幼稚園） ＜専業主婦（夫）家庭、就労時間が短い家庭＞ 3歳以上のみ 3～5歳

2 ２号認定①（幼稚園） ＜共働きであるが、幼稚園の利用を希望している家庭＞ 3歳以上のみ 3～5歳

２号認定②（認定こども園及び保育所） ＜共働き家庭＞ 3歳以上のみ 3～5歳

3 ３号認定 （認定こども園及び保育所＋地域型保育事業） ＜共働き家庭＞ 0歳、1・2歳 0歳、1・2歳

地域子ども・子育て支援事業※1 （手引き）集計対象年齢 （参考）事業対象年齢

1 時間外保育事業 0～5歳 0～5歳

2 放課後児童健全育成事業（放課後子どもプラン） 5歳 小学校低学年、高学年

3 子育て短期支援事業 0～5歳 0～18歳（0～15歳※2）

4 地域子育て支援拠点事業 0～2歳 0～2歳（0～5歳※2）

5 一時預かり事業（①幼稚園における在園児を対象とした一時預かり、②その他の一時預かり） ①3～5歳、②0～5歳 ①3～5歳、②0～5歳

6 病児保育事業 0～5歳 0～12歳（0～5歳※2）

7 子育て援助活動支援事業 5歳 0～12歳

8 利用者支援事業 0～5歳 0～12歳

利用希望把握調査等を踏まえ、市町村子ども・子育て支援事業計画で定める「教育・保育提供区域」ごとに、次の教育・保育

施設等について「量の見込み」を算出します。

（以下、内閣府資料：「市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き」による。）

※1 地域子育て支援事業の13事業のうち、基本指針（案）別表第三に基づき、利用希望把握調査等により把握し、目標事業量を設定する事業に

ついて算出します（乳児家庭全戸訪問事業等については、出生数等を勘案して目標事業量を設定します。）。

※2  （参考）本市の事業実施要綱等で規定する対象年齢



(2)現在の家庭類型 (3)潜在的な家庭類型

(4)家庭類型別児童数
(6)量の見込みの算出
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(5)利用意向

・基本型

３ 「量の見込み」算出の手順

3

<児童数の推計>

計画期間(H27～H31)に

おける教育・保育提供区

域ごとの年齢別児童数

の推計

※長野市将来人口推計

(平成26年1月推計)による

<家庭類型に分類>

子どもの父母の有無、

就労状況等から「家庭
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からタイプFまでの８種

類に分類

※利用希望把握調査

(ニーズ調査)結果により

分類

<就労意向を反映>

母親の就労意向等に

より家族類型タイプを

転換し、潜在的な家

庭類型（割合）を算出

※利用希望把握調査

(ニーズ調査)結果により

分類

<類型別量の算出>

家庭類型別の児童数

(4)に今後の利用意向

(5)を乗じて、量の見込

みを算出

「家庭類型別児童数」

×

「利用意向」

＝「量の見込み」

１号認定(3～5歳)

２号認定(3～5歳)：幼稚園

２号認定(3～5歳)：保育所等

３号認定(0～2歳)

(1)提供区域の児童数推計
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<類型別意向割合>

ニーズ調査の各回
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４ (1) 提供区域の児童数推計

教育・保育提供区域ごとの推計児童数

計画期間における教育・保育提供区域ごとの年齢別児童数の推計（下記算出例：ウ）

「市全体の推計児童数（人）※１」 ×「教育・保育提供区域の児童数の市全体に占める割合※2」

＝「各提供区域ごとの推計児童数（人）」

※1市全体の推計児童数（ 「長野市将来人口推計(平成 26年１月推計、長野市調べ)」 下記算出例：ア）

※2各提供区域の児童数の市全体に占める割合（平成22年から平成25年までの平均値）（下記算出例：イ）

4

ウ ①区域推計児童数イ ①区域児童数割合ア 長野市将来人口推計

（市全体）

年齢

0歳 2,836人 ×××× 4.5％ ＝＝＝＝ 129人

1歳 2,929人 ×××× 4.6％ ＝＝＝＝ 133人

2歳 3,036人 ×××× 4.6％ ＝＝＝＝ 139人

3歳 3,149人 ×××× 4.3％ ＝＝＝＝ 137人

4歳 3,246人 ×××× 4.3％ ＝＝＝＝ 140人

5歳 3,321人 ×××× 4.4％ ＝＝＝＝ 147人

6歳 3,267人 ×××× 4.6％ ＝＝＝＝ 149人

7歳 3,307人 ×××× 4.8％ ＝＝＝＝ 158人

8歳 3,452人 ×××× 5.0％ ＝＝＝＝ 173人

9歳 3,346人 ×××× 4.9％ ＝＝＝＝ 165人

10歳 3,462人 ×××× 5.0％ ＝＝＝＝ 172人

11歳 3,643人 ×××× 4.9％ ＝＝＝＝ 178人

<算出例：平成27年度 ①（第一、第二、第四及び芋井）区域における１号認定（認定こども園及び幼稚園）の量の見込み>

424人



５－１ (2) 現在の家庭類型 その１

現在の家庭類型の分類

利用希望把握調査（ニーズ調査）の回答結果を活用し、対象となる子どもの「父母の有無」、「就労状況」や「現在の利用

状況及び今後の利用意向」に着目し、タイプA からタイプFまでの８種類の「家庭類型」に分類します。
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1号該当

1号該当

2、3号該当

1号該当

1号該当

2、3号該当

2、3号該当

2、3号該当

認定区分家庭類型 就労状況等

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

※

（就労時間：月120時間以上あるいは「下限時間～120時間のうち、保育所等を利用する可能性の高い者」）

タイプＣ′

フルタイム×パートタイム

※

（就労時間：月下限時間未満あるいは「下限時間～120時間のうち、幼稚園等を利用する可能性の高い者」）

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

※

（就労時間：双方が月120時間以上あるいは「下限時間～120時間のうち、保育所等を利用する可能性の高い者」）

タイプＥ′

パートタイム

※

×パートタイム

※

（就労時間：いずれかが月120時間以上あるいは「下限時間～120時間のうち、幼稚園等を利用する可能性の高い者」）

タイプＦ 無業×無業

月120時間以上 ⇒ ＝両親ともフルタイムの就労に近い場合を想定 →2号、3号認定のうち、「保育標準時間利用」

下限時間～月120時間 ⇒

＝両親の両方又はいずれかがパートタイムで就労する場合を想定 → 2号、3号認定のうち、 「保育短時間利用」

【ＣとＣ´（ＥとＥ´）の区分】

現在の利用状況及び今後の利用意向を勘案し，幼稚園を利用する可能性が高い者をＣ´（Ｅ´）に区分する。

下限時間未満 ⇒

下限時間＝保育の必要性の認定の対象となる就労時間の下限

４８～６４時間／月の間で市町村が定める

【参考】長野市では原則として６４時間／月（４ｈ×４日×４週）

※パートタイムの就労時間



５－２ (2) 現在の家庭類型 その２
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母親

フルタイム就労

育休・介護休暇中

パートタイム就労

育休・介護休暇中

現在は就労していない

就労したことがない

父親 120時間以上

120時間未満

下限時間以上

下限時間未満

フルタイム就労

育休・介護休暇中

パートタイム就労

育休・介護休暇中

120時間以上

120時間未満

下限時間以上

下限時間未満

現在は就労していない

就労したことがない

就労状況に着目した家族類型のイメージは、以下の表の関係になります。

※表中 は、１号認定の対象となり、表中 は、タイプＡを加え、2号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定さ

れる者を含む。）及び３号認定並びに時間外保育事業及び放課後児童健全育成事業の対象となります。

なお、地域子育て支援拠点事業等については、全ての家庭類型が対象となります。

タイプB

タイプC

タイプC

タイプC´

タイプE

タイプC´

タイプE´

タイプD

タイプD

タイプF

○
α  

○
β  

○
α  

○
β  



６ (3) 潜在的な家庭類型、(4) 家庭類型別児童数

潜在的な家庭類型と家庭類型別児童数

分類した家庭類型に今後の母親の就労意向を反映させ、「潜在的な家庭類型」分布を算出します。

計画期間における量の見込みの算出に係る「家庭類型別児童数」は、この潜在的な家庭類型割合に推計児童数（前出

算出例：ウ）を乗じて算出します。

「推計児童数（人）」×「潜在家庭類型（割合）」＝「家庭類型別児童数（人）」
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×××× 29人＝＝＝＝6.8％Ａ

424人

■①区域の推計児童数

【３～５歳】

■①区域の潜在家庭類型割合 ■①区域の家庭類型別

児童数 【３～５歳】

×××× Ｂ 25.0％ ＝＝＝＝ 106人

××××
Ｃ 38.6％ ＝＝＝＝ 164人

××××
Ｃ′ 4.5％ ＝＝＝＝ 19人

××××
Ｄ 22.7％ ＝＝＝＝ 96人

××××
Ｅ 0.0％ ＝＝＝＝ 0人

××××
Ｅ′ 0.0％ ＝＝＝＝ 0人

××××
Ｆ 2.3％ ＝＝＝＝ 10人

××××
計 100.0％ ＝＝＝＝ 424人

<算出例：平成27年度 ①（第一、第二、第四及び芋井）区域における１号認定（認定こども園及び幼稚園）の量の見込み>

125人



７ (5) 利用意向、(6) 量の見込みの算出
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■①区域の量の見込み

【３～５歳】

■①区域の利用意向率

【３～５歳】

■①区域の家庭類型別

児童数 【３～５歳】

Ｃ′ 19人 ×××× 100.0％ ＝＝＝＝ 19人

Ｄ 96人 ×××× 77.8％ ＝＝＝＝ 75人

Ｅ′ 0人 ×××× 0.0％ ＝＝＝＝ 0人

Ｆ 10人 ×××× 100.0％ ＝＝＝＝ 10人

計 125人 104人

(ⅰ) 利用意向

利用意向把握調査（ニーズ調査）の各回答結果から「利用意向率」及び「利用意向※」を算出します。

※子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業については、

「利用意向（＝利用意向率×利用意向日数）」を用います。

(ⅱ) 量の見込みの算出

量の見込みは、 「家庭類型別児童数」に利用意向率又は利用意向を乗じて算出します。

「家庭類型別児童数」×「利用意向率又は利用意向」＝「量の見込み」

<算出例：平成27年度 ①（第一、第二、第四及び芋井）区域における１号認定（認定こども園及び幼稚園）の量の見込み>

◆1号認定の対象となる家庭類型 ：タイプＣ′、タイプＤ、 タイプＥ′、タイプＦ

◆対象年齢：３～５歳

◆利用意向率：対象となる家庭類型における３～５歳児童のうち、平日、幼稚園もしくは認定こども園を定期的

に利用したいと回答した人の割合


