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札幌市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について

（はじめに）

・札幌市子ども・子育て支援事業計画（以下、「事業計画」といいます。）は、子ども・

子育て支援法（以下、「法」といいます。）の定めに基づき市町村に策定が義務付けら

れており、本市では、新・さっぽろ子ども未来プランの第 5章に盛り込んでいます。
・法に基づき、事業計画は５ヵ年を一期として、教育・保育、及び地域子ども・子育て

支援事業に係る需給計画を定めることとされています。

・札幌市で需給計画を定めるに当たっては、一部の事業を除き、国から示された手引き

等に基づき市民に対するアンケート調査（ニーズ調査）を実施しその結果を踏まえ、

ニーズ量を算出しています。

・また、子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」といいます。）に係る国の基本指

針において下記事項が定められており（一部表現を改めています）、これに基づき、事

業計画の進捗状況等について報告するものです。

① 市町村は各年度において、事業計画に基づく施策の実施状況等について点検、評価

し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施すること。

② 市町村は計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、事業計画の見直しを行

なうこと。

１ 平成 28年４月時点における「教育・保育」需給状況について
（１） 保育（２号（うち教育利用希望強い場合を除く）、３号）における需給状況

① ニーズ量

２号 ３号 計 ２号 ３号 計 ２号 ３号 計

13,828 12,612 26,440 14,068 12,733 26,801 240 121 361

計画値 実績値 差（実績値-計画値）

→（進捗状況）

計画値（潜在需要も含めたニーズ量の推計値）を上回る実績が発生しています。

→（要因）

事業計画策定時よりも、保育に対する市民ニーズが増大しているものと推察されます。

→（対策）

市民向けにニーズ調査（項目２を参照）を再実施し、事業計画の中間年度見直しについて

検討します。
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② 供給量

２号 ３号 計 ２号 ３号 計 ２号 ３号 計

14,094 12,506 26,600 13,858 12,413 26,271 -236 -93 -329

計画値 実績値 差（実績値-計画値）

→（進捗状況）

２号・３号とも供給量が計画値に達していません。

→（要因）

認可外保育施設の認可施設（事業）への移行が計画値を下回ったこと等によるものです。

→（対策）

  ・認可保育所の新規整備等により供給量を増加させることを検討しています。

  ・市民向けのニーズ調査で再算出されたニーズ量に結果次第で、必要に応じて供給量の確

保に関する考え方について見直しを検討します。

（２） 教育（１号、及び２号のうち教育利用希望強い場合）における需給状況

① ニーズ量

差(実績-計画)

１号 ２号 計 １号（※１） ２号 計 計

23,127 3,991 27,118 25,363 1,184 26,547 -571

※１：平成28年度学校基本調査（H28.5.1時点）の数値に基づく。

計画値 実績値

→（進捗状況）

計画値（潜在需要も含めたニーズ量の推計値）を上回る実績は発生しておらず、特に対策

等が必要な状況とはなっていません。

② 供給量

差(実績-計画)

１号 ２号 計 １号（※１） ２号 計 計

26,667 1,025 27,692 26,762 897 27,659 -33

※１：平成28年度学校基本調査（H28.5.1時点）の数値に基づく。

計画値 実績値

→（進捗状況）

計画値と同程度の供給量を確保しており、特に対策等が必要な状況とはなっていません。
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２ ニーズ調査の実施について

   上記１（１）のとおり、事業計画策定時よりも保育に対する市民ニーズが増大している

ものと推察されることから、市民ニーズを再把握するためにニーズ調査を実施いたします。

① ニーズ調査の実施概要

平成 25年 11月に実施した調査内容をベースに、
   ・保育ニーズに係る再調査を実施します。

   ・対象は前回同様、就学前児童から 15,000人を無作為抽出します。
   ・アンケートの内容及びニーズ量については、前回同様に国の示している調査項目及び

ニーズ量算出の手引き等を基に作成（算出）します。

② スケジュール概要

事業計画の見直しを行なう場合のスケジュール概要は下記のとおり。

時期 札幌市子ども未来局 札幌市子ども・子育て会議

H28.9.15 ニーズ調査実施の報告     →  報告受

H28.9～10  ニーズ調査実施（翌月末〆）

H28年末 ニーズ量概算の算出

H29.1 調査結果概況の報告      →  報告受

H29.3 見直し後の計画案策定

H29.4～ 計画案の承認依頼       → 報告受・承認

３ 平成 27年度の「地域子ども・子育て支援事業計画」の需給状況等について
（１） 新・さっぽろ子ども未来プランに未掲載の事業について

   下記の２事業については、新・さっぽろ子ども未来プランにおいて「国の動向を踏まえ

ながら、事業の実施に向けて検討」と記載しているものです。この２事業の現時点におけ

る実施状況について報告いたします。

  ① 多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業

（事業内容）

新たに認可施設（事業）に参入する教育・保育施設等の事業者に対して、事業運営

が軌道に乗るまでの間、事業運営上の相談・助言等を行なうもの。

（実施状況）

 平成 27年度から開始。平成 27年度は新たに認可施設（事業）に参入した７７施設
全てに対し、相談・助言等の支援を実施。

② 実費徴収に係る補足給付を行なう事業

（事業内容）

生活保護世帯にかかる副食材料費（１号のみ）及び文房具などの購入・遠足等の行

事参加費等（１～３号）に関する実費徴収額を補助する事業。

（実施状況）

 平成 28年度から開始。札幌市の１～３号認定を受けた生活保護世帯に対し補助を行
なう（私学助成の幼稚園を利用する場合は、今後も世帯が実費負担）。
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（２） 新・さっぽろ子ども未来プランに掲載されている事業の需給状況について

①  ニーズ量

（※２）

  ア）計画値（A）が、全ての潜在ニーズに対応できるよう当該事業を毎日利用する等の前
提で構築されており、実際の利用形態（毎日ではなく隔日や不定期での利用等）より

多く見積もられているもの。

  イ）ニーズ調査によらず市の推計により計画値（A）を算定しているが、この値に関わら
ず実際の利用希望者（実績値（B））は全て利用できる事業

  ウ）利用希望者は全て利用できている事業

  ② 供給量

計画値 実績値 実績-計画
A B C=B-A

1 利用者支援事業 カ所 20 20 0

2 時間外保育事業 人 16,737 10,120 -6,617
ア参照
ウ参照

3
放課後児童健全育成
事業

人 14,285 15,217 932 ウ参照

4 子育て短期支援事業 人日 485 1,562 1,077 ウ参照

5
地域子育て支援拠点
事業

人回 32,868 24,143 -8,725
ア参照
ウ参照

6 一時預かり事業
幼稚園の在園児対
象

人日 1,269,553 760,916 -508,637
ア参照
ウ参照

一時預かり事業
（幼稚園実施分を
除く）

人日 38,406 ア参照

子育て援助活動支
援事業（病児・緊急
対応除く）

人日 9,482
ア参照
ウ参照

病児保育事業 人日 2,294 ア参照

子育て援助活動支
援事業（病児・緊急
対応強化）

人日 947
ア参照
ウ参照

9
子育て援助活動支援
事業（就学後）

人日 64,029 4,908 -59,121
ア参照
ウ参照

10
乳児家庭全戸訪問事
業

人 13,992 14,107 115 イ参照

11 養育支援訪問事業等 人 3,994 4,897 903 イ参照

12 妊婦健診診査 人回 203,728 173,306 -30,422 イ参照

（※１）　新・さっぽろ子ども未来プランの第5章、95～96Pの事業名。一部表現を簡素にしています。

Cの説明
（※２）

一時預かり事業

病児保育事業、子育て
援助活動支援事業

No

7

8 141,748

525,050

事業名（※１） 内訳 単位

-477,162

-138,507
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計画値 実績値 実績-計画
D E F=E-D

1 利用者支援事業 カ所 19 19 0

2 時間外保育事業 人 25,563 24,574 -989 エ参照

3
放課後児童健全育成
事業

人 16,753 16,918 165

4 子育て短期支援事業 人日 6,597 6,597 0

5
地域子育て支援拠点
事業

人回 63,234 58,320 -4,914 エ参照

6 一時預かり事業
幼稚園の在園児対
象

人日 836,494 1,053,100 216,606 オ参照

一時預かり事業
（幼稚園実施分を
除く）

人日 254,896 292,530 37,634 オ参照

子育て援助活動支
援事業（病児・緊急
対応除く）

人日 266,971 285,742 30,846 オ参照

病児保育事業 人日 6,468 6,468 0 オ参照

子育て援助活動支
援事業（病児・緊急
対応強化）

人日 97,030 84,510 -12,520 エ参照

9
子育て援助活動支援
事業（就学後）

人日 57,095 60,487 3,392 オ参照

10
乳児家庭全戸訪問事
業

人 13,992 14,107 115 カ参照

11 養育支援訪問事業等 人 3,994 4,897 903 カ参照

12 妊婦健診診査 人回 203,728 173,306 -30,422 カ参照

（※１）　新・さっぽろ子ども未来プランの第5章、95～96Pの事業名。一部表現を簡素にしています。

単位
Fの説明
（※２）

7 一時預かり事業

8
病児保育事業、子育て
援助活動支援事業

No 事業名（※１） 内訳

（※２）

  エ）実績値（E）＜計画値（D）だが、ニーズ量実績（B）を上回る供給量（E）が確保で
きている事業。今後も計画達成に向け体制整備に努める。

  オ）実績値（E）＞計画値（D）であり、ニーズ量実績（B）も上回っていることから、十
分に供給量が確保されている。

  カ）①の値に合わせて供給量を確保するもので、計画値・実績値とも①と同じ値にしてい

る。
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