
【資料第２号】 

 

 

地域子ども・子育て支援事業におけるニーズ量及び確保方策について 

 

 

１ 概  要 

前回会議資料第３号「人口推計の再算定結果について」に基づき、地域子ども・子育て支援事業の

ニーズ量を再算定し、確保方策の考え方等について見直しを行ったため、ご報告いたします。 

 

 

２ 再算定結果 

  別紙「地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制」のとおり 

   ＊本資料は、文京区子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度～平成 31 年度）【平成 28 年 3

月改定版】より抜粋し、変更箇所を下線で標記しております。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 
  

地域子ども・子育て支援事業とは、教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでな

く、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、子ども・子

育て支援法第 59条の規定に基づき、地域の実情に応じて実施するものです。   

 

 

（１）利用者支援事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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及び必要に応じ相談・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。 

確保方策の考え方 

文京シビックセンターにおいて、保育ナビゲーター、子育てガイド及び母

子保健コーディネーターが中心となり、利用者の支援を進めるとともに、

保護者が集まる身近な場所である子育てひろば（地域子育て支援拠

点施設）や保健サービスセンターと連携を行い、教育・保育施設や地

域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等の

充実を図る。 

●関連事業  【1-1-13 文京区版ネウボラ事業】 

【4-2-2 子育てひろば事業】 

 

量の見込みと確保方策の実施時期 

 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

利用者支援事業 

文京シビックセンター １か所（保育ナビゲーター・子育てガイド） 

子育てひろば  ５か所 

保健サービスセンター ２か所 

 

＜量の見込み（ニーズ量）・確保方策について＞ 

    利用者支援事業は、平成 27 年度から開始する新たな事業であることから、子育てひろば（地

域子育て支援拠点施設）などの既存の子育て支援施設の機能を拡充することで、多くの利用者

に支援ができるよう事業を開始する。平成 28年度以降は、各施設の利用状況を確認の上、量の

見込み（ニーズ量）及び確保方策について適切な見直しを図る。 
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（２）地域子育て支援拠点事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計とニーズ調査における地域子育て支援拠点施設事

業の利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定した。 

確保方策の考え方 

地域子育て支援拠点である、５か所の子育てひろばにおいて、地

域子育て支援拠点事業を実施する。 

なお、平成 28年度より、一部の子育てひろばで、日曜開室を実施

する。 

●関連事業 【4-2-2 子育てひろば事業】 

 

＜事業量算定方法＞ 

４施設で運営した平成25年度の延利用者数が、81,528人/年

であり、事業量は確保していることから、地域的な偏りを解消するた

め、平成 27年度に文京総合福祉センター内子育てひろばを開設し、

合計５か所の事業量とした。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人回/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 
（前回） 

27年度再算定時 
47,900 50,232 51,522 51,785 51,773 

 
（今回） 

28年度再算定時 
 50,232 51,897 52,638 52,758 

子育てひろば事業 5 か所 5 か所 5 か所 5 か所 5 か所 
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（３）妊婦健康診査 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業で

す。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 
将来人口推計における０歳児の人口をニーズ量とした。 

確保方策の考え方 

妊婦の健康リスクを把握し、母体や胎児の健康確保及び経済的負

担の軽減を図るため、妊婦健康診査等に係る費用の一部を助成する。  

また、「妊婦歯周疾患検診」を実施し、歯周疾患のリスクが高まる妊

娠期の口腔衛生の向上を図る。 

●関連事業 【1-1-1 妊娠・出産への支援】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 
（前回） 

27年度再算定時 
1,939 1,955 1,957 1,959 1,957 

 
（今回） 

28年度再算定時 
 1,977 1,996 2,010 1,995 

妊娠・出産への支援 

実施場所：都内の委託医療機関（病院、診療所など）*1 

主な検査項目：体重、血圧測定、尿検査、貧血、血糖検査など 

実施時期：通年 

 

*1 里帰り出産等による都外医療機関、助産所での妊婦健診は、償還払いで費用を助成する。 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

生後４か月以内の乳児の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。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 
将来人口推計における０歳児の人口をニーズ量とした。 

確保方策の考え方 

生後４か月以内の乳児がいるすべての家庭を保健師や助産師が訪

問し、母子の健康管理や子育てに関する情報提供を行う。また、孤立

しがちな子育て家庭における不安や悩みを聞き、支援が必要な家庭を

適切なサービスに結び付けを行う、乳児家庭全戸訪問事業（こんにち

は赤ちゃん訪問事業）を実施する。 

●関連事業 【1-1-3 乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業）】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 
（前回） 

27年度再算定時 
1,939 1,955 1,957 1,959 1,957 

 
（今回） 

28年度再算定時 
 1,977 1,996 2,010 1,995 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

実施体制：保健師・助産師の専門職で実施 

実施機関：２か所 

（保健サービスセンター、保健サービスセンター本郷支所） 
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（５）養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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の実施を確

保する事業です。 

また、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、ネットワーク機関の連携強化を図る取り組

みを実施する事業です。 

確保方策の考え方 

地域において子どもと家庭に関する支援ネットワークを構築し、関係

機関と連携しながら、要保護児童対策地域協議会を運営するほか、

児童虐待への対応及び未然防止を図るため、養育を特に支援する必

要がある家庭への育児支援ヘルパーを派遣するなどの児童虐待防止対

策事業を実施する。 

また、子育て支援講座の開催、児童虐待防止啓発事業、養育家

庭普及活動を行う。 

●関連事業 【1-2-2 児童虐待防止ネットワークの充実】 

量の見込みと確保方策の実施時期 

 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

児童虐待防止ネットワーク

の充実 

要保護児童対策地域協議会の開催 

育児支援ヘルパー派遣回数  790回/年 

子育て支援講座の開催  2回/年 
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（６）子育て短期支援事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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

保護を行う短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間

養護等事業（トワイライトステイ事業）です。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定

した。 

利用意向割合・利用意向日数については、乳幼児ショートステイ事

業及び子どもショートステイ事業の実際の利用実績から算出した。 

確保方策の考え方 

区が指定した福祉施設等において、乳幼児ショートステイ事業及び

子どもショートステイ事業を実施する。また、文京総合福祉センターにお

いては、平成 28年 4月より、トワイライトステイ事業を実施する。 

●関連事業 【4-1-22 子育て短期支援事業】 

 

＜事業量算定方法＞ 

２箇所の施設で年間を通して、定員１名以上を確保していることか

ら、年間の事業量を 730人/年とした。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 
（前回） 

27年度再算定時 
23 24 25 26 26 

 
（今回） 

28年度再算定時 
 195 203 210 217 

子育て短期支援事業  
730 

(365) 

730 

(365) 

730 

(365) 

730 

(365) 

[確保方策]－[ニーズ量]  
535 

(341) 

527 

(340) 

520 

(339) 

513 

(339) 

※文京総合福祉センター内で実施するトワイライトステイ事業については、計画全体の量の見込み

（ニーズ量）及び確保方策の進行管理と合わせ、運用状況等を確認の上、事業量の設定を

行う。 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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方と当該援助を行うことを希望

する方との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定し

た。 

利用意向割合・利用意向日数については、ファミリー・サポート・センター事

業の実際の活動件数(児童の預かりに関する活動)から算出した。 

確保方策の考え方 

文京区社会福祉協議会にて子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポ

ート・センター事業）を実施する。 

●関連事業 【3-1-2 ファミリー・サポート・センター事業】 

＜事業量算定方法＞ 

事業実績より、全体活動件数のうち小学生を対象にした預かりに関する

活動件数の割合を算出し、年度毎に計画している活動件数から事業量を

算定した。 

小学生を対象にした預かりに関する活動件数の割合 約 13％ 

（25年度活動総件数 6,261件 うち小学生の預かり 788件） 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

27

年
度
再
算
定
時 

（
前
回
） 

小学生低学年 508 532 555 573 588 

小学生高学年 291 303 315 337 353 

合  計 799 835 870 910 941 

 

28

年
度
再
算
定
時 

（
今
回
） 

小学生低学年  537 558 576 587 

小学生高学年  302 315 336 356 

合  計  839 873 912 943 

ファミリー・サポート・センター事業  845 858 871 884 

[確保方策]－[ニーズ量]  
6 

(10) 

▲15 

(▲12) 

▲41 

(▲39) 

▲59 

(▲57) 
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（８）一時預かり事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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

う事業です。 

≪幼稚園における在園児を対象とした一時預かり≫ 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

【一時利用の預かり保育】 

将来人口推計とニーズ調査における一時利用の預かり保育の利用

意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定した。 

【定期利用の預かり保育】 

将来人口推計とニーズ調査における定期利用の預かり保育の利用

意向割合及び定期預かり保育利用者の年間延べ平均利用回数（24

年度）からニーズ量を算定した。 

確保方策の考え方 

区立幼稚園全園にて、幼稚園在園児を対象に、幼稚園の教育課

程開始前もしくは終了後及び長期休業中に、預かり保育を実施する。 

また、一部私立幼稚園においても、預かり保育を実施する。（各園で

実施内容は異なる） 

●関連事業 【4-1-14 区立幼稚園の預かり保育】 

 

＜事業量算定方法＞ 

●区立幼稚園 

年間の実施日数を 240 日（平日のみ）と設定し、区立幼稚園

全園の定員数合計が 280 名であることから、年間の事業量を

67,200人日/年とした。 

 

●私立幼稚園 

各園により実施内容が異なることから、平成 25 年度における各園

の実績（定員数×実施日数）から事業量を算定した。 
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量の見込みと確保方策の実施時期 

 

             （単位：人日/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

（
前
回
）
27

年
度
再
算
定
時 

一時利用の預かり保育 50,273 51,597 54,052 57,325 60,187 

定期利用の預かり保育 65,123 66,839 70,019 74,258 77,967 

合  計 115,396 118,436 124,071 131,583 138,154 

（
今
回
）
28

年
度
再
算
定
時 

一時利用の預かり保育  51,120 53,487 56,584 59,496 

定期利用の預かり保育  66,221 69,287 73,299 77,071 

合  計  117,341 122,774 129,883 136,567 

確
保
方
策 

区立幼稚園の預かり保育  67,200 67,200 67,200 67,200 

私立幼稚園の預かり保育  73,695 73,695 73,695 73,695 

合  計  140,895 140,895 140,895 140,895 

[確保方策]－[ニーズ量]  
23,554 

(22,459) 

18,121 

(16,824) 

11,012 

(9,312) 

4,328 

(2,741) 

 

  

[A] 

[B] 

[B-A] 
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≪幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外≫ 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合・利用意向日数からニーズ量を算定

した。利用意向割合・利用意向日数については、各種一時預かり事業

の延べ利用日数から算出した。 

さらに潜在的なニーズとして、ニーズ調査において事業を利用していな

い理由のうち「利用したい事業が地域にない」「空きがない」等を選択し、

一定の条件があえば利用の可能性がある層を加えた。 

確保方策の考え方 

一時保育所である３か所のキッズルームと区立認可保育園 17 園に

おいて、一時預かり事業を実施する。 

●関連事業 【4-1-11 緊急一時保育・リフレッシュ一時保育】 

  【4-1-12 一時保育】 

 

＜事業量算定方法＞ 

●緊急一時保育・リフレッシュ一時保育 

 年間の事業実施日数を 294日（25年度実績）と設定し、各園

の定員の合計数が 38名であることから、11,172人日/年とした。 

確保方策の考え方 

●一時保育 

 キッズルーム毎に、１日の最大受入人数実績と開室日数（25 年

度実績）から事業量を算定した。 

・キッズルームシビック 

17人/日×358日＝6,086人日/年 

・キッズルーム目白台 

12人×293日＝3,516人日/年 

・キッズルームかごまち 

12人×293日＝3,516人日/年 
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量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

（前回） 

27年度再算定時 
20,434 21,245 22,062 22,801 23,398 

（今回） 

28年度再算定時 
 21,132 22,007 22,816 23,458 

確
保
方
策 

緊急一時保育・ 

リフレッシュ一時保育 
 11,172 11,172 11,172 11,172 

一時保育  13,118 13,118 13,118 13,118 

合  計  24,290 24,290 24,290 24,290 

[確保方策]－[ニーズ量]  
3,158 

(3,045) 

2,283 

(2,228) 

1,474 

(1,489) 

832 

(892) 

[A] 

[B-A] 

[B] 
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（９）延長保育事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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

施する事業です。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計とニーズ調査における延長保育事業の利用意向割

合からニーズ量を算定した。 

確保方策の考え方 

全ての区立認可保育園及び私立認可園において、延長保育事業

を実施する。 

●関連事業 【4-1-7 保育園延長保育】 

  【4-1-15 認証保育所の運営補助】 

 

＜事業量算定方法＞ 

本計画中に新たに整備する私立認可保育園について、延長保育定

員数を 10 名と設定し、既存園の延長保育定員数に加算することで、

事業量を算定した。 

また、認証保育所については、年度により区民利用数が変動するた

め、1か所あたりの利用数を 10名と設定し、加算した。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人/日） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

（前回） 

27年度再算定時 
679 704 729 752 771 

（今回） 

28年度再算定時 
 701 729 754 774 

確
保
方
策 

区立認可保育園 

延長保育 
 360 360 360 360 

私立認可保育園 

延長保育 
 403 403 403 403 

認証保育所 

延長保育 
 30 30 30 30 

合  計  793 793 793 793 

[確保方策]－[ニーズ量]  
92 

(89) 

64 

(64) 

39 

(41) 

19 

(22) 
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（10）病児保育事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

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等をする事業です。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合からニーズ量を算定した。 

利用意向割合については、区内２か所の病児・病後児保育施設に

おける、実際の利用延べ人数と定員満員のため利用できなかった人数

の合計から算出した。 

確保方策の考え方 

区が委託する２か所の病児・病後児保育施設で保育を実施する。 

●関連事業 【4-1-13 病児・病後児保育】 

 

＜事業量算定方法＞ 

年間の平均開室日数を 240 日（平日のみ）と設定し、施設の定

員が６名であることから、年間の事業量を 1,440人日/年とした。 

量の見込みと確保方策の実施時期 

（単位：人日/年） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

（前回） 

27年度再算定時 
2,331 2,430 2,527 2,611 2,680 

（今回） 

28年度再算定時 
 2,429 2,527 2,616 2,682 

確
保
方
策 

保坂病児ルーム  1,440 1,440 1,440 1,440 

順天堂病後児ルーム  1,440 1,440 1,440 1,440 

合  計  2,880 2,880 2,880 2,880 

[確保方策]－[ニーズ量]  
451 

(450) 

353 

(353) 

264 

(269) 

198 

(200) 
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（11）放課後児童健全育成事業 

子ども・子育て支援法 

等における事業概要 

保護者が就労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、授業の終了後に児童館や小学校の教室等を利用して適切

な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

量の見込み（ニーズ量） 

の 算 定 方 法 

将来人口推計と利用意向割合からニーズ量を算定した。 

利用意向割合については、ニーズ調査における育成室利用率と実際

の育成室利用率を比較し、その偏差を補正した。 

さらに潜在的なニーズとして、ニーズ調査において事業を利用していな

い理由のうち「空きがない」「経済的な理由」等を選択し、一定の条件が

あえば利用の可能性がある層を加えた。 

確保方策の考え方 

【小学生低学年】 

現在の育成室事業を継続し、計画期間中に 8か所の育成室を新た

に整備する。また、平成 28 年度から育成室の保育時間終了時刻を

30分伸ばし、18時 30分までとする。 

●関連事業 【4-1-18 育成室の整備及び運営】 

 

＜事業量算定方法＞ 

本計画中に新たに整備する育成室について、定員数を概ね 40 名と

設定し、既存育成室の定員数に加算することで、事業量を算定した。 

【小学生高学年】 

計画期間中に全区立小学校20校において、放課後全児童向け事

業を実施し、放課後の居場所を提供する。 

●関連事業 【2-1-2 放課後全児童向け事業】 
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量の見込みと確保方策の実施時期 

【小学生低学年】                                   （単位：人/日） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

（前回） 

27年度再算定時 
1,481 1,550 1,618 1,673 1,716 

（今回） 

28年度再算定時 
 1,550 1,610 1,661 1,693 

育成室の整備  1,548 1,628 1,668 1,668 

[確保方策]－[ニーズ量]  
▲2 

（▲2） 

18 

（10） 

7 

（▲5） 

▲25 

（▲48） 

 

【小学生高学年】                                   （単位：人/日） 

項  目 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

量の見込み（ニーズ量）      

 

（前回） 

27年度再算定時 
294 306 319 341 357 

（今回） 

28年度再算定時 
 303 316 338 359 

放課後全児童向け事業     20校 

  

＜放課後全児童向け事業の実施にあたって＞ 

本事業は、保護者や地域等の事業体制を整える必要があるため、毎年度の進行管理と合わせ、

事業量の見直しを図る。 

また、各校の運営委員会へ育成室担当者が出席し、連携を密にするとともに、組織改正の検討及

び総合教育会議を踏まえて部局間の連携を強化する。さらに、年少人口の増加等の要因から余裕

教室の確保は困難な状況であるが、事業実施場所を固定せず、工夫するとともに、小学校改築など

の機会をとらえ、実施場所の確保について教育委員会と協議を行う。 

加えて、平成３１年度までに、区立小学校２０校中、学校内又は近隣に育成室がある１０校

で、育成室の児童が放課後全児童向け事業のプログラムに参加できることを目指す。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その

他の事情を勘案して、区が定める基準に該当するものに係る支給認定子どもが、特

定教育・保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合にお

いて、当該特定支給認定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その他これらに類する費用として区が定めるもの

の全部又は一部を助成する。 

 

 

（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 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 


