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はじめに 

  

平成 20 年 7 月に閣議決定された「５つの安心プラン」において、未来を担う「子ども

たち」を守り育てる社会を構築するための方策として、子育てサービス利用における運用

改善や兄弟姉妹のいる家庭が利用しやすいサービスの工夫について取り組むこと等が盛り

込まれました。 

 

また、社会保障国民会議においても、きょうだいが別々の保育所になったり、年度途中

の入所が難しく、育児休業を切り上げざるをえないなどの現状の課題を踏まえて、予約制

の導入や兄弟姉妹の同じ保育所への優先入所を推進するため、平成 20 年度中のできるだ

け早期に、先進的な取組事例集を作成し、自治体への周知を実施することとされたところ

です。 

 

このような指摘を踏まえて、本事例集は、入所予約を導入している事例、兄弟姉妹の同

じ保育所入所を推進している事例、休日保育事業に積極的に取り組んでいる事例など、地

方自治体が工夫し、利用者のニーズに沿った施策を展開している事例につき、事例の概要・

背景、取組のきっかけ・内容及び効果・他の自治体が行う際の注意事項等について、実際

に住民に説明する際の資料などの関係資料をあわせて、取りまとめたものです。本事例集

を参考として、各地域の実情に応じ、より一層利用者の立場に立った保育行政の取組が推

進されることを願っています。 

最後に、本事例集の作成に当たって、ご協力いただいた市町村担当者の皆様に深く感謝

申し上げます。 

 

 平成 21 年３月 

           

          厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 

                                  今 里   讓 
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○ 事例の概要 

保護者が入所予約制を活用し、その子どもに係る将来の保育所入所の内定を受けられる

ようにすることで、保護者が育児休業の取得後に、円滑に職場復帰できるような環境を整

え、安心してゆっくりと子育てを楽しんでもらう。妊娠中の仮申込みも受け付け、里帰り

出産者等がこの手続きをとることで出産後の手続きが簡便になっている。予約の申込みの

対象となるのは、申込みの対象となる子どもが出生時から継続して品川区民であること、

法定の育児休業（別紙○）を１歳の誕生日の前日もしくはそれ以降まで取得すること、保

護者が育児休業前と同様の勤務に復帰すること、入所するクラスが０～２歳児であること

の条件を満たす方としている。 

 

○ 背景、取組のきっかけ 

保育所は４月以外の入所が難しく、子育てをしながら働き続けることを希望する保護者

にとっては保育所の入所が職場復帰への関門となっている。 

そのため、品川区では平成１１年度から年度途中の産休・育休明け入所予約制度を実施

し、年間４０名程度の枠を設け保護者の職場復帰を支援してきた。制度導入後は、社会情

勢の変化や法改正に伴い育児休業制度が普及したことも手伝って、予約申込み者数が倍増

するとともに、近年では１歳以降の職場復帰を予定する者が大半を占めるようになってき

ていた。 

この状況に加えて、当区では、子育て支援施策の重点課題として、乳児期における家庭

内保育の充実を図ることを目指し、育児休業の法定期間までの取得を促進するため、平成

２１年度の入園から新しい入園予約制度を導入した。 

新制度では、保育所入所のために、育児休業を切り上げる、職場復帰が困難になり退職

をせざるを得ない等の状況を回避するため、法定年齢までの取得が可能となるよう受入れ

人数も拡大したところである。 

 

 

１－１ 東京都品川区の事例 

１ 入所予約制を導入している事例 
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○ 内容及び効果 

新制度では、当年度中に、翌年 5 月以降の入所予約を受ける。平成２１年度の申込みに

ついては、公立保育所４０か所のうち、幼保一体施設の 3 か所を除く３７か所で実施して

いる。予約の受入れ枠は 0 歳児クラスが９０名程度、1・2 歳児クラスは計７０名程度、

定員弾力化を行い対応している。申込みは出産月の翌月末まで、受入れ枠を超える申込み

があった場合は選考となり、0 歳児クラスは四半期毎、１・2 歳児クラスは年度毎に行う

ため、選考結果がでるのは復帰月によって異なる。平成２１年度第 3 四半期までの復帰予

定の 0 歳児クラスの申込み者数は計１８３名、平成２１年度中の 1・2 歳児クラスでの申

込み者数は２６名であり、そのうち 0 歳児クラスは 70 名、１・２歳児クラスは２１名が

内定している。 

早くから保育所入所が決まることで、家庭でゆっくりと愛情を育んでもらい、また、内

定保育所の行事への参加などを通して、安心して地域で子育てができる。 

 

○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

入所が内定した方からは、「早く決まって安心」、「保育所入所の心配がなく、職場復帰が

スムーズにできる」といった声がある。反面、法定の育児休業が保障されない職種や自営

業者などからは、年度途中の枠を設けることによる４月入所枠への影響や、申込みができ

ないことへの意見・苦情がある。このような声に対しては、制度の説明を行い、理解をい

ただいているところである。 

制度設計にあたっては、申込み時期や入所の審査方法等について検討を重ね、制度の趣

旨を損ねないように留意した。また、平成１１年度からの実績を踏まえて新制度を実施し

たため、現場の保育士からの理解も得られた。さらに、人員については非常勤職員等を配

置する等、運営を工夫することで実施ができた。 

保育所の申込み者数が増加する傾向がある中、入所予約枠の維持と予約によらない入所

児の受入れ枠の両立が課題と考えている。 
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○ 事例の概要 

産休明け・育児休業終了後の職場復帰が決まっている場合、年度途中の入所申請につい

て、４月当初の入所申込と同時に申し込み、予約することにより、働く母親の育児や仕事

復帰への不安を解消する。また、年度途中に生まれる子の予約も受け付け、４月当初に予

約分も含む入所児童数に応じた保育士配置をする。 

また、兄弟姉妹がすでに入所している場合は、優先的に同じ園に入所できるよう、入所

の抽選時には、兄弟姉妹がいる場合は抽選対象から外している。 

      

○ 背景、取組のきっかけ 

当町は福井市・坂井市・勝山市に隣接し、福井市への通勤に便利が良いため、核家族が

増加している。また、福井大学医学部付属病院や県立大学、専門学校があり、学生や大学

関係者の居住地区として、若い世代が増加する傾向にある。そのため、保育所入所児の低

年齢化が進み、保育所に入所する割合も高くなっている。 

育児休業制度が整備されてきたものの、中小企業が多い福井ではまだまだ充分といえな

い。職場環境、経済的負担の増等で年度途中に入所希望をする保護者には、0 歳児、1 歳

児の低年齢児が多く、施設面では受入可能であっても保育士等が不足していることから、

やむを得ず、一時的に第１希望でない保育所に入所することがあった。 

そこで、産休明け・育児休業明けに入所できるようになっていれば、安心して職場に復

帰でき、育児不安の解消に繋がることから、次年度の４月入所申込時に、同時に申請を受

付けるようにし、予約児として登録しておくようにした。 

 

○ 内容及び効果 

産休・育児休業明けが決まっている場合は、４月入所児と同時に途中入所の申込をし、

入所の予約をしておく。この時入所申請をしておけば、希望の保育所に入所が可能となる。

入所の時期２か月前に再度入所希望の調査を行い、面接等を行いスムーズに職場復帰がで

きるようにする。 

利用者は、平成１９年度の予約児数１８名、平成２０年度２４名である。 

保護者からは、産休・育児休業明け復帰直前に保育所を探さなくてもよいため、安心し

て育児ができる、希望の園に入所できると評価されている。 

１－２ 福井県永平寺町の事例 
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○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

保育士が足りない状況の中、年度途中の保育士確保は大変困難である。年度途中の入所

希望者を見込んだ上で、保育士を４月当初に配置するため、年度途中の入所希望者が増加

するたびに保育士を募集せずともよく、入所当初は余裕のある保育士で迎えられるといっ

た利点もある。入所予約がキャンセルされた場合は、予約によらない申込者の入所が可能

となる。 

しかし、転入や情報不足などで年度途中の入所申込みも多く、平成１９年度は２３人、

平成２０年度は２０人が予約によらない入所であった。保育所入所の情報は、はじめての

育児をしている保護者には伝わりにくいのが現状であり、育児中の親が集まる場所を利用

しながら広く情報提供をしていく必要があると考えている。 
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○ 事例の概要 

保育所入所申込みの際に、入所を希望する児童が、兄又は姉の入所している保育所を希

望した場合には、母子・父子世帯に属する児童を除き、優先して当該保育所に入所を決定

する。 

 

○ 背景、取組のきっかけ 

第２子以降の児童の保育所入所決定においては、希望保育所の定員を超えた場合には母

子・父子家庭に属する児童を除き、優先して希望保育所への入所を行っていなかったが、

人口増や保護者の就労形態の多様化による保育に欠ける児童の増加に伴い、兄弟姉妹が同

じ保育所に入所できないケースが発生していた。保育の実施を希望する保護者は、第２子

以降についても当然保育に欠けることが予想されること、また、第１子との別々の保育所

への入所となれば卒園までの間、保護者の負担感が増加することから、子育て支援として、

多子世帯の負担軽減を図るため、平成１９年度入所決定分から、母子・父子世帯を除く他

の世帯よりも優先して兄又は姉の入所している保育所に入所決定することとしている。 

 

○ 内容及び効果 

保育所入所にあたり、兄又は姉が入所している保育所と同じ保育所を希望した場合には、

他の世帯（母子・父子世帯を除く）に優先して当該希望保育所への入所を決定している。

保護者は、兄弟姉妹が同じ保育所に通うことにより、保育所への送迎や保育所行事の参加

などに別々の保育所に通った場合と比較して負担の軽減ができている。また、多子世帯に

おいても安心して就労等による子育てが出来ることへの支援につながっているものと思わ

れる。 

平成２１年度の新規の入所予定においては、１２名が兄又は姉と同じ保育所に入所決定

している。 

 

 

２－１ 北海道音更町の事例 

２ 兄弟姉妹の同じ保育所入所を推進している事例 
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○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

 入所児童の弟又は妹を同じ保育所に優先して入所決定した際には、他の保護者からは特

に異論はない。これは、第２子の誕生時には同じ利用が可能であるとの認識が浸透してい

るためと考えている。ただし、兄弟姉妹が同時に新規の入所希望をした場合には、当該希

望保育所の定員を超えた場合に入所枠が少ないことから、優先とはしていない。この場合

には、卒園まで保護者に負担がかからないよう、次年度において兄弟姉妹いずれかの保育

所への転園を優先し、同じ保育所に入所できるよう配慮することとしている。 

 







 

 17

 

 

 

○ 事例の概要 

定員枠を超える途中入所の申込があった場合には、原則として入所を承諾して

いないが、兄弟姉妹が同時入所している場合など、特別な事情がある場合には、

定員枠を超えて入所を承諾している。 

 

○ 背景、取組のきっかけ 

小松市は、石川県西南部に広がる加賀平野の中央に位置する人口１０９，３７

４人（平成２０年４月１日）の産業都市である。 

本市における平成２０年４月時点の就学前児童数は６，２８０人で、その５９．

１％にあたる３，７０９人が保育所に入所している。保育所の定員は、公立が１，

４４５人、民間立が３，１５５人、計４，６００人で、待機児童はない。保育を

取り巻く近年の傾向としては、共働き家庭や核家族の増加に伴い、特に３歳未満

児の途中入所の増が顕著になっている。 

このような状況の中、兄または姉が既に入所しているにもかかわらず、２人目

以降の子どもが同じ保育所へ入所することが困難になる可能性が懸念されたた

め、送迎や行事への参加にかかる保護者の負担の軽減を図ることや、兄または姉

が既に入所している保育所で弟または妹が安心して保育を受けられることなど

を目的として、平成１７年４月１日に途中入所に関する基準を定めた。 

 

○ 内容及び効果 

保育所入所の承諾に当たっては、第 1 希望から第 3 希望まで全ての保育所に

おいて定員に達している場合、原則として近隣の定員に達していない保育所への

入所を斡旋することとしている（現在まで該当なし）。また、定員枠を超える途

中入所は原則承諾しないが、特別の事情がある場合には、定員枠を超えて承諾す

ることができることとし、兄弟姉妹の同時入所、病気やけがによる再入所、通園

方法が限定されている場合等を想定している。 

保育所入所申込書には、申込児童以外で既に保育所に入所している同一世帯の

兄弟姉妹等の名前と年齢、保育所名を記入する欄がある他、児童台帳の電算シス

テムでは、申込児童の情報を入力すると、同時入所の兄弟姉妹が一目で分かるよ

うになっている。 

平成 21 年 2 月現在、保育所に入所している世帯は約３，３００世帯で、うち

２－２ 石川県小松市の事例 
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兄弟姉妹が同じ保育所に入所している世帯は約 900 世帯あり、希望する全ての

世帯で兄弟姉妹の同じ保育所への入所がかなっている状況である。 

 

○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

本市においては、要保育児童数に対して保育所定員が充足しており、入所を希

望する児童は、同時入所に限らずほぼ希望通りの保育所に入所できる状況である。 

また、石川県下の市町ではマイ保育園登録制度※を実施しており、今後入所予

定の児童数を把握しやすく、途中入所が予想される場合には予め保育士の配置を

準備している保育所もある。 

以上のように、当市においては取り組みやすい環境ではあるが、自治体が利用

者の視点に立った取組を進める意識をもつことが重要と考えている。 

※  保育所等に入所する前の時期に、身近な保育所や幼稚園を登録し、保育士等による育

児相談や一時預かりを利用することができる制度 
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○ 事例の概要    

全認可保育所（２６所）の児童の健全育成及び子育て支援を図るため、公立保育所での

休日保育を実施している。実施にあたっては、当該保育所の保育士のほか、３所の公立保

育所の保育士がシフトを組んでおり、児童の状況や利用人数によっては、それ以外の保育

所からの応援体制も整備する。 

 

○ 背景、取組のきっかけ 

社会情勢の変化により、日・祝日に就労する保護者が増えてきたことから、児童の健全

育成と保護者の就労支援をねらいとして、平成 13 年度より、市内の中心部に位置する「す

ずらん保育所」で実施している。 

 

○ 内容及び効果 

 具体的実施策の内容 

・ 保護者の就労支援だけではなく、虐待や要支援家庭も含め、子育ち、子育て支援事

業として定着している。０才児、障害児も対象としている。 

・ 環境が違うところで過ごす児童が安心して楽しく過ごせるよう、保育環境の整備、

児童の状況の把握（情報の共有）に努めている。 

 

 利用者の反応 

・ （保護者が）休日のシフトにも入りやすくなった。 

・ 公的施設ということでの安心感がある。 

・ 利用料は、民間の託児所に比べ、安く利用しやすい（2,000 円／1 人／1 日）。 

・  いつもと違う保育所でも、子どもが嫌がらず登所してくれるので助かる（温かく受

入れてくれているのがわかる）。 

 

 

３－１ 北海道帯広市の事例 

３ 休日の保育事業に積極的に取り組んでいる事例 
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利用者の数（平成１９年度実績） 

・ 登録人数  計７９名 

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 学童 

登録人数 ７名 9名 6名 １４名 １３名 １５名 １５名

 

・ 延べ利用人数  計３２０名 

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 学童 

延べ利用人数 ８名 ３４名 ２０名 ４１名 ７７名 ８８名 ５２名 

 

○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

良かった点 

・ 託児所との二重保育が解消され、公的施設は安心との利用者の声 

・ 乳児、障害児も対象としており、公的役割を果たしていると考える（予算のかかる

事業）。 

・ 関係職場代表者会議（シフトを組んでいる４か所会議）などにより児童の情報を共

有することで、安心して受け入れることができ、利用者にも信頼を受けている。８年

間で児童の災害報告は１件もなかった。 

 

 課題 

・ 年々、利用者が増加傾向にあり、利便性を考えると実施箇所の拡大が必要と思われ

る。 

・ 休日においても延長保育が必要となってきている。 

・ 年末の１２月２９日、３０日の利用は８０名強にのぼるため、平成２０年度は臨時

的に２箇所で実施したが、保育所の機能を考慮すれば、１２月２９日、３０日は休日

保育ではなく、開所日とすべきかどうか検討する必要がある。 
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マイ保育園登録事業 

○ 事例の概要    

子育て家庭の育児に対する不安感や負担感が高まる中、市内の保育所を子育て支援の拠

点と位置づけ保育体験、保育士等による育児相談を通じて妊娠時から保育所に入所してい

ない子どもを持つ子育て家庭までの育児不安の解消を図る。 

 

○ 背景、取組のきっかけ 

平成１７年度に市役所職員で編成された少子化対策検討委員会の「子どもをつくるのは

自然、子育てが楽しいと思える環境作りが少子化対策にもつながる。しかし、子育てによ

る不安感、負担感が精神的、経済的にも負担となっている。」という報告をベースに、専門

職集団として保育所の特性を活かした子育て支援はどうあるべきかを検討した。結果、「か

かりつけ医」ならず「かかりつけ園」としていつでも、育児相談を受ける事ができ、継続

的に保育体験をしたり、育児教室に参加する等の活動の中で育児への不安感、負担感を軽

減し、育児にむけての自信を育むことをねらいとしての本事業に取り組むこととなった。 

 

○ 内容及び効果 

内容 

・ 保育所の見学、育児体験（おむつ交換、授乳、離乳食の状況等）、保育体験 

・ 育児相談、育児教室への参加 

  

効果 

・ 直接的効果 

 参加者が保育所で子どもの生活、集団を実際、目にすることで、広く子どもを見る 

目が育ち、より具体的に日常の子育てや、子どもへのかかわり方、接し方などを学ぶ  

良い機会となる。それが安心感、子育ての楽しさの糸口となっている。    

また、他の参加者と情報交換することで育児不安の解消やリフレッシュの機会とも

なっている。 

４－１ 福井県敦賀市の事例 

４ 地域の特性を生かした取組事例 
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・ 登録制の持つ意味 

自分の好きな園に登録し、継続的に参加、利用できることで、母親の保育園に対す

る信頼感が育ち、子育て支援の原点とも言うべき信頼関係の上での支援が可能となる。 

 

利用状況 

 

 登録人数 参加組数 

H.19 年度 71 人 １２９組 

H.20 年度（１月現在） ６７人 １５６組 

 

○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

マイ保育園登録事業実施を通して、「保育所に通園してない子どもも遊びに行ってもいい

の？」「妊婦も行ってもいいの？」と当初は疑問もあった保護者などにも、保育所は育児相

談などの幅広い子育て支援を受けられる地域の拠点であることを理解してもらえるきっか

けとなった。  

また、保育所が果たすべき子育て支援についての全職員の意識改革と質の向上にも有意

義な事業である。 

本事業は保育所内で定着しつつあるが、今後の課題として、地域の各機関との連携、協

力の中で本事業をどう位置づけ、稼動させるべきか、更には、本当に支援を必要としてい

る母親、家族の発見や早期対応のシステムを地域全体でどう構築すべきかを検討すること

が重要であると考える。 
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○ 事例の概要    

「子育てメールふじさわ」は、平成１８年４月よりスタートした藤沢市「ＧＰＳ機能付

き携帯電話を活用した防犯対策システム」を利用し、子育て情報用に機能改修して平成１

９年１０月より子育て情報の配信サービスを開始した。また、地図機能についても本市の

「みんなで育てるふじさわ電縁マップ」のシステムを利用し提供している。 

事業の概要としては、利用者に子どもの生年月日、各地区等の情報をあらかじめ登録し

ていただき、その家庭の状況にマッチした子育ての情報をタイムリーに配信していくもの

で、サービス開始からわずか１ヶ月足らずで１，０００人を超える新規登録があった。 

さらにこの「子育てメールふじさわ」に加えて、平成２０年４月よりＮＰＯ法人との協

働事業により、市域全体の子育て情報に特化したポータルサイトや市民電子会議室におい

て子育てコミュニティ形成をねらった会議室等の運営を含めた事業として「子育て情報プ

ラットホーム運営事業」へと拡大してきた。    

 

○ 背景、取組のきっかけ 

子育てにおいて、拠点型支援サービスを利用できない人が存在し、行政の支援等からの

孤立による子育てに対する不安からますます少子化が進み、核家族化等地域社会の崩壊の

危機や経済不安等が高まる中、藤沢市次世代育成支援行動計画に基づき、子育て中の親・

子を対象に安心して子育てができる情報の充実と提供、並びに親同士の交流を図ることを

目的に、子育て情報プラットホーム運営事業の構想を計画した。 

その中で、若手職員による政策提案を受けて計画を具体化し、「子育てメールふじさわ」

のシステム構築を行い、20 年度に子育てポータルサイト等の構築運営へと拡大した。こ

れにより、いつでもどこでも利用できるインターネットや電子メールの特徴を生かして、

より手軽に子育てに役立つ地域の情報が得られることで、子育てに関する悩みを解消した

り、仲間作りができたりと、より安心で楽しい子育てに結びつくようにした。 

このことから、行政の枠だけにとらわれない、シームレスな地域全体の子育て情報を子

育て中の方や生活者の視点で編集、絞り込み、提供することができ、また自宅からの利用

もできるため、外出が困難な家庭にとっても、子育ての悩み解決はもとより市民がお互い

に助け合う共助や外へ出かけるきっかけとなることが期待されている。 

 

 

４－２ 神奈川県藤沢市の事例 
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○ 内容及び効果 

１．事業内容 

インターネットや携帯電話等の情報ツールを利用し、子育て中の家庭を支援する情

報や交流のより所（プラットホーム＝紙媒体や口コミも含むあらゆるメディアで同じ

情報を共有、共感、交流できる共通基盤）を構築し運営する。子育て情報に特化した

ホームページとして、子育てポータルサイト（子育てネットふじさわ）を立ち上げ、

また本市の特色でもある市民電子会議室を利用し、これらを通じて子育てに関する情

報交換や交流の会議室を運営していくことで、新たなコミュニティ形成をねらう。ま

た子育てメールふじさわの運営も併せて行う。 

  （１）子育てメール 

 次のような子育てに関する情報を登録者にあわせて、適宜自動配信する。 

①事業情報  （公民館、児童館、保育園、図書館、市民健康課等の催し） 

②検診情報  （４ヶ月検診等の定期検診や予防接種等） 

③施設情報  （子育て支援センターや保育園等の施設の案内） 

④子育て全般 （季節や年齢で注意した方がよいことや流行病等の情報） 

⑤子育てレシピ（離乳食や乳幼児向けレシピ、保育園給食献立等の情報） 

  （２）子育てポータルサイト 

子育て情報に特化したホームページ（子育てネットふじさわ）として市のホーム

ページから独立し、また市民電子会議室「えんじぇるリング」や「子育てメールふ

じさわ」と連携しながら、子育てに関する情報交換や参加者同士の交流を図る。 

２．利用者の反応 

子育てメールは、保育園の公開行事等遊びに行ける日程や、乳幼児健診日程等がわ

かり大変便利で良いとのご意見を頂いている。また、「えんじぇるリング」は、相談を

した時に保育士、栄養士、保健師等の専門家のアドバイスや経験者の意見等多くの方

の話を聞くことができ、非常にありがたい等のご意見が寄せられている。      

３．利用者の数 

   ・ 子育てメール     （Ｈ19 年 10 月～Ｈ21 年 1 月末） 

      登録者数        2,192 人 

     アクセス数      28,706 件 

・ 子育てネットふじさわ （Ｈ20 年 8 月～Ｈ21 年 2 月中旬） 

     アクセス数     518,600 件 
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 ４．運営 

  ・ 市民協働事業として「子育て情報プラットホーム運営事業」をＮＰＯ、行政そ

れぞれの役割をもって実施している。 

  ・ １９年度に運営団体を選考し、ＮＰＯ法人地域魅力に決定。２０年度から３ヶ

年協働運営として協定書を交している。 

 

○ 他の自治体が行う際の注意事項等について 

  ・ 「子育てメールふじさわ」の利用に関する個人情報の取り扱いについての考え 

方（プライバシーポリシー）の制定が必要である。 

     

 

 

 

 

 




























































