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児童福祉法に基づく市町村保育計画等について 

 

 

平成１５年７月１６日に公布された児童福祉法の一部を改正する法律（平成１５年法律

第１２１号）による改正後の児童福祉法第５６条の８に基づく市町村保育計画及び第５６

条の９に基づく都道府県保育計画については、本日、児童福祉法施行規則等の一部を改正

する省令（平成１５年厚生労働省令第１３０号）及び児童福祉法第２１条の２７、第５６

条の８第１項及び第５６条の９第１項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学

大臣の所管するものを定める省令（平成１５年文部科学省・厚生労働省令第３号。以下「共

同省令」という。）が別添のとおり公布されたところである。今般、市町村保育計画及び都

道府県保育計画に関し、下記のとおり留意事項を取りまとめたので、その運用に遺憾なき

を期されたい。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的助言である。 

 

１ 待機児童について 

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「規則」という。）第４０条

に規定する「保育の実施の申込みを行つた保護者の当該申込みに係る児童であつて保育

の実施が行われていないもの」（以下「待機児童」という。）とは、各年４月１日におい

て、児童福祉法第２４条第１項に規定する児童について、保育所における保育を行うこ

とを希望する保護者が同条第２項の規定に基づき申込書を市町村（特別区を含む。以下

同じ。）に提出したにもかかわらず、保育所に入所していない児童のうち、規則第４０条

各号のいずれにも該当しない者をいう。なお、待機児童であるか否かを判断するに当た

っては、下記の点に留意すること。 

(1)規則第４０条第１号イの「その他児童の保育に関する事業であつて当該市町村が必要

と認めるものを利用している児童」とは、地域の保育需要に対応するために地方公共



団体が実施している単独施策を利用している児童であり、当該児童は待機児童数には

含めないこと。 

(2) 規則第４０条第１号ロに規定するとおり、保護者が入所を希望する保育所以外の保

育所に入所することができる児童は、待機児童に算入しないこと。この場合、「保護者

が入所を希望する保育所以外の保育所」とは、例えば、 

①開所時間が保護者の希望に応えている保育所 

②保育所の立地条件が登園に無理のない保育所 

をいうものであること。 

(3)保護者が求職中の場合については、一般に、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７

４号）第９条の５第６号に該当するものと考えられるところであるが、求職活動には

様々な形態が想定されることから、保護者の求職活動の状況把握に努め、適切に対処

すること（「保護者求職中の取扱い等保育所の入所要件等について」（平成１２年２月

９日児保第２号））。 

(4)保育に欠ける児童を居住地の市町村以外の市町村にある保育所に入所させること（広

域入所）についての希望があるが入所できない場合には、入所申込者が居住する市町

村において待機児童として算入すること。 

(5)一定期間待機児童の状態である児童については、保護者の保育所への入所希望を確認

した上で、希望がない場合には待機児童に算入しないことができること。 

(6)保育所に入所しているが、第１希望の保育所でない等の理由により転園希望が出てい

る場合には、当該児童は待機児童には算入しないこと。 

(7)産後休業及び育児休業明けの入所希望として事前に入所申込が提出されている場合

等（入所予約）であって入所希望日が４月２日以後である場合については、当該児童

は４月１日時点の待機児童には算入しないこと。 

 

２ 特定市町村について（児童福祉法第５６条の８第１項） 

(1)要件 

児童福祉法第５６条の８第１項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいず

れかに該当することとする。 

①当該年度の前年度（児童福祉法第５６条の８第２項及び第５項の規定を適用する場

合にあっては、前年度又は当該年度）の４月１日における待機児童の数が５０人以

上いること 

②当該年度の４月１日において、当該年度前に定められた児童福祉法第５６条の８第

２項の市町村保育計画の計画期間が終了していないこと 

 このため、当該年度の前年度の４月１日に新たに待機児童の数が５０人以上となっ

たことにより特定市町村に該当することとなった市町村は、当該年度を始期とする市

町村保育計画を策定することとなる。 

(2)２か年度以上にわたり特定市町村に該当する市町村について 

 (1)①の要件に該当することにより２か年度以上にわたり特定市町村に該当する市

町村が、既に策定している市町村保育計画期間中に、再び特定市町村の要件に該当し



た場合は、改めて新たな市町村保育計画を策定することを要しないものとする。なお、

この場合においては、既に策定している市町村保育計画の内容が待機児童の解消に資

するものであるか否かについて検討を行うとともに、必要に応じて市町村保育計画の

見直しを行うことが望ましい。 

(3)市町村保育計画の計画期間中の取扱いについて 

当該年度の４月１日において、当該年度前に定められた市町村保育計画の計画期間

が終了していない市町村は特定市町村となる。この場合、当該年度前に定められた市

町村保育計画の計画期間中であることから、当該特定市町村において新たに市町村保

育計画を策定することは要しないものとする。 

 

３ 特定都道府県について（児童福祉法第５６条の９第１項） 

(1)要件 

児童福祉法第５６条の９第１項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいず

れかに該当することとする。 

①当該年度の前年度（児童福祉法第５６条の９第２項及び第６項の規定を適用する場

合にあっては、前年度又は当該年度）の４月１日において、当該都道府県の区域内

に、特定市町村となるべき市町村があること 

②当該年度の４月１日において、当該年度前に定められた児童福祉法第５６条の９第

２項の都道府県保育計画の計画期間が終了していないこと 

このため、当該年度の前年度の４月１日に新たに当該都道府県の区域内に特定市町村

となるべき市町村が生じたことにより特定都道府県に該当することとなった都道府県

は、当該年度を始期とする都道府県保育計画を策定することとなる。 

(2)２か年度以上にわたり特定都道府県に該当する都道府県について 

 (1)①の要件に該当することにより２か年度以上にわたり特定都道府県に該当する

都道府県が、既に策定している都道府県保育計画期間中に、再び特定都道府県の要件

に該当した場合は、改めて新たな都道府県保育計画を策定することを要しないものと

する。なお、この場合においては、既に策定している都道府県保育計画の内容が待機

児童の解消に資するものであるか否かについて検討を行うとともに、必要に応じて都

道府県保育計画の見直しを行うことが望ましい。 

(3)都道府県保育計画の計画期間中の取扱いについて 

当該年度の４月１日において、当該年度前に定められた都道府県保育計画の計画期

間が終了していない都道府県は特定都道府県となる。この場合、当該年度前に定めら

れた都道府県保育計画の計画期間中であることから、当該特定都道府県において新た

に都道府県保育計画を策定することは要しないものとする。 

 

４ 市町村保育計画及び都道府県保育計画並びに次世代育成支援対策推進法に基づく行動

計画との関係について 

特定市町村及び特定都道府県（以下「特定市町村等」という。）においては、次世代育

成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく市町村行動計画又は都道府県



行動計画（以下「市町村行動計画等」という。）とは別の計画として市町村保育計画又は

都道府県保育計画（以下「市町村保育計画等」という。）を策定する必要はなく、市町村

行動計画等と一体のものとして策定することが可能である。ただし、この場合、市町村

行動計画等の保育サービスに係る部分は、当該自治体における待機児童の数を踏まえた

保育サービスの供給が確保された内容であることが必要である。 

 

５ 計画策定手続について 

(1)現状の分析 

次世代育成支援対策推進法第７条に基づく行動計画策定指針（平成１５年国家公委

員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示

第※号。以下「行動計画策定指針」という。）中「三 市町村行動計画及び都道府県行

動計画の策定に関する基本的な事項」の「２市町村行動計画及び都道府県行動計画の

策定に当たって必要とされる手続」中「(1)現状の分析」を参考とすることとする。 

この場合、具体的には、市町村保育計画等については、地域の人口構造や産業構造

等の地域特性、保育サービス利用者のニーズの実情、保育サービス提供の現状や保育

サービス資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く環境等の現状を分析して、それ

らを踏まえ策定することが必要である。 

このため、保育施策に関連する各種の資料を収集・分析し、その結果を計画の策定

に活かしていくことが望ましい。 

また、既に児童育成計画（地方版エンゼルプラン）を策定している市町村及び都道

府県においては、児童育成計画の進捗状況の評価や推進に係る課題の分析を行い、そ

の結果を活用していくことが必要である。 

 

(2)ニーズ調査の実施等 

行動計画策定指針中「三 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基

本的な事項」の「２市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たって必要とさ

れる手続」中「(2)ニーズ調査の実施」を参考とすることとする。 

この場合、具体的には、特定市町村は、保育サービス利用者の意向及び生活実態を

把握し、保育サービスの量的及び質的なニーズを把握した上で市町村保育計画を策定

するため、保育サービス対象者に対するニーズ調査を適切に行うとともに、調査結果

をもとに保育サービスのニーズ量を推計・把握し、当該市町村の財政状況や民間の活

用を含めた供給基盤等を勘案し、待機児童の解消に向けて、具体的な目標設定を行う

ことが望ましい。 

また、特定都道府県は、ニーズ調査が円滑に行われるよう、特定市町村に対する技

術的助言やニーズ調査の共同実施をする場合の特定市町村間の調整等に努めることが

望ましい。 

なお、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定後に市町村保育計画を策定

する特定市町村は、新たなニーズ調査を実施することなく行動計画策定時に実施した

ニーズ調査結果を適宜活用して、市町村保育計画を策定することとして差し支えない



ものとする。この場合、ニーズ調査実施後の当該市町村における保育ニーズの動向に

変化が見られる場合には、改めてニーズ調査を実施した上で市町村保育計画を策定す

ることが望ましい。この場合、新たに策定される市町村保育計画は、行動計画との間

の調和が保たれたものとすることが必要であり、行動計画の変更を伴う場合もあるこ

とが考えられる。 

その他の調査方法としては、人口規模等の地域の事情を勘案し、ヒアリングや懇談

会等の方法をとることも考えられる。 

 

(3)住民の意見反映のための手続について（児童福祉法第５６条の８第２項及び第５６条

の９第２項） 

行動計画策定指針中「三 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基

本的な事項」の「２市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たって必要とさ

れる手続」中「(3)住民参加と情報公開」を参考とすることとする。 

この場合、具体的には、児童福祉法第５６条の８第２項及び第５６条の９第２項で

は、特定市町村等は、市町村保育計画等を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、住民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるものとされていることか

ら、計画の策定段階において、公聴会、懇談会又は説明会の開催等を通じて市町村保

育計画等策定に係る情報を提供するとともに、意見を幅広く聴取し、反映させること

が必要である。 

また、児童福祉法第５６条の８第３項及び第５６条の９第３項では、特定市町村等

は、市町村保育計画等を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表すること

とされており、広報誌やホームページへの掲載等により適時かつ適切に広く住民に周

知を図ることが必要である。 

 

６ 市町村保育計画等策定の時期等について 

(1)計画策定の時期について 

市町村保育計画等に係る規定は平成１７年４月１日から施行されることから、平成

１６年４月１日の時点で特定市町村等の要件に該当する市町村等は、平成１６年度中

に平成１７年度を始期とする市町村保育計画等を策定することが必要である。 

 

(2)計画の期間について 

市町村保育計画等の計画期間については、特定市町村等における保育需要の動向等

の実情を踏まえ、当該特定市町村等が自由に設定することを可能とする。 

なお、この場合、当該特定市町村等における保育需要の動向の変動にも十分対応す

ることができるよう、必要に応じて市町村保育計画等の見直しを行うことが望ましい。 

 

７ 市町村保育計画等の実施状況の点検及び推進体制について 

行動計画策定指針中「三 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本

的な事項」中「４市町村行動計画及び都道府県行動計画の実施状況の点検及び推進体制」



を参考とすることとする。 

この場合、具体的には、市町村保育計画等の推進に当たっては、各年度においてその

実施状況を一括して把握・点検しつつ、その後の対策を実施することが必要である。 

また、児童福祉法第５６条の８第４項及び第５６条の９第５項では、特定市町村及び

特定都道府県は、毎年少なくとも１回、市町村保育計画等に定められた事業の実施の状

況を公表しなければならないこととされており、この計画の実施状況等に係る情報を広

報誌やホームページへの掲載等により、住民に分かりやすく周知を図るとともに、住民

の意見等を聴取しつつ、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させることが必要

である。 

 

８ 市町村保育計画等の内容に関する事項 

(1)市町村保育計画 

特定市町村は、保育の実施責任を有する自治体としての役割を踏まえ、保育施策を

総合的、かつ、きめ細かく行うことにより待機児童を解消するよう、保育に関する事

業を市町村保育計画に体系的に盛り込むことが必要である。 

市町村保育計画に盛り込む事項としては、児童福祉法第５６条の８第１項において、

保育の実施の事業、主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業

であって特定市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する事項が掲げられて

おり、これを踏まえ、計画策定に当たることが必要である。 

計画の策定に当たっては、次に掲げる事項を踏まえつつ、各特定市町村の実情に応

じた事業をその内容に盛り込むことが必要である。 

各事業の目標設定に当たっては、保育サービス利用者等のニーズを踏まえて、待機

児童の解消に向けて可能な限り定量的な目標を設定することが望ましい。 

また、特定市町村において設定された定量的な目標については、後日、国の参考資

料としてその数値の提供を依頼することとしている。 

なお、定量的な目標の設定に当たっては、都道府県保育計画との整合性を図る観点

から、特定市町村は都道府県との協議・調整を行うことが求められる。一方、特定都

道府県においては、特定市町村から報告を受けた定量的な目標をもとに、都道府県全

体としての定量的な目標を設定することが求められる。 

指定都市及び中核市にあっては、この通知において都道府県保育計画に盛り込まれ

ている内容のうち、指定都市及び中核市が処理することとされているものについては、

適切に保育計画に盛り込むことが必要である。 

①保育の実施の事業 

   児童福祉法第２４条第２項に規定する保育の実施の事業とする。 

②主務省令で定める子育て支援事業であって特定市町村が必要と認めるもの 

児童福祉法第５６条の８第１項に規定する主務省令で定める子育て支援事業は、

児童福祉法施行規則第２１条の１９第５号に規定する事業（保育ママ事業）及び共

同省令第２条第１号に規定する事業（幼稚園における預かり保育）とする。 

③その他児童の保育に関する事業であって特定市町村が必要と認めるもの 



自治体における様々な単独施策を始めとする①及び②以外の児童福祉法第２４条

第１項ただし書に規定するその他の適切な保護に該当する事業等児童の保育に関す

る事業であって特定市町村が必要と認めるものとする。なお、保育サービスについ

ては、その安定的な供給や質の確保の観点から、今後とも認可保育所が保育サービ

ス提供の基本であることに留意するとともに、③の事業により待機児童の解消を図

る場合であっても、子どものしあわせの観点から、当該事業について一定の質を担

保することが必要である。 

④その他の事項 

   市町村保育計画の策定に当たっては、子どものしあわせを第一に考えるとともに、

利用者の生活実態及び意向を十分に踏まえて保育サービスの提供体制を整備するこ

とが必要である。特定市町村は、市町村保育計画に基づき保育所受入れ児童数の計

画的な拡充を図り、待機児童の解消に努めることが重要である。 

上記①から③までの保育サービスの充実に当たっては、様々な規制緩和措置や民

間活力を活用して量的な充足を図るとともに、延長保育、休日保育及び夜間保育な

どの多様な保育需要に応じて、広く住民が利用しやすい保育サービスの提供が行わ

れることが必要である。 

また、保育サービスの質を担保する観点から、第三者評価を始めとするサービス

評価の仕組みの導入、実施等について取組を進めることが望ましい。 

 

(2)都道府県保育計画 

特定都道府県は、都道府県が実施する事業と併せて、特定市町村の計画的な事業の

実施を支援するための措置を含めて、保育に関する事業を都道府県保育計画に体系的

に盛り込むことが必要である。 

都道府県保育計画に盛り込むべき事項としては、児童福祉法第５６条の９第１項に

おいて、市町村保育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省

令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であって特定都道府県が必

要と認めるものの供給体制の確保に関する事項が掲げられており、これを踏まえ、計

画策定に当たることが必要である。 

計画の策定に当たっては、次に掲げる事項を踏まえつつ、各特定都道府県の実情に

応じた事業をその内容に盛り込むことが必要である。 

各事業の目標設定に当たっては、市町村保育計画を踏まえて、待機児童の解消に向

けて可能な限り定量的な目標を設定することが望ましい。 

①市町村保育計画の達成に関する事項 

特定市町村に対する必要な支援等特定市町村の市町村保育計画の達成に資する事

項とする。 

②その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業そ

の他児童の保育に関する事業であって特定都道府県が必要と認めるものの供給体制

の確保に関する事項 

   特定都道府県における待機児童の解消に資するため、当該特定都道府県の区域内



の市町村における保育の実施の事業等に係る具体的な目標を規定するものとする。 

   なお、「その他児童の保育に関する事業であって特定都道府県が必要と認めるも

の」については、自治体における様々な単独施策を始めとする(1)①及び②以外の児

童福祉法第２４条第１項ただし書に規定するその他の適切な保護に該当する事業等

児童の保育に関する事業であって特定都道府県が必要と認めるものとする。なお、

保育サービスについては、その安定的な供給や質の確保の観点から、今後とも認可

保育所が保育サービス提供の基本であることに留意するとともに、(1)③の児童の保

育に関する事業により待機児童の解消を図る場合であっても、子どものしあわせの

観点から、当該事業について一定の質を担保することが必要である。 

③その他の事項 

 より質の高い保育サービスの提供や多様なニーズに合わせた保育サービスの提供

を図る観点から、人材の確保や養成に努めることが必要である。 

また、特定都道府県は、市町村と連携を図りつつ、保育計画に基づき保育所受け

入れ児童数の計画的な拡充を図り、待機児童の解消に努めることが必要である。 

 

９ 市町村保育計画等の推進に当たっての関係者の連携 

(1)市町村内及び都道府県内の首長部局及び教育委員会の連携 

市町村保育計画等に盛り込まれる内容には市町村教育委員会及び都道府県教育委員

会の所管に属する事項も含まれることから、特定市町村内及び特定都道府県内の首長

部局及び教育委員会は、市町村保育計画等の総合的かつ効果的な推進を図るため、市

町村保育計画等の策定やこれに基づく措置の実施について緊密な連携を図る必要があ

る。 

(2)市町村及び都道府県の連携 

特定市町村及び特定都道府県は、市町村保育計画等の策定に当たって、相互にその

整合性を図ることが重要であり、市町村保育計画等の策定過程において緊密な連携を

図る必要がある。 

特に特定都道府県は、児童福祉法第５６条の１０第１項の規定に基づき、特定市町

村に対して、例えば次に掲げる事項について、必要な助言その他の援助を行うなど、

適切に配慮することが必要である。 

①国及び都道府県の施策や補助制度の内容についての情報提供 

②保育に関する各種の統計資料の提供 

③共同調査の支援等のニーズ調査の円滑な実施方法 

④ニーズ量の推計方法及び目標の設定方法 
 
 
 
 

 
 


