
令和元年度 第 1回児童福祉審議会 

 
日 時  令和元年 5月 22日（水） 

                         午前 10時 
場 所  8階大会議室 

 

次   第 

１ 開 会 
 

２ 市長あいさつ 

 

３ 委員紹介 
 

４ 議 題 

（１）会長・副会長の選出について 

（２）次期野田市エンゼルプランの及び次期野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン

の策定について（諮問） 

①野田市エンゼルプラン第４期計画の改訂について 

②野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン第３次改訂版の改訂について 

（３）野田市児童福祉審議会条例の一部改正及び野田市児童虐待事件再発防止合同委

員会規則の制定について（報告） 

（４）令和元年度 保育の量の見込みと確保について（報告） 

（５）新規施設の確認にかかる利用定員の設定について（報告） 

 

５ その他 
 

６ 閉 会 
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資料２ 子ども・子育て支援に関する意向調査結果の比較（抜粋） 

     参考資料「野田市子ども・子育て支援に関する意向調査結果報告書」 

資料３ 子ども・子育て支援事業に関するニーズ量 
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資料５ ひとり親家庭等の支援に関する意識調査の主な回答の結果比較 

 参考資料「ひとり親家庭等の支援に関する意識調査報告書」 
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野田市エンゼルプラン第４期計画の改訂について 

（野田市子ども・子育て支援事業計画） 

１．改訂の趣旨 

  野田市の「子育て支援」と「子どもの健全育成」に関する施策を包括した具体的

な計画である（現行）「野田市エンゼルプラン第４期計画」は、計画期間が令和元

年度をもって終了となります。 

また当該プランが包含する「子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援

事業計画」の計画期間についても令和元年度をもって終了することから、第４期計

画を基本的に踏襲しつつ、意向調査や幼児教育・保育の無償化などを踏まえ、5 年

間の次期プランとして策定するものです。 

 

２．次期プランの基本構成について 

 【イメージ】※基本理念、基本目標は現行プランを継承 

 

次期プラン 

基本理念「こどもが家族とともに笑顔で暮らせるまち」 

基本目標１「すべての人が安心して楽しく子育てができるように（家庭養育力の回復・向上） 

  基本目標２「すべての子どもが毎日明るく健やかに学び、成長できるように」 

  基本目標３「地域の宝（子ども）の成長をみんなで支えられるように（子育て支援力の向上）」 

 

          子育て支援施策体系 

※体系に位置付けた事業・制度の内容・実績・現状・課題・方針 

 （現行プランの進捗状況を踏まえて策定） 

 

    子ども・子育て支援法に基づく市町村事業計画 

        必須記載事項 

①教育・保育提供区域及び量の見込と提供体制の確保 

        ②地域子ども・子育て支援事業の量の見込と実施時期 

        ③幼児教育・保育の一体的提供の提供体制の確保など 

         任意記載事項 

        ○産休や育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

○職業生活と家庭生活との両立（ワークライフバランス）など 

 

 

  

事業計画

の提供体

制の確保

はプラン

に位置付

ける各施

策にも反

映させる 

平成 30年度実施の子育てに

関する意向調査の結果を踏

まえる 
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３．児童福祉における現行エンゼルプラン第４期計画の位置付けについて 

  

  

 

 

※ ２つの計画を別立てとしつつ、現行新エンゼルプランにも重点施策として位置付

けている。 

 

４．計画期間について 

平成 12 年度 

～16 年度 

17 年度 

～21 年度 

22 年度 

～26 年度 

27 

年度 

28年度 

～31年度 

令和 2年度 

～6年度 

エンゼルプラン全体の計画期間               延長する期間 

①エンゼルプラン 

初期計画期間 

②新エンゼルプラン 

前期計画期間 

③新エンゼルプラン 

後期計画期間 

④エンゼルプラン 

4期計画期間   
⑤次期エンゼルプラン 

次世代育成支援対策推進法 子ども・子育支援法 

前期行動計画 後期行動計画 第 1期計画 第 2期計画 

 

※ 子ども子育て支援法に基づく「子ども子育て支援事業計画」を包含している現行

のエンゼルプラン第 4期計画は、令和元年度で計画期間が終了します。 

当該「子ども子育て支援事業計画」は、5 年を１期として策定するとされていま

すので、引続き「子ども子育て支援事業計画」を包含する次期プランは、令和 2年

度から令和 6年度までの 5年間を計画期間として策定するものです。 

 

 

５．次期プランの名称について（案） 

  初代のエンゼルプランから 5年目の平成 17年度の改訂にあたり、「新」の名称を

冠した上で、次世代法の期間に合せて前期・後期としました。 

現行のエンゼルプランは、「子ども子育て支援事業計画」を包含した第 1 期目の

計画ですが、全体では数えて 4 代目となることから、「野田市エンゼルプラン第 4

期計画」としています。 

次期プランは、子ども子育て支援法を包含した第 2期目の計画であり、全体では

数えて 5代目となることから、「野田市エンゼルプラン第 5期計画」（子ども・子育

て支援事業計画）（仮称）とするものです。 

 

 ※他の計画の名称例 

   野田市シルバープラン第 7期計画、第 5期野田市障がい福祉計画、第 3次野田

市男女共同参画計画など 

 

野田市エンゼルプラン第４期計画 

※野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン ※野田市児童虐待防止総合対策大綱 
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６．改訂にあたっての主なポイント 

（１）子育て安心プラン等を踏まえた対応 

   待機児童解消のため、平成 29 年 6 月に厚生労働省が「子育て安心プラン」を

策定し、平成 34（令和 4）年度末までに約 32 万人分の受け皿を整備するとして

いましたが、平成 29年 12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」に

おいて、「子育て安心プラン」を前倒しし、平成 32（令和 2）年度末までに約 32

万人分の受け皿を整備することとされました。 

   また、少子化対策推進の一環として、平成 29 年 12 月に閣議決定された「新し

い経済政策パッケージ」、平成 30 年 6 月に閣議決定された「経済政策運営と改革

の基本方針 2018」において、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、

教育・保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する等の措置を講ずる

として、幼児教育・保育等の無償化が令和元年 10月から実施されることとされま

した。 

    

2013(H25)年度           2017(H29)         2020(R2)     2022(R4) 

年度末          年度末       年度末 

約 53万人増           約 32万人増  

6万人前倒し 

約 59.3万人増         

                                           2年前倒し 

 「待機児童解消加速化ﾌﾟﾗﾝ」     「子育て安心ﾌﾟﾗﾝ」   

(5年間)             (2～3年間) 

待機児童数 約 2.6万人(H29.4)               ゼロ 

女性(25-44歳)就業率 72.7%(H28)                                              80％ 

 

 ① 幼児教育・保育の整備量と提供体制 

この待機児童対策や少子化対策を踏まえて、量の見込み（必要利用定員総数）

を定めるとともに、必要となる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を整

備するため、各年度における供給体制の確保の内容及びその実施次期を定めます。 

    

 ② 地域子育て支援の整備量と提供体制 

少子化対策推進の一環としての無償化には、子ども子育て支援法に基づく、一

時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業が対象となるこ

とから、これを踏まえて地域の子育て支援についても各年度における供給体制の

確保の内容及びその実施次期を定めます。 

 

※平成 30年度実施の「子ども・子育て支援に関する意向調査」の結果から算出し

たニーズ量を基礎データとする。資料 3  

  ※整備量と提供体制については第 2回以降の審議会で報告予定 
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※ 今回の意向調査の結果からは、母親の就労意欲の高まりが見られ、現在働い

ている母親では、週 4～5日間の就労が前回 69.8％から、今回 77.8％にアップ

している。また、現在働いていない母親の就労希望の時期と下の子の年齢との

関係では、前回 3歳～6歳 63.2％だったものが、今回 3歳～6歳 66.9％と若干

上昇しており潜在的な教育・保育ニーズの高まりが見てとれる。なお、現在、

幼稚園や保育所などを利用している割合は 60.9％だが、無償化になった場合

の利用希望は 89.8％と高い割合になっている。 

 

（２）現行プランの重点施策の取扱いについて 

  ① 母子家庭等の自立支援の推進 

  ② 要保護児童等への対応（関係機関との情報共有や連携等） 

   

 重点施策については、ひとり親家庭の自立支援充実の必要性や児童虐待防止対

策の重要性に対応した個別計画を策定し、施策を進めており、次期プランにおい

ても引き続き重点施策として位置付けて行きます。 

   

（３）個別施策のうち審議していただく主な事業  

※詳細については、第 2回の審議会で報告予定 

  ① 児童虐待防止対策の充実 

  ② 新しい子ども館の整備など子育て支援施策に拡充 

  ③ 幼児教育・保育の無償化への対応 

  ④ 現行プランに位置付けた施策の整理 

     この 5年間で役割を終えたもの、縮小するもの、継続するもの、拡充する

ものを検証し、結果を次期プランに位置付けます。 

 

７．今後の児童福祉審議会のスケジュールと議題について（案） 

  第 2回（10月） 

   ・ 現行エンゼルプラン第 4 期計画の 5 年間の進捗と評価（目標と達成状況）

について 

   ・ 個別施策について（前記６．（３）を中心に審議していただく） 

   ・ 次期プランの骨子案について 

  第 3回（12月） 

   ・ 次期プランの素案について 

  ※パブリックコメントの実施（1月頃） 

  第 4回（2年 2月） 

   ・ パブリックコメントの結果に基づく素案の修正について 

  第 5回（2年 3月） 

   ・ 次期プランの策定（答申） 
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調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

報 告 書 

野田市子ども・子育て支援事業計画を包

含した次期エンゼルプラン策定のための

意向調査（結果報告書） 

野田市子ども・子育て支援新制度における

意向調査（結果報告書） 

Ⅰ．調査の概要 

2 調査概要 

●調査地域 野田市全域 野田市全域 

●調査対象者 「就学前児童」「幼稚園児」「小学生」を

お持ちの世帯・保護者を対象に無作為抽

出 

「「就学前児童」「幼稚園児」「小学生」を

お持ちの世帯・保護者を対象に無作為抽出 

●調査期間 平成 31 年 2 月 4 日（月）～ 

平成 31 年 2 月 28 日（木） 

平成 26 年 1 月 8 日（水）～ 

平成 26 年 1 月 31 日（金） 

●調査方法 「幼稚園児」…幼稚園経由で配布・回収 

「就学前児童」「小学生」…郵送配布・郵

送回収 

「幼稚園児」…幼稚園経由で配布・回収 

「就学前児童」「小学生」…郵送配布・郵

送回収 

●回収結果 調 

査 

票 

調査対

象者数 

(配布数) 

有効 

回収数 

有効 

回収率 

就 

学 

前 

児 

童 

2,000 1,133 56.7％ 

幼
稚
園 

500 415 82.8% 

小
学
生 

500 259 51.8% 

合計 3,000 1,807 60.2% 

 

調 

査 

票 

調査対

象者数 

(配布数) 

有効 

回収数 

有効 

回収率 

就 

学 

前 

児 

童 

2,000 997 49.9％ 

幼
稚
園 

500 433 86.6% 

小
学
生 

500 261 52.2% 

合計 3,000 1,691 56.4% 

 

有効回収率については、前回より全体で 3.8 ポイント伸びている。郵送回収ではな

く幼稚園経由で回収した「幼稚園児」の有効回収率は、前回までと比較すると低いが、

82.8％と高いものとなっている。 
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調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

 

Ⅱ．就学前児童アンケート調査結果 

（回答については、設問のうち上位の３つ程度を抜粋した。） 

2 お子さんとご家族の状況について 

問 3  

子どもの人数 

    

 

「2 人」39.8％     〈数量回答〉 

「1 人」20.7% 

「3 人」19.5% 

「2 人」44.4％     〈数量回答〉 

「1 人」24.6% 

「3 人」18.2% 

子どもの人数については、前回同様、「2 人」の割合が最も高く、次いで「1 人」、「3

人」となっている。 

問 6 

子育て（教育含

む）を主に行って

いる方 

「父母ともに」51.5%   〈単数回答〉 

「主に母親」43.8% 

「主に祖父母」1.1% 

「父母ともに」52.9%   〈単数回答〉 

「主に母親」45.5% 

「主に祖父母」0.9% 

「子育て（教育含む）を主に行っている方」と質問しているため、母親だけではなく

「父母ともに」の回答割合が高くなっている。 

3 子どもの育ちをめぐる環境について 

問 7 

子育てに日常的

に関わっている

方（施設） 

「父母ともに」56.8%   〈複数回答〉 

「母親」32.4% 

「祖父母」25.5% 

「保育所」27.2% 

「幼稚園」20.7% 

「父母ともに」53.9%   〈複数回答〉 

「母親」38.1% 

「祖父母」26.8% 

「保育所」26.6% 

「幼稚園」19.7% 

子育てに日常的に関わっている方（施設）については、「父母ともに」の割合が最も

高い。また、「保育所」と「幼稚園」が施設として上がっている。 

問９ 

日頃、子どもをみ

て も ら え る 親

族・知人の有無 

             〈複数回答〉 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等

の親族にみてもらえる」60.5% 

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえ

る」24.9% 

「緊急時もしくは用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる」11.2% 

「いずれもいない」11.4％ 

             〈複数回答〉 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等

の親族にみてもらえる」62.7% 

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえ

る」28.0% 

「緊急時もしくは用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる」12.2% 

「いずれもいない」10.7％ 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無については、前回同様、約 9 割の方

が子どもをみてもらえる環境が身近にありが、「いずれもいない」は約 1 割となって

いる。 

問 10 

子育てをする上

「いる／ある」89.8％  〈単数回答〉 

「いない／ない」3.5% 

「いる／ある」89.6％  〈単数回答〉 

「いない／ない」5.1% 
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調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

での相談相手や

相談できる場所

の有無 

子育てをする上で相談できる人の有無については、前回同様、約９割が「いる／ある」

と回答している。 

問 10-1 

相談相手 

 

「祖父母等の親族」84.1％ 〈複数回答〉 

「友人や知人」76.5％ 

「近所の人」16.6% 

「子育て支援施設」8.8％ 

「祖父母等の親族」81.7％ 〈複数回答〉 

「友人や知人」76.6％ 

「近所の人」21.3% 

「子育て支援施設」8.6％ 

相談相手については、前回同様、「祖父母等の親族」や「友人や知人」「近所の人」と

いった身近な人が相談相手となっている。 

4 保護者の就労状況について 

問 12 

母親／就労状況  

             〈単数回答〉 

「就労してない」41.43％ 

「パート・アルバイト等で就労している」

29.2% 

「フルタイムで就労している」27.0% 

             〈単数回答〉 

「就労してない」51.7％ 

「パート・アルバイト等で就労している」

24.8% 

「フルタイムで就労している」22.0% 

前回の調査では母親の就労率は46.8％であったが、今回の調査での就労率は56.2％

となり、母親の就労の割合が高くなっている。 

問 12-1 

母親／１週当た

りの就労日数  

「5 日」57.5％     〈数量回答〉 

「4 日」20.3% 

「3 日」7.7%  

「5 日」54.3％     〈数量回答〉 

「4 日」15.5% 

「3 日」8.2%  

母親の１週当たりの就労日数については、週３日勤務が減少し、週 4 日・５日勤務

の母親の割合が高くなっており、就労日数の増加が見られる。 

問 12-1 

母親／１日当た

りの就労時間  

「7～8 時間」43.8％  〈数量回答〉 

「5～6 時間」27.3% 

「3～４時間」12.3％ 

「7～8 時間」39.1％  〈数量回答〉 

「5～6 時間」28.3% 

「3～4 時間」11.8% 

「7～８時間」の割合が最も多く、「フルタイム」の母親が 4 割強を占めている。 

問 13 

パート・アルバイ

ト等で就労して

いる母親のフル

タイムへの転換

希望 

 

〈単数回答〉 

「パートタイム・アルバイト等の就労を

続けることを希望」48.8％ 

「フルタイムへの転換希望はあるが、実

現できる見込みはない」24.8% 

「フルタイムへの転換希望があり、実現

できる見込みがある」9.1% 

〈単数回答〉 

「パートタイム・アルバイト等の就労を続

けることを希望」41.7％ 

「フルタイムへの転換希望はあるが、実現

できる見込みはない」24.3% 

「フルタイムへの転換希望があり、実現で

きる見込みがある」8.5% 

前回よりも短時間の就労を継続する希望の割合が高くなっている。 

問 14 

現在、就労してい

ない母親の就労

希望 

〈単数回答〉 

「１年より先、一番下の子どもが（ ）

歳になったころに就労したい」43.3％ 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労

したい」23.3% 

「子育てや家事などに専念したい（就労

の予定はない）」21.2% 

〈単数回答〉 

「１年より先、一番下の子どもが（ ）歳

になったころに就労したい」46.3％ 

「すぐにでも、もしくは１年以内に就労し

たい」24.8% 

「子育てや家事などに専念したい（就労の

予定はない）」21.5% 
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割合は、ほぼ前回同様。 

一番下の子ども

が何歳になれば

就労したいか 

「３～４歳」34.2％   〈数量回答〉 

「5～6 歳」32.7％ 

「7～8 歳」21.8％ 

「３～４歳」44.8％   〈数量回答〉 

「7～8 歳」20.9％ 

「5～6 歳」18.4％ 

母親の就労希望は、1 番下の子どもの年齢が「3～4 歳」の時が最も高いが、前回調

査で 18.4％だった「5～6 歳」が 32.7％とポイントを上げている。 

現在、就労してい

ない母親が希望

する就労形態 

〈単数回答〉 

「パートタイム、アルバイト等」81.7％ 

「フルタイム」11.7% 

〈単数回答〉 

「パートタイム、アルバイト等」78.9％ 

「フルタイム」14.8% 

母親の希望する就労形態については、「パートタイム、アルバイト等」と「フルタイ

ム」の割合が、前回とほぼ同様の結果となっている。 

現在、就労してい

ない母親が希望

する 1 週当たり

就労日数 

「3 日」41.6%     〈数量回答〉 

「4 日」31.5％ 

「5 日」19.1% 

「4 日」46.3％     〈数量回答〉 

「3 日」31.5% 

「5 日」10.2% 

母親の希望する 1 週当たり就労日数については、「3 日」の割合が最も高く、前回の

「4 日」から就労希望日数が減少している。 

現在、就労してい

ない母親が希望

する 1 日当たり

就労時間 

「5 時間」36.0%     〈数量回答〉 

「4 時間」30.3% 

「6 時間」18.0% 

「5～6 時間」45.4%   〈数量回答〉 

「3～4 時間」38.0% 

「7～8 時間」5.6% 

母親の希望する 1 日当たり就労時間については、前回同様、「4～6 時間」の範囲の

割合が最も高い。 

問 15 

無償化された場

合の母親の就労

状況 

〈数量回答〉 

「就労状況に変化はない」74.5％ 

「パート・アルバイト等に働き方を変え

る」13.3％ 

「フルタイムに働き方を変える」6.6％ 

 

無償化になった場合でも、就労状況に変化があるかについては、「就労状況に変化は

ない」が 74.5％で最も多い。 

5 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

問 16 

現在の定期的な

教育・保育事業の

利用の有無 

「利用している」60.9％ 〈単数回答〉 

「利用していない」37.4% 

「利用している」53.3％ 〈単数回答〉 

「利用していない」45.8% 

定期的な教育・保育事業の利用の有無については、「利用している」が前回調査より

上昇し、６割を超えている。 

問 16-1 

平日に利用して

いる教育・保育事

業 

「認可保育所」50.1％  〈複数回答〉 

「幼稚園」37.7％ 

「幼稚園の預かり保育」5.2％ 

「認可保育所」51.0％  〈複数回答〉 

「幼稚園」41.2％ 

「幼稚園の預かり保育」3.0％ 

平日に利用している教育・保育事業については、前回と同様「認可保育所」の割合が



   子ども・子育て支援に関する意向調査結果の比較（抜粋） 資料２ 

5 

 

調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

最も高く、次いで、「幼稚園」となっている。 

問 16-2 

平日に利用して

いる教育・保育事

業の現在の状況

（1週当たりの利

用日数） 

「5 日」85.9%     〈数量回答〉 

「6 日」6.2% 

「4 日」3.6% 

「5 日」84.6%     〈数量回答〉 

「6 日」7.5% 

「4 日」2.8% 

1 週当たりの利用日数については、9 割を超える方が「5～6 日」利用している。 

平日に利用して

いる教育・保育事

業の現在の状況

（１日当たりの

利用時間） 

「5～6 時間」32.8%  〈数量回答〉 

「9～10 時間」28.4% 

「7～８時間」12.3％ 

「5～6 時間」34.8%   〈数量回答〉 

「9～10 時間」25.6% 

「7～8 時間」22.8% 

１日当たりの利用時間については、長時間化している傾向が見られる。 

平日に利用して

いる教育・保育事

業の利用希望（1

週当たりの利用

日数） 

「５日」67.4%     〈数量回答〉 

「6 日」10.4％ 

「4 日」2.8% 

「５日」60.5%     〈数量回答〉 

「6 日」10.4％ 

「4 日」2.3% 

教育（幼稚園）の利用も含まれるが、5 日間の利用日数が 6 割を占め、問 12-1 の

母親の１週当たりの就労日数の状況「5 日間、57.5％」とほぼ一致している。 

平日に利用して

いる教育・保育事

業の利用希望（1

日当たりの利用

時間） 

「7～8 時間」29.3%   〈数量回答〉 

「9～10 時間」23.2%   67.9％ 

「５～6 時間」15.4％ 

「7～8 時間」26.6%   〈数量回答〉 

「9～10 時間」18.6%  63.7％ 

「5～6 時間」18.5% 

教育（幼稚園）の利用も含まれるが、６時間以上の利用が高い割合を占め、問 12-1

の母親の１日当たりの就労時間とほぼ一致している。 

問 16-５ 

利用したい時の

子どもの年齢 

「３歳」60.8%     〈数量回答〉 

「4 歳」21.7% 

「２歳」8.5% 

「３歳」57.4%     〈数量回答〉 

「4 歳」28.7% 

「1 歳」5.2% 

教育・保育事業を利用したい時の子どもの年齢については、前回同様に「３歳」以上

の割合が高くなっている。 

問 17 

今後、平日の教

育・保育事業とし

て「定期的に」利

用したいと考え

る事業 

「幼稚園」62.9％    〈複数回答〉 

「認可保育所」45.2％ 

「幼稚園の預かり保育」27.8% 

「認定こども園」26.6％ 

「幼稚園」60.9％    〈複数回答〉 

「認可保育所」42.9％ 

「幼稚園の預かり保育」27.0% 

「認定こども園」17.0％ 

問 16-1 において平日に利用している教育・保育事業については、「認可保育所」が

最も高かったが、今後、利用したいと考える教育・保育事業となると、「幼稚園」が

「認可保育所」を上回り高くなっている。 

問 18 

無償化の場合の

教育・保育事業の

利用の有無 

「利用する」89.8％   〈単数回答〉 

「利用しない」7.7% 

 

問 16 の定期的な教育・保育事業の利用状況が、60.9％に対し、無償化になった場
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合の利用希望は 89.8％と 28.9 ポイント上がっている。 

問 18-1 

無償化の場合、平

日の教育・保育事

業として「定期的

に」利用したいと

考える事業 

「幼稚園」65.4％    〈複数回答〉 

「認可保育所」49.6％ 

「幼稚園の預かり保育」36.4％ 

「認定こども園」32.8％ 

 

無償化になった場合は、問 17 において平日に利用している教育・保育事業の利用希

望を上回る以上の利用希望になっている。 

6 地域の子育て支援事業の利用状況について 

問 19 

現在の地域子育

て支援拠点事業

の利用状況 

「利用していない」79.9％〈複数回答〉 

「地域子育て支援拠点事業（親子が集ま

って過ごしたり、相談をする場）」12.0％

「その他当該自治体で実施している類似

の事業」3.1％ 

「利用していない」80.8％〈複数回答〉 

「地域子育て支援拠点事業（親子が集まっ

て過ごしたり、相談をする場）」14.7％ 

「その他当該自治体で実施している類似

の事業」4.6％ 

前回と比較し、利用割合が若干減少した。 

問 20 

地域子育て支援

拠点事業の今後

の利用意向 

〈単数回答〉 

「新たに利用したり、利用日数を増やし

たいとは思わない」71.3％ 

「利用していないが、今後利用したい」

15.5% 

「すでに利用しているが、今後利用日数

を増やしたい」7.1% 

〈数量回答〉 

「「新たに利用したり、利用日数を増やし

たいとは思わない」61.6％ 

「利用していないが、今後利用したい」

23.3% 

「すでに利用しているが、今後利用日数を

増やしたい」9.9% 

利用意向については、前回同様の結果となっている。 

問 21 

地域子育て支援

拠点事業の利用

状況 

〈単数回答〉 

「子ども館（児童館）」53.6％ 

「母親（父親）学級、両親学級、育児学

級」47.8% 

「保育所や幼稚園の園庭等の開放」

46.2％ 

〈単数回答〉 

「子ども館（児童館）」52.0％ 

「保育所や幼稚園の園庭等の開放」

46.6％ 

「母親（父親）学級、両親学級、育児学級」

46.5% 

地域子育て支援拠点事業ごとに「利用の有無」で調査を実施した。利用状況の傾向と

して、利用割合順に変更はあるものの前回と大きな変化はない。 

地域子育て支援

拠点事業の今後

の利用希望 

〈単数回答〉 

「子ども館（児童館）」56.3％ 

「保育所や幼稚園の園庭等の開放」

45.6% 

「自治体発行の子育て支援情報誌(のだ

し子育てガイドブック)」43.9％ 

※「子育て支援情報のホームページ『に

じいろ navi』」38.3％ 

〈単数回答〉 

「子ども館（児童館）」62.7％ 

「自治体発行の子育て支援情報誌(のだし

子育てガイドブック)」59.2％ 

「保育所や幼稚園の園庭等の開放」

55.4% 

地域子育て支援拠点事業ごとに「今後利用したい」「利用したくない」で調査を実施

した。今後の利用希望の傾向は、前回と大きな変化はない。※昨年度から実施が始ま

った「子育て支援情報のホームページ『にじいろ navi』」の利用実績は、13.9％と
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なっていますが、今後の利用希望が 38.3％となっている。 

7 土曜・休日や長期休暇中の「定期的」な教育・保育事業の利用希望について 

問 22（1） 

土曜日の定期的

な教育・保育事業

の利用希望 

〈単数回答〉 

「利用する必要はない」57.8% 

「月に１～２回は利用したい」27.7％ 

「ほぼ毎週利用したい」13.1% 

〈単数回答〉 

「利用する必要はない」62.5% 

「月に１～２回は利用したい」25.1％ 

「ほぼ毎週利用したい」11.2% 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望については、「利用する必要はない」が

若干減少し、「利用希望」が増えている。 

（２） 

日曜・祝日の定期

的な教育・保育事

業の利用希望 

〈単数回答〉 

「利用する必要はない」77.8% 

「月に１～２回は利用したい」18.1％ 

「ほぼ毎週利用したい」2.9% 

〈単数回答〉 

「利用する必要はない」79.9% 

「月に１～２回は利用したい」15.7％ 

「ほぼ毎週利用したい」3.0% 

日曜・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望については、「利用する必要はない」

が約８割を占め、「ほぼ毎週利用したい」は 2.9％と 1 割未満となっており、前回と

大きな変化はない。 

8 病気の際の対応について（平日の教育・保育を利用する方のみ） 

問 24-1 

子どもが病気や

けがで普段利用

している教育・保

育の事業が利用

できなかった（小

学生は学校を休

まなければなら

なかった）場合

の、この１年間に

行った対処方法 

〈複数回答〉 

「母親が休んだ」63.3％ 

「（同居者を含む）親族・知人に子どもを

みてもらった」28.4% 

「父親が休んだ」20.5％ 

「父親又は母親のうち就労していない方

が子どもをみた」15.4% 

「病児・病後児の保育を利用した」2.6％ 

〈複数回答〉 

「母親が休んだ」68.3％ 

「（同居者を含む）親族・知人に子どもを

みてもらった」36.1% 

「父親又は母親のうち就労していない方

が子どもをみた」26.6% 

「父親が休んだ」17.8％ 

「病児・病後児の保育を利用した」1.7％ 

病気の際の対応については、「母親」が休んで対応した例が 63.3％あり、この傾向

は前回と同様であるが、今回「父親」が休んで対応した例が 20.5％になり、「父母

の内、就労していない方」が対応した例が 15.4％と下がっている。また、「病児・

病後児の保育を利用した」という割合は、2.6％と前回同様低いものとなっている。 

問 24-2 

父親又は母親が

休んだ方で、「で

きれば病児・病後

〈単数回答〉 

「利用したいとは思わない」64.4％ 

「できれば病児・病後児保育施設等を利

用したい」32.2% 

〈単数回答〉 

「利用したいとは思わない」59.4％ 

「できれば病児・病後児保育施設等を利用

したい」38.5% 



   子ども・子育て支援に関する意向調査結果の比較（抜粋） 資料２ 

8 

 

調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

児のための保育

施設等を利用し

たい」と思ったか 

「病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思ったかについては、「できれ

ば利用したい」が 32.2％あり、実際の利用状況は 2.6％と低いが、利用希望は高い

ものとなっている。 

9 不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用について 

問 25 

日中の定期的な

保育や病気のた

め以外に、私用、

親の通院、不定期

の就労等の目的

で不定期に利用

している事業 

〈複数回答〉 

「利用していない」83.8％ 

「幼稚園の預かり保育」5.3% 

「一時預かり」3.8% 

〈複数回答〉 

「利用していない」85.5％ 

「幼稚園の預かり保育」6.0% 

「一時預かり」3.7% 

一時預かりなど、不定期に利用している事業については、「利用していない」が 83.8％

と最も高く、前回同様の傾向になっている。 

問 25 

１年間の利用日

数 

 

 

〈数量回答〉 

『一時預かり』  「3～5 日」32.6％ 

「1～2 日」30.2％ 

『ファミリー・サポート・センター』 

「3～5 日」40.0％ 

「1～2 日」10.0％ 

『幼稚園の預かり保育』 

「3～5 日」26.7％ 

「10～14 日」23.2％ 

〈数量回答〉 

『一時預かり』  「１～２日」31.3％ 

「3～5 日」21.9％ 

『ファミリー・サポート・センター』 

「１～２日」55.6％ 

「3～5 日」11.1％ 

『幼稚園の預かり保育』 

「10～14 日」25.0％ 

「3～5 日」23.2％ 

昨年と比較すると、それぞれのサービスをが「1～2 日」から「３～５日」に増えて

いる傾向があるが、『幼稚園の預かり保育』は「10～14 日」の利用の割合も高い状

況になっている。 

問 26-1 

私用、親の通院、

不定期の就労等

の目的で、子ども

を預ける場合の

望ましい事業形

態 

〈複数回答〉 

「大規模施設で子どもを保育する事業

（幼稚園・保育所等）」79.4％ 

「小規模施設で子どもを保育する事業

（地域子育て支援拠点）」43.9％ 

「地域住民等が子育て家庭等の近くの場

所で保育する事業」21.1% 

〈複数回答〉 

「大規模施設で子どもを保育する事業（幼

稚園・保育所等）」73.6％ 

「小規模施設で子どもを保育する事業（地

域子育て支援拠点）」45.9％ 

「地域住民等が子育て家庭等の近くの場

所で保育する事業」24.5% 

子どもを預ける場合の望ましい事業形態については、「大規模施設で子どもを保育す

る事業」の割合が 79.4％で最も高く、次いで「小規模施設で子どもを保育する事業」

が 43.9％となっている。 

10 小学校就学後の放課後の過ごし方について 

問 28 

小学校低学年（１

～３年生）のうち

は、放課後（平日

「自宅」54.9％     〈複数回答〉 

「学童保育所」38.2％ 

「習い事」35.4% 

「その他(公民館、公園)」19.4％ 

「祖父母宅や友人・知人宅」16.0％ 

「自宅」60.5％     〈複数回答〉 

「習い事」46.6% 

「学童保育所」33.6％ 

「祖父母宅や友人・知人宅」20.2％ 
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調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

の小学校終了後）

の時間を主にど

のような場所で

過ごさせたいと

思うか 

放課後の過ごし方については、「自宅」が約６割を占め、次いで「学童保育所、38.2％」

「習い事、35.4％」となっているが、複数回答により調査を行っているため、回答

については複数の過ごし方を選択しているケースも想定される。今回と前回で単純な

比較はできないが、「学童保育所」を希望する「38.2％」と高くなっているのに対し、

前回高かった「習い事」「祖父母宅や友人・知人宅」は低くなっている。 

学童保育所／週

当たりの利用希

望日数 

「５日」65.5%     〈数量回答〉 

「４日」12.7% 

「６日」9.1％ 

「５日」60.0%     〈数量回答〉 

「3 日」13.3% 

「4 日」12.0％ 

学童保育所の利用希望日数については、問 12-1 の母親の就労日数「５日、57.5％」

と近くなっている。 

問 29 

小学校高学年（４

～６年生）になっ

たら、放課後（平

日の小学校終了

後）の時間を主に

どのような場所

で過ごさせたい

と思うか 

「自宅」63.9％     〈複数回答〉 

「習い事」50.0％ 

「その他(公民館、公園)」25.0％ 

「学童保育所」22.2％ 

「祖父母や友人・知人宅」21.5% 

「自宅」70.4％     〈複数回答〉 

「習い事」62.8％ 

「祖父母や友人・知人宅」26.0% 

「学童保育所」18.8％ 

 

高学年（４～6 年生）になると、学童保育所の利用希望が大幅に下がり、習い事（学

習塾含む）の割合が大きくなる。 

11 育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

問 32 

母親の育児休業

取得状況 

〈単数回答〉 

「働いていなかった」52.9％ 

「取得した（取得中である）」32.9％ 

「取得していない」12.4％ 

〈単数回答〉 

「働いていなかった」55.6％ 

「取得した（取得中である）」25.5％ 

「取得していない」17.0％ 

母親の取得状況については、前回より 7.4 ポイント上がっている。 

母親が育児休業

を取得していな

い理由 

〈複数回答〉 

「子育てや家事に専念するため退職し

た」42.9％ 

「職場に育児休業の制度がなかった（就

業規則に定めがなかった）」21.4% 

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった」16.4% 

〈複数回答〉 

「子育てや家事に専念するため退職した」

50.3％ 

「職場に育児休業の制度がなかった（就業

規則に定めがなかった）」31.4% 

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気が

あった」24.9% 

母親の育児休業を取得していない理由については、「子育てや家事に専念するため退

職した」が 42.9％と最も高いが、前回と比較すると「職場に育児休業の制度がなか

った（就業規則に定めがなかった）」10.0％下がっており、職場での育児休業制度の

認知が上がっている。 

父親の育児休業

取得状況 

「取得していない」89.4％〈単数回答〉 

「取得した（取得中である）」3.8% 

「働いていなかった」0.7% 

「取得していない」85.2％〈単数回答〉 

「取得した（取得中である）」2.0% 

「働いていなかった」0.8% 

父親の取得状況については、3.8％と上がっているが、取得率は低い。 
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調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

問 32-4 

母親の職場復帰

時の実際の子ど

もの年齢 

「7 か月～１歳」35.7% 〈数量回答〉 

「1 歳 1 か月～1 歳 6 か月」28.9％ 

「1 か月～6 か月」9.7％ 

「1 歳７か月～２歳」3.2％ 

「0 歳」47.0%     〈数量回答〉 

「1 歳」47.0％ 

「3 歳以上」2.2% 

「2 歳」1.6％ 

前回同様「０～１歳」の割合が高くなっている。 

母親の職場復帰

時の希望の子ど

もの年齢（子ども

が何歳の時まで

育児休業を取得

したかったか） 

「7 か月～１歳」30.7%  〈数量回答〉 

「1 歳 1 か月～1 歳 6 か月」19.9％ 

「２歳７か月～３歳」9.4％ 

「1 歳７か月～２歳」7.9％ 

「2 歳 1 か月～2 歳 6 か月」2.9％ 

「1 か月～6 か月」1.4％ 

「3 歳 1 か月以上」1.4％ 

「1 歳」61.6%      〈数量回答〉 

「3 歳以上」11.4％ 

「2 歳」10.3% 

「０歳」8.1％ 

親の職場復帰時の希望の子どもの年齢については、「1 歳 6 か月まで」が 52.0％と

最も高いが、前回と比較すると「2 歳以上」12.３％が低くなり早く復帰したいと希

望する母親が増えてきている。 

Ⅲ．幼稚園アンケート調査結果（幼稚園に協力依頼し実施） 

1 現在の就労状況（自営業、家族従事者含む） 

（2） 

母親／就労状況 

「就労していない」43.9％〈単数回答〉 

「パート・アルバイト等で就労している」

42.2% 

「フルタイムで就労している」6.8% 

「就労していない」56.6％ 〈単数回答〉 

「パート・アルバイト等で就労している」

29.3% 

「フルタイムで就労している」7.6% 

幼稚園入園児の母親のうち、約５割弱の方が就労している。 

（2）-1 

母親／１週当た

りの就労日数  

「4 日」36.9%     〈数量回答〉 

「5 日」27.6％     

「3 日」20.2% 

「5 日」34.4％     〈数量回答〉 

「4 日」26.9% 

「3 日」17.5% 

「就学前児童」の母親と比較して、「5 日勤務」の割合が低くなり、「4 日勤務」と「3

日勤務」の割合が高くなっている。 

母親／１日当た

りの就労時間 

「5～6 時間」36.5％  〈数量回答〉 

「3～4 時間」35.9% 

「7～8 時間」19.7% 

「5～6 時間」35.6％  〈数量回答〉 

「3～4 時間」28.8% 

「7～8 時間」23.1% 

Ⅱ4「就学前児童」の母親と比較して、フルタイムの「7～8 時間」の割合が低くな

り、パートタイムの「5～６時間」と「3～4 時間」の割合が高くなっている。 

２ 現在の幼稚園における預かり保育の利用状況等（共働きの方のみ） 

（1） 

幼稚園の預かり

保育の利用状況 

〈単数回答〉 

「現在、特に利用している保育事業等は

ない」67.4％ 

「現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり

〈単数回答〉 

「現在、特に利用している保育事業等はな

い」58.8％ 

「現在、幼稚園においてほぼ毎日預かり保
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調査年度 平成 30 年度 平成 25 年度 

保育を利用している」28.4% 育を利用している」12.9% 

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して預かる事業）の利用状況については、

「利用していない」方が 7 割弱になり、「ほほ毎日利用している」方は約 3 割となっ

ている。 

（1）-1 

週当たりの利用

日数 

「５日」66.7％    〈数量回答〉 

「4 日」16.7% 

「3 日」11.1% 

「５日」80.4％    〈数量回答〉 

「4 日」13.7% 

「3 日」5.9% 

「５日」利用する方が６割強だが、前回と比較すると減っており「3 日」、「4 日」は

増えている。 

１日当たりの利

用時間 

 

「3～4 時間」68.5％  〈数量回答〉 

「1～2 時間」18.5％ 

「8～9 時間」5.6％ 

「6～7 時間」0％ 

「3～4 時間」70.6％  〈数量回答〉 

「1～2 時間」7.8％ 

「6～7 時間」7.8％ 

「8～9 時間」7.8％ 

「3～4 時間」が 7 割と大半を占めている。 

Ⅳ．小学生アンケート調査結果 

問１ 

小学校低学年（１

～３年生）のうち

は、放課後（平日

の小学校終了後）

の時間を主にど

のような場所で

過ごさせたいと

思うか 

「自宅」66.4％     〈複数回答〉 

「習い事」56.0% 

「その他（公民館、公園など）」30.9% 

「学童保育所」29.3％ 

「自宅」78.2％     〈複数回答〉 

「習い事」68.2% 

「その他（公民館、公園など）」41.4% 

「学童保育所」28.0％ 

Ⅱ10（1）就学前児童の利用意向の「自宅、54.9％」、「学童保育所、38.2％」、「習

い事、35.4%」と比較して、「自宅」、「習い事」の利用意向が大きく上がり、「学童

保育所」の割合は 8.9 ポイント低い。 

学童保育所／週

当たりの利用希

望日数 

「５日」47.4%     〈数量回答〉 

「4 日」17.1% 

「3 日」15.8% 

「５日」50.7%     〈数量回答〉 

「3 日」21.9% 

「4 日」16.4% 

就学前児童の利用希望日数と同様に、「５日」の利用希望が多い。 

問 2 

小学校高学年（４

～６年生）になっ

たら、放課後（平

日の小学校終了

後）の時間を主に

どのような場所

で過ごさせたい

と思うか 

「自宅」64.9％     〈複数回答〉 

「習い事」62.5％ 

「その他（公民館、公園など）」32.8% 

「学童保育所」22.4％ 

「祖父母宅や友人・知人宅」18.9％ 

「自宅」79.7％     〈複数回答〉 

「習い事」75.1％ 

「その他（公民館、公園など）」41.4% 

「祖父母宅や友人・知人宅」31.0％ 

「学童保育所」19.9％ 

就学前児童の利用意向の「自宅、63.9％」、「習い事、50.0%」、「学童保育所、22.2％」

と比較して、「習い事」の利用意向が高く、「自宅」「学童保育所」の割合については、

ほぼ同じである。 

 



資料３

■子ども・子育て支援事業に関するニーズ量

対象年齢 単位
令和元年度
（前回見込）

平成30年度
（利用実績）

令和元年度
（確保内容）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

保育園等合算 ０～５歳 人 2,347 2,072 2,309 2,496 2,412 2,346 2,295 2,259

０歳 人 122 114 165 489 485 480 476 471

1・２歳 人 787 704 743 859 808 813 813 816

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所
＋企業主導型保育施設）

３歳以上 人 1,438 1,254 1,401 1,148 1,119 1,053 1,006 972

幼稚園合算 ３歳以上 人 2,107 1,709 2,841 1,977 1,927 1,813 1,733 1,674

①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚
園）

３歳以上 人 1,507 1,274 1,242 1,168 1,117 1,079

②＜２号認定＞（幼稚園） ３歳以上 人 600 703 685 645 616 595

０～５歳 人 435 1,137 1,137 829 802 775 756 744

６～11歳 人 1,094 1,621 1,751 2,134 2,047 2,015 1,973 1,958

放課後児童健全育成事業【低学年】 ６～８歳 人 607 1,243 1,315 1,239 1,247 1,198 1,178

放課後児童健全育成事業【高学年】 ９～11歳 人 487 378 815 793 752 732 695

０～５歳 人 0 9 106 102 99 97 95

０～２歳 人回/月 2,056 2,337 2,790 3,333 3,187 3,189 3,183 3,182

０～５歳 人 26,869 1,904 7,748 195,440 190,313 179,814 172,660 167,373

・幼稚園における在園児を対象とした一時
預かり＜１号認定＞

３～５歳 人 10,333 11,779 11,485 10,806 10,329 9,980

・幼稚園における在園児を対象とした一時
預かり＜２号認定＞

３～５歳 人 13,138 157,479 153,552 144,456 138,093 133,420

・その他 ０～５歳 人 3,786 1,806 7,308 26,182 25,276 24,552 24,238 23,973

０～５歳 人 1,037 500 1,160 1,816 1,754 1,697 1,656 1,627

０～11歳 人 5,330 3,768 16,894 14,330 13,642 13,481 13,023 12,733

子育て援助活動支援事業【０歳から就学
前】

０～５歳 人 1,816 1,754 1,697 1,656 1,627

子育て援助活動支援事業【低学年】
（ファミリー・サポート・センター事業）

６～８歳 人 10,168 9,594 9,646 9,281 9,125

子育て援助活動支援事業【高学年】
（ファミリー・サポート・センター事業）

９～11歳 人 2,346 2,294 2,138 2,086 1,981

か所 1 1 1 1 1 1 1 1

1,709 2,841

3,768 16,894

放課後児童健全育成事業

98 440

1,751

5,330

①＜３号認定＞
（認定こども園及び保育所＋地域型保育＋
企業主導型保育施設）

時間外保育事業

利用者支援事業

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイラ
イト別）

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業

病児保育事業

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）
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野田市ひとり親家庭支援総合対策プランの改訂について 

（野田市母子家庭及び寡婦自立促進計画 第３次改訂版） 

 

１．改訂の内容 

（１）本プランの位置付けについて 

   母子及び父子並びに寡婦福祉法第 11 条に基づく国の「母子家庭等及び寡婦の

生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」を指針とする「野田市母

子及び父子並びに寡婦自立促進計画」として位置付け、また、現行エンゼルプラ

ン第 4期計画の施策体系に位置付ける「ひとり親家庭等の自立支援の推進」を具

体的に進めるための計画です。 

 

（２）改訂する理由 

   現行プランの計画期間が平成 31（令和元）年度をもって終了することから、そ

の進捗状況と課題、また、平成 30 年度に実施した「ひとり親家庭等の支援に関

する意識調査」の結果や母子及び父子並びに寡婦福祉法を踏まえ、令和 2年度～

令和 6年度までの 5年間のプランとして策定するものです。 

 

 

２．プラン策定のこれまでの経過について 

名称 計画期間(平成) 改訂内容 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン 
平成 14年 11月 

～18年 3月 

国の｢母子家庭等自

立支援対策大綱｣に基

づき､県や他市に先駆

けて策定。 

※市独自の父子家庭

等支援手当や住宅

支援を位置付けた。 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン 

（野田市母子家庭及び寡婦自立促進計画） 

平成 18年 4月 

～23年 3月 

新エンゼルプラン

の計画期間に合せて

1年前倒しで改訂 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン 

（第２次改訂版） 

（野田市母子家庭及び寡婦自立促進計画）  

平成 23年 4月 

～27年 3月 

新エンゼルプラン後

期計画とともに改訂。 

※市独自のひとり親

家庭向け求人情報

の開拓などを位置

付けた。 
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野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン 

（第３次改訂版） 

（野田市母子家庭及び父子家庭並びに寡婦

自立促進計画） 

平成 27年 4月 

～令和 2年 3月 

エンゼルプラン第４

期計画とともに改訂。 

※保育料等の税額に

より利用者負担額を

決定するものについ

て、例規等を改正し、

未婚のひとり親への

見なし寡婦（夫）の適

用を位置付けた。 

 

次期プラン 
令和 2年 4月 

  ～7年 3月 

現行プランの進捗と

意識調査の結果を踏

まえ改訂を進める。 

 

 

３．次期プランについて 

（１）名称について（案） 

４回目の改訂になることから、「野田市ひとり親家庭等支援総合対策プラン（第

４次改訂版）」（野田市母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立促進計画）（仮称）と

します。 

          

（２）改訂にあたっての主なポイント 

① ひとり親家庭等の現状の変化の把握 → 資料４参照 

     平成 30年度実施の意識調査の結果と、平成 25年度実施の意識調査及び平

成 28年度の全国母子世帯等調査の結果と比較し、「住宅」「養育費」「就労状

況」「収入」などについての状況の変化を捉え、重点的に行う取り組みを位

置付けます。 

     

※ 今回の意識調査の結果では、特に母子家庭の母について、就労している

割合は高くなっているものの収入が相変わらず低く（年収 200 万円以下

の割合が最も多い）、収入アップのため転職の希望が大きいこと、そのた

め資格の取得を希望していることなどが高い意向として現れています。 

 

② この 5年間の法改正など国の動きの反映 

     児童扶養手当や就労自立支援など、平成 27 年度から令和元年度までの 5

年間の制度改正の動きと、その影響などについて施策の検証を行います。 
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③ 現行プランに位置付けた施策の整理 

     この 5年間で役割を終えたもの、縮小するもの、継続するもの、拡充する

ものを検証し、結果を新たな計画に位置付けます。 

   

   ※第 2回以降の児童福祉審議会において報告する予定。 

 

 

４．今後のスケジュールと議題について（案） 

  第 2回児童福祉審議会（10月） 

   ・ 現行プランの進捗状況について 

   ・ 次期プランの骨子案について 

 

  第 3回児童福祉審議会（12月） 

   ・ 次期プランの素案について 

 

  ※素案について、パブリック・コメントの実施（1月頃） 

 

  第 4回児童福祉審議会（2年 2月） 

   ・ パブリック・コメントの結果に基づく素案の修正について 

 

  第 5回児童福祉審議会（2年 3月） 

   ・ 次期プランの策定（答申） 
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「ひとり親家庭等の支援に関する意識調査」の主な回答の結果比較 

１．実施概要 

項目 実施時期 調査対象 回答数及び回答率 

今回 平成 30年 8月 

母子家庭 1,366人 

父子家庭  136人 

寡婦    108人 

母子家庭  902人（66.0%） 

父子家庭   71人（52.2%） 

寡婦        68人（63.0%） 

前回 平成 25年 8月 

母子家庭 1,476人 

父子家庭  171人 

寡婦    196人 

母子家庭  921人（62.4%） 

父子家庭   87人（50.9%） 

寡婦       175人（89.3%） 

 

２．主な項目の回答結果の比較 

項目 
今回調査 前回調査 

(参考)28年 11月実施 

全国母子世帯等調査 

(国全体回答数 2,510) 

母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 

自身の年齢 

30歳代 37.9% 

40歳代 47.1% 

30歳代 28.1% 

40歳代 49.3% 

60歳代 23.5% 

70歳代以上 61.8% 

30歳代 43.1% 

40歳代 41.5% 

30歳代 41.4% 

40歳代 44.8% 

60歳代 37.2% 

70歳代以上 52.0% 

30歳代 30.2% 

40歳代 48.0% 

30歳代 19.8% 

40歳代 44.0% 

母子家庭､父子家庭ともに 40歳代の割合が増え、ともに約 5割が 40歳代となっている。 

同居の家族 

子のみ 71.8% 

自身の親 23.7% 

子のみ 60.6% 

自身の親 33.8% 

子ども 67.6% 子のみ 71.2% 

自身の親 23.6% 

子のみ 69.0% 

自身の親 34.5% 

子ども 70.9% 子のみ 61.3% 

自身の親 27.7% 

子のみ 44.4% 

自身の親 44.2% 

母子家庭は本人と子のみの世帯が概ね横ばいだが、約 7割となっている。 

子の人数 
1人 46.1% 1人 47.9% - 1人 47.4% 1人 51.7% - 1人 57.9% 1人 59.8% 

ひとり親家庭の子の人数は 1人が最も多く､約 5割となっている。 

  



資料５ 

2 

 

項目 
今回調査 前回調査 

(参考)28年 11月実施 

全国母子世帯等調査 

(国全体回答数 2,510) 

母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 

子の年齢 

就学前 24.2% 

小学生 55.8% 

就学前 7.0% 

小学生 52.1% 
- 

就学前 27.5% 

小学生 54.2% 

就学前 10.3% 

小学生 63.2% 
- 

就学前 14.5% 

小学生 30.2% 

就学前 8.2% 

小学生 26.8% 

母子家庭､父子家庭ともに小学生が最も多く、母子家庭は小学生を持つ親が約 6割となっている。 

住居の状況 

民間賃貸 39.5% 

親の家 27.6% 

持ち家 52.1% 

親の家 25.4% 

持ち家 80.9% 民間賃貸 34.6% 

親の家 32.6% 

持ち家 55.2% 

親の家 18.4% 

持ち家 85.7% 民間賃貸 33.1% 

親の家 13.2% 

持ち家 68.1% 

親の家 10.4% 

母子家庭では民間賃貸住宅に居住する割合が増えている。 

養育費 

取り決めあり

41.8% 

現在も受けている  

25.2% 

取り決めあり

16.9% 

現在も受けている   

1.7% 

- 

- 

 

現在も受けている  

24.4% 

- 

 

現在も受けている  

3.9% 

- 

取り決めあり

42.9% 

現在も受けている   

24.3% 

取り決めあり

20.8% 

現在も受けている   

3.2% 

養育費は、受けている割合が低く､母子家庭は「現在も受けている」が約 3割となっている。 

子どもとの

面会交流 

取り決めあり

24.7% 

現在行っている  

21.9% 

取り決めあり

27.1% 

現在行っている  

28.8% 

- 

取り決めあり

15.8% 

現在行っている  

21.1% 

取り決めあり

19.5% 

現在行っている  

28.6% 

- 

取り決めあり

24.1% 

現在行っている  

29.8% 

取り決めあり

27.3% 

現在行っている  

45.5% 

面会交流は、取り決めしている割合は増加し、現在行っている割合は概ね横ばいとなっている。 

ひとり親に

なった直後

の悩み 

子の養育･教育

48.4% 

自分の就職  28.6% 

子の養育･教育

56.3% 

家事  29.6% 

- 

子の養育･教育

56.8% 

自分の就職  37.7% 

子の養育･教育

52.9% 

家事  33.3% 

- - - 

母子家庭､父子家庭ともに｢子の養育･教育｣に関する悩みが最も多くなっている。 
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項目 
今回調査 前回調査 

(参考)28年 11月実施 

全国母子世帯等調査 

(国全体回答数 2,510) 

母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 

現在の悩み 

子の養育･教育 

46.8% 

生活費      40.6% 

子の養育･教育

46.5% 

生活費   35.2% 

老後 29.4% 生活費      53.3% 

子の養育･教育

52.4% 

子の養育･教育

49.4% 

生活費   28.7% 

老後 35.4% 家計    50.4% 

仕事 13.6% 

健康 13.0% 

家計   38.2% 

家事 16.1% 

仕事 15.4% 

母子家庭､父子家庭ともに｢子の養育･教育｣に関する悩みが最も多くなっている。 

ひとり親に

なる前とな

った直後の

就労 

働いていた    

68.3% 

新たに見つけた

56.9% 

働いていた    

94.4% 

新たに見つけた

26.8% 

- 

働いていた    

65.1% 

新たに見つけた

58.1% 

働いていた    

92.0% 

新たに見つけた

31.0% 

- 

働いていた    

75.8% 

 

働いていた    

95.8% 

 

母子家庭は離婚後に新たに見つけて仕事を始めたが約 6割となっている。 

求職活動の

経験 

あり    64.2% あり    33.8% - あり    68.2% あり    40.2% - - - 

約 6割の母子家庭が求職活動の経験ありとなっている。 

求職活動時

の問題点 

子どもが小さい

こと    29.7% 

求人が少ないこと 

19.9% 

求人が少ないこと   

29.2% 

年齢制限があったこと     

29.2% 

- 

子どもが小さい

こと    35.5% 

求人が少ないこと 

29.0% 

求人が少ないこと   

37.1% 

年齢制限があったこと     

37.1% 

- - - 

母子家庭は､依然､「子どもが小さいことが問題にされたこと」が最も多くなっている。 

現在の就労

状況 

働いている

89.7% 

働いている 

92.9% 

働いている 

39.6% 

働いている

84.9% 

働いている 

88.5% 

働いている 

37.7% 

働いている 

81.8% 

働いている 

85.4% 

母子家庭、父子家庭ともに「働いている」が約 9割となっている。 
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項目 
今回調査 前回調査 

(参考)28年 11月実施 

全国母子世帯等調査 

(国全体回答数 2,510) 

母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 

現在の就労

形態 

パート･アルバイト  

45.7% 

正社員  36.7% 

正社員  60.6% 

自営業  15.5% 

パート･アルバイト  

7.0% 

パート･アルバイト  

17.6% 

正社員 8.8% 

 

パート･アルバイト  

52.9% 

正社員  35.4% 

正社員  70.1% 

自営業  11.7% 

パート･アルバイト  

10.4% 

パート･アルバイト  

56.1% 

正社員 13.6% 

自営業 13.6% 

パート･アルバイト  

43.8% 

正社員 44.2% 

正社員 68.2% 

自営業 18.2% 

パート･アルバイト 

6.4% 

母子家庭ではパート・アルバイト等の割合が最も多くなっている。 

自身の年間

就労収入 

 

100万未満 

9.8% 

100～150万 

10.3% 

150～200万 

8.9% 

200～250万 

8.6% 

250～300万 

4.8% 

300～350万 

5.5% 

無回答   45.2% 

200～250万 

12.7% 

250～300万 

7.0% 

300～350万 

8.5% 

350～400万 

5.6% 

400～450万 

8.5% 

450～500万 

7.0% 

無回答   39.4% 

100万未満 

10.3% 

100～150万 

7.4% 

150～200万 

0.0% 

200～250万 

2.9% 

250～300万 

1.5% 

500万以上 

4.4% 

無回答 73.5% 

100万未満 

10.1% 

100～150万 

11.0% 

150～200万 

9.8% 

200～250万 

8.5% 

250～300万 

5.1% 

300～350万 

3.8% 

無回答   47.2% 

200～250万 

9.2% 

250～300万 

4.6% 

300～350万 

6.9% 

350～400万 

10.3% 

400～450万 

6.9% 

450～500万 

4.6% 

無回答   37.9% 

100万未満 

14.9% 

100～150万 

6.3% 

150～200万 

1.7% 

200～250万 

1.7% 

250～300万 

2.3% 

500万以上 

2.3% 

無回答 70.3% 

(200万) 

100万未満 

22.3% 

100～200万 

35.8% 

200～300万 

21.9% 

300～400万 

10.7% 

400万以上 

9.2% 

(398万) 

100万未満 

8.2% 

100～200万 

11.7% 

200～300万 

15.3% 

300～400万 

24.9% 

400万以上 

39.9% 

 

無回答の割合が高く単純な比較はできないが､母子家庭の母自身の年間就労収入は相変わらず 200万円未満の割合が高くなっている。 
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項目 
今回調査 前回調査 

(参考)28年 11月実施 

全国母子世帯等調査 

(国全体回答数 2,510) 

母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 寡婦 母子家庭 父子家庭 

転職の希望 

なし 56.5% 

あり 36.6% 

うち正社員希望81.4% 

なし 62.1% 

あり 34.8% 

なし 55.6% 

あり 14.8% 

なし 54.5% 

あり 44.2% 

うち正社員希望80.9% 

なし 66.2% 

あり 33.8% 

なし 66.7% 

あり 12.1% 

なし 66.6% 

あり 30.4% 

なし 76.6% 

あり 20.2% 

母子家庭、父子家庭ともに現在の仕事を続けたいが約 6割、母子家庭の転職希望者の約 8割は正社員を希望している。 

転職希望の

理由 

収入    43.6% 

勤務先が遠い 

8.1% 

収入     39.1% 

経験等が発揮できない 

13.0% 

収入 50.0% 

 

 

収入    42.2% 

社会保険  9.8% 

労働時間  7.8% 

収入     57.7% 

休日が少ない 

11.5% 

収入 25.0% 

自身の健康 

25.0% 

収入   48.1% 

労働時間 6.2% 

 

収入  51.4% 

労働時間 8.6% 

休日  8.6% 

母子家庭、父子家庭ともに収入が転職理由のうち最も高い割合になっている。 

就職･転職

のため資格

取得希望 

取りたい      33.5% 

取りたいが問題あり       

33.0% 

取りたい     42.3% 

取りたいが問題あり       

8.5% 

取りたい    13.2% 

取りたいが問題

あり     4.4% 

取りたい      35.0% 

取りたいが問題あり       

34.9% 

取りたい     42.5% 

取りたいが問題あり      

19.5% 

取りたい    6.9% 

取りたいが問題

あり     5.1% 

- - 

母子家庭、父子家庭ともに取りたいと思うが最も多くなっている。 

資格取得の

問題点 

費用   47.0% 

育児･仕事 

24.9% 

費用   50.0% 

育児･仕事 

33.4% 

費用 33.3% 

仕事 33.3% 

費用   52.3% 

育児･仕事 

28.3% 

費用   58.8% 

育児･仕事 

29.4% 

費用 22.2% 

健康 22.2% 

仕事 22.2% 

- - 

資格取得にあたっての問題点としていずれも費用の割合が最も高い。 

就職のため

必要な支援 

受講費援助 

44.2% 

受講費援助 

33.8% 

受講費援助 

8.8% 

受講費援助 

48.6% 

受講費援助 

32.2% 

受講費援助 

5.7% 
- - 

資格取得のための受講費援助が必要な支援として最も割合が高い。 
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野田市児童福祉審議会条例の一部改正及び野田市児童虐待事件 

再発防止合同委員会規則の制定について 

  

 平成 31年 1月 24日に発生した児童虐待に係る事件の検証及び再発防止対策を検討

するため、児童虐待の防止等に関する法律第 4条第 5項及び児童福祉法第 8条第 5項

の規定に基づき、関係行政機関に対し、資料の提出を求めるため、本条例の一部を改

正し、児童虐待事件再発防止合同委員会を児童福祉審議会の専門委員会に位置付けま

した。 

 

１.野田市児童福祉審議会条例の一部改正 

 ・専門委員会の設置 

   審議会に児童虐待に関する事件の再発防止に関し必要な事項を調査させるた

め、専門委員会を設置できる規定を追加し、専門委員会の詳細は、別に規則で定

める。 

 ・委員会の委員 

   委員については、市長が推薦し、会長が指名する。 

 ・委員会の会議 

   委員会の会議は、非公開とする。 

 ・審議会への報告 

   調査した事項について、審議会に報告する。 

 ・市長への意見 

   報告を受けたときは、当該報告に係る事項について審議し、市長に意見を述べる。 

 ・意見聴取等 

   所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、出席を求め、意見

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

２.野田市児童虐待事件再発防止合同委員会規則の制定 

 ・専門委員会の設置 

   児童虐待事件の検証と再発防止対策の検討を行うため、専門委員会として、野

田市児童虐待事件再発防止合同委員会の設置を規定する。 

 ・所掌事務 

   児童虐待事件について検証し、再発防止に関し必要な事項について、重要性及

び緊急性を踏まえ、慎重かつ迅速に調査審議する。 

 ・委員会の委員 

   児童虐待に関し優れた識見を有する者、弁護士、副市長、市政推進室長 

   保健福祉部長、児童家庭部長、学校教育部長、その他市長が必要と認める者 

 ・オブザーバー 

   所掌事務を円滑に行うため、オブザーバーを置く。 

   千葉県柏児童相談所、千葉県野田警察署、その他市長が必要と認める機関等 
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○野田市児童福祉審議会条例 

昭和５２年４月１日 

野田市条例第１１号 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第３項、子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、野田市児童福祉審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 市長の諮問に応じ、児童の福祉に関する事項について調査審議し、答申するこ

と。 

(2) 市長の諮問に応じ、野田市エンゼルプランの策定及び見直しに関する事項につ

いて調査審議し、答申すること。 

(3) 児童の福祉に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べること。 

(4) 野田市エンゼルプランの推進に関する事項について調査審議し、市長に意見を

述べること。 

(5) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項各号に掲げ

る事務を処理すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 児童委員 

(2) 児童福祉関係団体の代表者 

(3) 学識経験者 

(4) 公募に応じた市民 

(5) その他市長が必要と認めた者 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 
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（専門委員会） 

第７条 審議会に、児童虐待に関する事件の再発の防止に関し必要な事項を調査させ

るため、規則で定めるところにより、専門委員会（以下「委員会」という。）を置

くことができる。 

２ 委員会の委員は、市長の推薦により会長が指名する。 

３ 委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

４ 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

５ 委員会は、調査した事項について、審議会に報告する。 

６ 審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項について

審議し、市長に意見を述べる。 

（意見の聴取等） 

第８条 審議会及び委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき

は、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（他の条例の改正） 

２ 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例（昭和２６年野田市条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中第３４号を第３５号とし、第３３号の次に次の１号を加える。 

（３４）野田市児童福祉審議会委員 

附 則（平成１２年３月３１日野田市条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の野田市児童福祉審議会条例第３条第２項の規定により、平成１３年５月

９日までの間に委嘱された同項第３号及び第４号の委員の任期は、同日までとする。 

附 則（平成１８年９月２９日野田市条例第３３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（任期の特例） 

３ この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市児童福祉審議会の委員の任期は、

第６条の規定による改正後の野田市児童福祉審議会条例第５条第１項の規定にか

かわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。 
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附 則（平成２４年７月１３日野田市条例第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年８月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1)から(5)まで 略 

(6) 第８条の規定 平成２５年５月１０日 

附 則（平成２５年６月２８日野田市条例第３３号） 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日野田市条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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   〇野田市児童虐待事件再発防止合同委員会規則 

平成３１年３月２６日 

野田市規則第２６号 

 

 （設置） 

第１条 平成３１年１月２４日に発生した児童虐待に関する悲惨な事件（以下「児童

虐待事件」という。）を防止することができなかった問題点を徹底的に検証し、児

童虐待に関する事件の再発の防止に関し必要な事項を調査審議するため、野田市児

童福祉審議会条例（昭和５２年野田市条例第１１号。以下「条例」という。）第７

条第１項の規定に基づく野田市児童福祉審議会（以下「審議会」という。）の専門

委員会として、野田市児童虐待事件再発防止合同委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、児童虐待事件を防止することができなかった問題点を徹底的に検

証し、児童虐待に関する事件の再発の防止に関し必要な事項について、その重要性

及び緊急性を踏まえ、慎重かつ迅速に調査審議する。 

（委員会の委員） 

第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから推薦する。 

 (1) 児童虐待に関し優れた識見を有する者 

 (2) 弁護士 

 (3) 副市長 

 (4) 市政推進室長 

 (5) 保健福祉部長 

 (6) 児童家庭部長 

 (7) 学校教育部長 

 (8) その他市長が必要と認める者 

２ 委員会の委員の任期は、前条に規定する所掌事務の終了をもって終了するものと

する。 

（委員長） 

第４条 委員会に、委員長を置く。 

２ 委員長は、市長の推薦により審議会の会長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

  



資料６ 

6 

 

（オブザーバー） 

第６条 第２条に規定する所掌事務を効率的かつ円滑に行うため、委員会に、 

専門的知識又は経験に基づき助言を行う者（以下「オブザーバー」という。）を置く。 

２ オブザーバーは、次に掲げる機関等の職員のうちから委員長が指名する。 

 (1) 千葉県柏児童相談所 

 (2) 千葉県野田警察署 

 (3) その他市長が必要と認める機関等 

３ 委員長は、前項の規定による指名を行う場合には、あらかじめ当該機関等と協議

をした上で、当該協議に基づいて行うものとする。 

４ オブザーバーは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、児童家庭部主幹（兼）児童虐待再発防止担当において行う。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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令和元年度 保育の量の見込みと確保について 

 

１「待機児童・保留者解消野田市計画」との比較 

（１）年度当初                           （人） 

年度 区分 ３歳以上 ０歳 １・２歳 合計 

27 

量の見込み 1,434 111 778 2,323 

市計画 1,360 124 713 2,197 

過不足 ▲74 13 ▲65 ▲126 

①入所実績 1,382 97 644 2,123 

②待機・保留者 44 11 64 119 

①＋② 1,426 108 708 2,242 

28 

量の見込み 1,434 111 778 2,323 

市計画 1,690 196 809 2,695 

過不足 256 85 31 372 

①入所実績 1,320 113 670 2,103 

②待機・保留者 26 8 30 64 

①＋② 1,346 121 700 2,167 

29 

量の見込み 1,436 113 782 2,331 

市計画 1,715 207 855 2,777 

過不足 279 94 73 446 

①入所実績 1,318 114 719 2,151 

②待機・保留者 23 6 66 95 

①＋② 1,341 120 785 2,246 

30 

量の見込み 1,438 115 786 2,339 

市計画 1,740 207 855 2,802 

過不足 302 92 69 463 

① 入所実績 1,255 115 687 2,057 

②待機・保留者 32 22 91 145 

① ＋② 1,287 137 778 2,202 

31 

量の見込み 1,440 117 790 2,347 

市計画 1,765 207 855 2,827 

過不足 325 90 65 480 

① 入所実績 1,309 123 701 2,133 

②待機・保留者 52 13 90 155 

① ＋② 1,361 136 791 2,288 
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（２）年度末                             （人） 

年度 区分 ３歳以上 ０歳 １・２歳 合計 

27 

量の見込み 1,400 287 853 2,540 

市計画 1,374 162 773 2,309 

過不足 ▲26 ▲125 ▲80 ▲231 

①入所実績 1,390 165 683 2,238 

②待機・保留者 34 133 69 236 

①＋② 1,424 298 752 2,474 

28 

量の見込み 1,400 287 853 2,540 

市計画 1,690 196 809 2,695 

過不足 290 -91 -44 155 

①入所実績 1,334 166 711 2,211 

②待機・保留者 30 181 65 276 

①＋② 1,364 347 776 2,487 

29 

 

量の見込み 1,402 289 857 2,548 

市計画 1,715 207 855 2,777 

過不足 313 ▲82 ▲2 229 

① 入所実績 1,327 157 736 2,200 

②待機・保留者 31 154 99 284 

①＋②  1,430 311 835 2,504 

30 

量の見込み 1,404 291 861 2,556 

市計画 1,740 207 855 2,802 

過不足 336 ▲84 ▲6 246 

① 入所実績 1,274 168 735 2,177 

②待機・保留者 27 206 104 337 

① ＋②  1,301 374 829 2,514 

31 

量の見込み 1,406 293 865 2,564 

市計画 1,765 207 855 2,827 

過不足 359 ▲86 ▲10 263 

① 入所実績 － － － － 

②待機・保留者 － － － － 

① ＋②  － － － － 
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２ 待機児童・保留者の内訳について 

（１）保留者（待機児童含む）発生理由別（人） 

30年 4月 ３歳以上 ０歳 １・２歳 合計 

保育士不足 37 22 72 131 

面積不足 1 0 13 14 

 

31年 3月 ３歳以上 ０歳 １・２歳 合計 

保育士不足 23 168 83 274 

面積不足 4 38 21 63 

 

31年 4月 ３歳以上 ０歳 １・２歳 合計 

保育士不足 43 13 58 114 

面積不足 9 0 32 41 

 

 【30年４月】理由別 （人） 区分 

現在入園中だが他園への移行を希望 34 保留者 145人 

単願（１か所のみ入園希望し他園は申し込まない） 30 

他に通園可能な園があるが申し込まない 19 

市外からの受託依頼された児童だが入園できない 6 

求職活動中だが活動は不定期 54 

育児休業中（延長中または早期復職のため申し込み） 1 

選考後に申込みを取り下げ 1 

市外の保育所へ委託したが入園できない 0 定義上の待機

児童０人 求職活動中（ハローワークや面接など定期活動中） 0 

複数の園を希望し申し込んだが入園できない 0 

 

 【31年３月】理由別 （人） 区分 

現在入園中だが他園への移行を希望 50 保留者 198人 

単願（１か所のみ入園希望し他園は申し込まない） 114 

他に通園可能な園があるが申し込まない 3 

市外からの受託依頼された児童だが入園できない 12 

求職活動中だが活動は不定期 15 

育児休業中（延長中または早期復職のため申し込み） 3 

選考後に申込みを取り下げ 1 

市外の保育所へ委託したが入園できない 0 定義上の待機
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求職活動中（ハローワークや面接など定期活動中） 0 児童 139人 

複数の園を希望し申し込んだが入園できない 139 

 

 【31年４月】理由別 （人） 区分 

現在入園中だが他園への移行を希望 28 保留者 146人 

単願（１か所のみ入園希望し他園は申し込まない） 43 

他に通園可能な園があるが申し込まない 33 

市外からの受託依頼された児童だが入園できない 7 

求職活動中だが活動は不定期 32 

育児休業中（延長中または早期復職のため申し込み） 1 

選考後に申込みを取り下げ 2 

市外の保育所へ委託したが入園できない 0 定義上の待機

児童 9人 求職活動中（ハローワークや面接など定期活動中） 0 

複数の園を希望し申し込んだが入園できない 9 

  

 

３ 待機・保留者解消に向けて 

（１）保育施設の整備【保育施設における定員数の確保（実績値）】    （人） 

年月 ３歳以上 ０歳 １・２歳 合計 

27年４月 1,261 120 589 1,970 

27年 10月 ※1 1,261 124 600 1,985 

28年４月  ※2 1,291 151 667 2,109 

28年 10月 ※3 1,318 151 670 2,139 

29年４月  ※4 1,339 160 709 2,208 

30年４月 ※4 1,368 160 709 2,237 

31年４月 ※4 1,374 160 713 2,247 

31年７月 ※5 1,446 169 761 2,376 

  ※1 ひばり保育園開設（地域枠 15人） 

  ※2 既存７保育所の定員増（70人）、すくすく保育園分園開設（54人） 

  ※3 コビーさくらのさと保育園の定員増（30人） 

※4 聖華未来のこども園開設（29～31年まで段階的に定員増） 

     （29年度 69人、30年度 29人、31年度 10人） 

※5 のだのこども園開設 令和元年７月（129人） 

 

（２）保育士確保対策 

  ① 国の処遇改善措置について 

      私立保育所の運営に関しては、公定価格という運営費の単価に基づき、
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児童数を乗じて支出しており、この公定価格は、地域・施設定員・児童の

年齢ごとの単価が設定され、大きくは、基本分単価と処遇改善加算で構成

されています。 

      基本分単価は、人件費や事業費で構成され、処遇改善加算は、職員の平

均勤続年数と経験年数に応じた加算となっています。 

      国の処遇改善について、基本分単価では、人事院勧告に従い平成２７年

度に２％に加え補正予算で１．９％相当の改善を行い、平成２８年度に１．

３％、平成２９年度に１．３％、平成３０年度に０．８％の加算が行われ、

処遇改善加算では、５％の加算が実施されています。 

      また、平成２９年度に処遇改善加算の対象施設における「経験年数７年

以上で、研修を経た中堅職員（仮称 副主任）に対する月額４万円の処遇

改善」や「経験年数３年以上で、研修を経た職員（仮称 職務分野別リー

ダー）に対する月額５千円の処遇改善」が実施されています。 

 

  公定価格の構成内容 

地域・施設定員・児童の年齢ごとに以下の単価が設定される 

項 目  備考 

基本分単価 事務費(人件費)本俸、諸手当、社会保険料等 

   (管理費)旅費、保健衛生費、補修費等 

事業費(生活諸費)給食・保育材料費等 

 

 

処遇改善加算 職員の平均勤続年数と経験年数に応じた加算  

その他加算１ 所長設置、3歳児配置改善、休日保育実施等  左記を実施した場

合に加算措置 その他加算２ 主任保育士専任、療育支援、事務職雇上等 

   ※公定価格×児童数＝保育所運営費 

    財源充当＝保育料を除いた運営費に対して国費 1/2・県費 1/4 

    処遇改善加算＝処遇改善加算は、平成２６年度以前の旧民改費に相当する職員一人

当たりの平均勤続年数に応じた基礎分（２～１２％）に、使途を保育

士等の賃金改善に限定した賃金改善要件分５％（平均勤続年数１１年

以上の施設においては６％）を加えたもの 

  

項目 改善内容 備考 

基本分単価(人件費) ２７年度 +２％ 

２７年度 +1.9％ 

２８年度 +1.3％ 

２９年度 +1.1％ 

３０年度 +0.8％ 

人事院勧告に基づく 

２７年度補正予算による実施 

人事院勧告に基づく 

人事院勧告に基づく 

人事院勧告に基づく 
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処遇改善加算 ２７年度 +３％ 

２９年度 +２％ 

 

その他 

※副主任 月額 40,000 円(経験年数 7 年
以上の中堅職員対象) 

  職務分野別リーダー 月額 5,000 円
（経験年数３年以上の職員） 

 

  ② 市の対策 

   ⅰ 宿舎借上事業（家賃補助） 

      国の支援事業の一つである「保育士宿舎借り上げ支援事業」を活用し、

国の補助１/２に市の単独補助１／２を上乗せし、事業者の負担なしに市

内に保育士用の宿舎が確保できるよう補助するものです。 

     （82,000円を上限 H30実績：２事業所２件 758,400円） 

 

   ⅱ 合同就職説明会 

      保育士養成校の学生や保育士資格を有する保育所就職希望者(潜在保育

士)を対象に、野田市内で私立保育所等の運営を行っている法人が一堂に

会し、市役所８階で個別ブースを設置の上、就職説明会を実施します。 

     （年２回実施） 

 

   ⅲ 保育士の子どもの優先入所 

      保育士の復職支援のため、未就学児のいる保育士等の子どもを優先利用

の対象としようとするもの。具体的には、野田市内の認可保育施設で就労

を予定している保育士等について、保護者の就労状況に対する指数に加点

を行い、利用調整の上位になるよう配慮するものです。 

      （プラス９点 H30実績：12人） 

 

   ⅳ 発達障がいの疑いのあるグレーゾーン児童のクラス対応 

      保育の現場では「発達障がいの疑いのある児童(いわゆるグレーゾーン

のお子さん)」が増えている状況があり、野田市が保育士の加配に係る賃

金を単独補助しようとするもの。各事業者にとっては、保育士を配置しや

すくなり、相乗効果として、クラス運営を担当する保育士のローテーショ

ンにも余裕が生まれ、保育士の負担が軽減することから、全体の保育士確

保にも寄与する施策となっています。 

      （H30実績：加配保育士６人 加配対象児童 11人 保育所数５か所） 

 

   ⅴ 処遇改善加算（県事業の活用） 

      千葉県内に勤務する保育士の他県への流出や潜在保育士の確保を目的

に、平成２９年１０月から千葉県が独自に月額２万円を限度に賃金を上乗
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せする「保育士処遇改善事業」を開始した。市内の事業者からの希望もあ

り、近隣市においても実施していることから、月額２万円の処遇改善加算

を実施しています。なお、この制度の対象は私立保育園に勤務する保育士

となっていますが、保育士不足の解消は公立及び私立に共通した課題であ

ることを踏まえ、指定管理者が運営する保育所に勤務する保育士等につい

ても、市単独事業として実施しています。 

       （H30実績：166人 35,471,877円） 

 

ⅵ 通勤補助（市単独） 

      事業所が駐車場を借り上げる事業に要する経費として、保育士１人当た

り月額 6,000円（上限）×2/3を補助するものです。 

       （H30実績：７園 対象者数８５人 2,992,978円） 
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新規施設の確認にかかる利用定員の設定について 

＜幼保連携型認定こども園（柳沢幼稚園）＞ 

１．目的 

  平成 27年度施行の「子ども・子育て支援制度」では、教育・保育給付及び地域型

保育給付の実施主体が市町村とされたことから、教育・保育等の事業者が施設を設

置し、運営にかかる財政支援を受けるためには、子ども・子育て支援法に基づき、

市町村による「確認」を受ける必要があります。 

  なお、確認にあたり利用定員を定めようとするときは、子ども・子育て支援法第

31 条第 2 項の規定に基づき、あらかじめ市町村が条例で設置する審議会の意見を

聴くこと」とされていることから、令和２年４月開園予定の幼保連携型認定こども

園（柳沢幼稚園）の利用定員について、児童福祉審議会でご意見をお伺いするもの

です。 

 

２．幼保連携型認定こども園（柳沢幼稚園）の概要 

（１）利用定員 

   利用定員については、現在の柳沢幼稚園（定員 240人）の在園児への影響を最

小限とするため、令和 2 年（2020 年）及び令和 3 年（2021 年）並びに令和 4 年

（2022 年）は暫定の定員とし、認可 4 年目の令和 5 年（2023 年）に 216 人の利

用定員を計画しています。 

 

 ○令和 2年 4月（2020年） 

                           （人） 

歳児 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

認定区分 3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 

人数 6 15 15 47 15 53 10 62 10 

 

1号認定合計 162 2号認定合計 35 3号認定合計 36 全園児合計 233 

 

○令和 3年 4月（2021年）                           

（人） 

歳児 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

認定区分 3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 

人数 6 15 15 41 19 47 15 53 10 

 

1号認定合計 141 2号認定合計 44 3号認定合計 36 全園児合計 221 
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○令和 4年 4月（2022年）                            

（人） 

歳児 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

認定区分 3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 

人数 6 15 15 33 27 42 18 47 15 

 

1号認定合計 122 2号認定合計 60 3号認定合計 36 全園児合計 218 

 

○令和 5年 4月（2023年）                            

（人） 

歳児 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

認定区分 3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 

人数 6 15 15 33 27 33 27 42 18 

 

1号認定合計 108 2号認定合計 72 3号認定合計 36 全園児合計 216 

 

 

○既存施設認可定員（平成 31年 4月 1日） 

区分 ３歳以上 ０歳 １・２歳 計 

① 保育量（31年度当初：入所実績＋

保留者） 
1,361 136 791 2,288 

②市計画 

既存施設認可定員 

 ※31年 4月時点 
1,374 160 713 2,247 

既存保育所定員増 － － － － 

＊のだのこども園 72 9 48 129 

② 計  1,446 169 761 2,376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 

 

3 

 

○待機児童状況と認定こども園の整備状況（平成 31年 4月 1日） 

 

   利用定員については、保留者が解消されていない現状がありますので、新たに

幼保連携型認定こども園（柳沢幼稚園）の利用定員を上記のとおり設定し、受入

児童数を増やすことは、待機児童・保留者の解消に必要なものと考えます。 

 

 

（２）市による確認内容 

   野田市においては、新制度施行にあたり、平成 26 年度に内閣府令及び本審議

会の答申を踏まえて制定した下記の基準（野田市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例）に基づき、体制や運営規程が整

備されているかなど、施設型給付及び地域型給付を給付すべき施設であるかの確

認を行います。 

 

【表：主な確認基準について】 

基準項目 主な基準の内容 

利用開始に伴う基準 ・利用申込者への応諾義務の状況 

教育・保育の提供 

に伴う基準 

・子どもの心身の状況の把握 

・小学校における教育と円滑な接続の状況 

・特定教育・保育の内容その他必要事項を記録 

・費用の支払を保護者から受ける際の書面による説明・同意 

・幼稚園教育要領、保育指針に基づき、適切な教育・保育の提供 

管理運営 

に関する基準 

 

・保護者及び関係機関の評価の公表 

・子ども又は保護者からの相談に応じた必要な助言援助 

・子どもの体調の急変に係る保護者または医療機関への連絡 

歳 児 

保留者等 
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

①保留者 

（ ）待機児童数 

13 

 

70 

（5） 

20 

 

32 

（2） 

14 

（1） 

6 

（1） 

155 

（9） 

②のだのこども園

受入数 
9 24 24 24 24 24 129 

③差引保留者 

①－② 
4 46 ▲4 8 ▲10 ▲18 26 

④柳沢こども園 

（開園時） 
6 15 15 15 10 10 71 

⑤差引保留者 

   ③－④ 
▲2 31 ▲19 ▲7 ▲20 ▲28 ▲45 
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基準項目 主な基準の内容 

 

管理運営 

に関する基準 

 

 

・施設の重要事項に関する規程 

・適切な職員の勤務体制 

・国籍、信条、費用負担などによる差別的取扱いの禁止 

・職員による虐待の禁止 

・子どもと家族の秘密の保持 

・関係事業者及びその職員からの金品、その他の利益の供与及び

収受の禁止 

・苦情に対する受付窓口の設置 

・地域住民又はその活動との連携、協力 

・事故発生時と再発防止のための措置 

・特定教育・保育事業とその他の事業との会計区分 

・職員、設備、会計に関する記録の整備 

＊野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例から抜粋 

 

（３）施設概要 

     事業者名  学校法人三星学園 理事長 渡辺浩之 

     設置場所  野田市柳沢 83番 1外 

     敷地面積  6,392.97㎡ 

延床面積   新築園舎 1,261.01㎡ 

増築園舎   23.19㎡ 

合    計  1,284.20㎡ 

構造       木造平屋建て 

     開園予定日 令和 2年 4月 1日（予定） 

 

  



