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○おわりに 

 

国内における急速な尐子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化は、当市の保育環境に対

しても大きな影響をもたらすものです。特に都市部において顕著な待機児童問題については、当

市の積極的な施策において若干の改善が図られたものの、依然深刻な状況が続いており、予断を

許さない状況にあるものといえます。 

国は、子ども・子育て支援に関し、これまでにない大きな制度改革を予定し、子ども・子育て

支援新制度の施行も目前に迫ってきています。このような状況下において、子どもの健やかな育

ちと子育てを支える環境を整えることは、社会全体で取り組むべき最重要課題の一つであると同

時に、市の責務でもあります。 

子どもは、社会の希望であり、未来をつくる力です。東村山市が将来に向けて持続的に発展し

ていくためには、「安心して子育てができる環境を整備する」ことが未来への重要な投資となると

の認識に立ち、「将来にわたって持続可能な保育環境の整備」をコンセプトに、本方針に基づく取

り組みを推進していきます。 
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巻末資料（用語集） 

※法令等の引用部分はゴシック体（太字）になっています。   

 語句 内容 

1.  尐子高齢化 子どもを産む親世代の減尐や出生率の低下等により子どもの数が減尐する尐子

化と、総人口に占める６５歳以上の人口の比率が７％を超えた状態である高齢化社

会が同時に進行している状況のこと。 

2.  核家族化 夫婦とその未婚の子からなる家族の形態（核家族）をとる世帯が増えている状況

のこと。 

3.  女性の社会参画化 女性が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保されること。 

4.  就学前児童 小学校入学前の０歳から６歳までの児童のこと。 

5.  保育所 

（認可保育所） 

児童福祉法第２４条第１項に設置根拠が定められている児童福祉施設のこと。

「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目

的とする施設」のこと。 

※児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条参照 

6.  公立保育園 都道府県・市町村その他公共団体が設立・運営する保育所のこと。市内にある公

立保育園は、東村山市が設置・運営する市立保育園のみとなっている。 

7.  指定管理者制度 公の施設の管理に関する権限を、条例の定める手続に沿い議決を経て指定された

ものに委任して行わせる制度のこと。公の施設の管理と運営を同一事業者に行わせ

る場合には、この制度による必要がある。 

※地方自治法第２４４条の２第３項参照 

8.  子ども・子育て支

援法等の法律 

 次の３つの法律のこと。これらを総じて「子ども・子育て関連３法」という。 

①子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律第６５号） 

②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律（平成２４年８月２２日法律第６６号） 

③子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成２４年８月２２日法律第６７号） 

9.  パブリックコメン

ト 

政策等の意思形成過程において、市民の有益な意見や情報を得ることによって、

その政策等の内容をより良いものにするために行う手続のこと。 

10.  児童福祉法第 56

条の 8第 1項 

（市町村保育計画

の作成） 

○児童福祉法第５６条の８第１項 

〔特定市町村による市町村保育計画〕 

第５６条の８ 保育の実施への需要が増大している市町村（厚生労働省令で定める

要件に該当するものに限る。以下この条において「特定市町村」という。）は、
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（つづき） 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市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する計

画を定めるものとする。 

※児童福祉法は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成２４年８月２２日法律第６７号）により改正され、改

正後は同条の保育計画の規定は削除されます。 

11.  合計特殊出生率 １５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計した数値のこと。次の２種類があ

り、第２章に掲載している合計特殊出生率は、「期間」合計特殊出生率によるもの。 

・「期間」合計特殊出生率 

ある期間（１年間）の出生状況に着目したもので、その年における各年齢（１

５～４９歳）の女性の出生率を合計したもの。 

・「コーホート」合計特殊出生率 

ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ（コーホート）の女

性の各年齢（１５～４９歳）の出生率を過去から積み上げたもの。（厚生労働省） 

※厚生労働省ＨＰ参照 

12.  認証保育所 児童福祉法第３５条第４項による認可を受けていない保育施設のうち、区市町村

の設置の計画に基づき区市町村の推薦を受け、東京都の定める実施要綱の要件を満

たし、東京都知事が認証した施設のこと。 

※認証保育所実施要綱参照 

13.  定期利用保育施設 パートタイム勤務や育児短時間勤務等利用者の保育需要に対応して、保育所等に

おいて、児童を一定程度継続的（月を単位として複数月）に保育する事業（東京都

制度による事業）を行う施設のこと。 

※東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱参照 

14.  家庭福祉員（居宅

型・施設型） 

（保育ママ） 

児童の保育について技能と経験を有する者が、その家庭又は施設において保育を

要する児童を保育する事業またはその事業を行う者のこと。 

東村山市の家庭福祉員事業は、次の２類型に分けられる。 

①居宅型家庭福祉員 

現に居住している家屋において家庭福祉員事業を行う者で、市長の認定を受けた

ものをいう。 

②施設型家庭福祉員 

 居住している家屋とは別の施設において家庭福祉員事業を行う者のもと、次のい

ずれかに掲げる保育を行う家庭福祉員で市長の認定を受けた者をいう。 

・単独の家庭福祉員による家庭福祉員事業を行う施設において行う保育。 

・複数の家庭福祉員による家庭福祉員事業を行う施設において行う保育。 

※東村山市家庭福祉員に関する規則参照 
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15.  東村山市保育室 保育所不足のため要保育児童が認可外保育施設に入所を余儀なくされている実

態に鑑み、保育所が充実するまでの暫定的措置として、市が協定を締結し、市が定

める基準に基づき保育する事業を行う施設のこと。 

※東村山市保育室制度運営補助規則参照 

16.  幼稚園 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健や

かな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とし

た施設のこと。 

東村山市にある幼稚園はすべて私立となっている。 

※学校教育法第２２条参照 

17.  認定こども園 幼稚園（教育）機能と保育所（保育）機能を併せ持つ施設のこと。次のいずれか

に当てはまる施設のこと。 

① 都道府県知事から認定を受けた幼稚園又は保育所等 

② 幼稚園及び保育所等の建物や附属設備が一体的に設置されているとして都道

府県知事から認定を受けた施設 

③ 都道府県が設置する施設について都道府県知事が公示する施設 

施設の形態により、４つのタイプに分けることができる。 

・幼保連携型（②に該当） 

・幼稚園型（①に該当） 

・保育所型（①に該当） 

・地方裁量型（①または③に該当） 

※就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条

参照 

18.  東村山市幼児教室 集団生活を通じて自主協調の精神及び社会生活に対する正しい理解と態度を養

い、健康で明るい生活のために必要な基本的習慣を学び、身体諸機能の調和と発達

を図るために運営される幼児のための教室のこと。 

※東村山市幼児教室補助金交付規則第２条参照。 

19.  ベビーホテル 都や区市町村の認証、認定がないもののうち、下記いずれかに該当し、院内・事

業所内保育施設などの分類に含まれない認可外保育施設のこと。 

① 午後７時以降の保育を行っているもの 

② 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの 

③ 時間単位での児童の預かりを行っているもの 

※東京都福祉保健局ＨＰ参照 

20.  待機児童 

 

 

２００１年（平成１３年度）に厚生労働省が「待機児童」の定義を変更したこと

により、２つの定義が存在している。現在、国や自治体が公表する待機児童数は、

新定義に基づき算定されたものを基本としている。 
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（つづき） ①旧定義の待機児童 

  保育所の入所申込書又は入所申込がされており、入所要件に該当しているが、

入所していない児童のこと。ただし、保護者が育児休業を取得している児童は含

まれない。 

②新定義の待機児童 

  旧定義の待機児童であり、且つ、以下の条件に当てはまらない児童のこと。 

・国庫補助事業や地方公共団体における単独保育事業等において保育を受けてい

る児童 

・産休・育休明けの入所希望として事前に入所申込が出ている等、入所予約（入

所希望日が調査日よりも後のもの）として希望を出している児童 

・他に入所可能な保育所があるにも関わらず、特定の保育所を希望し、保護者の

私的な理由により待機している児童 

21.  「子育てするなら

東村山」 

 東村山市の取り組む子育て施策のスローガンのこと。平成２１年３月より、市議

会から待機児童対策の要請を受けて発足した待機児童対策プロジェクトチームに

おいて、現状分析をし、今後の施策のあり方について議論がされた。そこで出され

た意見・情報を整理し、平成２１年度から平成２４年度までの緊急的な待機児童対

策をまとめた計画を「子育てするなら東村山 緊急プロジェクト」と呼んでいる。

この緊急プロジェクトは、東村山市次世代育成支援後期行動計画（東村山子育てレ

インボープラン）に掲載され、保育計画の一部となっている。 

22.  分園 本園（認可保育所）から通常の交通手段により、30分以内の距離に設置される

小規模な保育所のこと。認可保育所の設置が困難な地域における保育の実施を図る

ことを目的とし、中心保育所と一体となって保育を実施する施設。定員は 30人未

満で、0歳から 2歳までの児童を対象としている。 

※保育所分園設置運営要綱参照 

23.  保育施設整備率 就学前児童人口（満５歳児までの人口）に対する保育所（【5.保育所】参照）定

員数の割合のこと。 

24.  大規模修繕 建築物の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根、階段）の一種以上について行う

過半の修繕のこと。 

※建築基準法第２条第１４号参照 

25.  旧耐震基準 耐震基準とは、建物等の構造物が最低限度の耐震能力を示す基準のことであり、

旧耐震基準とは、１９８１年（昭和５６年）５月３１日までの建築確認において適

用されてきた中程度（震度５）の地震を想定した基準のこと。 

※東村山市公共施設白書参照 

26.  安全確認の必要性

がより高い施設 

各施設の建築・経過年数、建物の構造形式（平屋／二階建て等、鉄筋コンクリー

ト造／木造）、施設使用状況（使用頻度・使用人数・使用方法等）、劣化度合い等の
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（つづき） 様々な要素を加味したうえで、施設設置基準・運営基準上、より厳しい基準が求め

られるべきと判断した施設のこと。 

27.  ＮＰＯ法人 

（Non-Profit 

Organization） 

ＮＰＯとは、様々な社会貢献活動（福祉・医療・環境保護等）を行い、団体の構

成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称をいう。このうち、特定

非営利活動促進法（平成１０年３月２５日法律第７号）に基づき法人格を取得した

法人のこと。 

※内閣府ＨＰ参照 

28.  延長保育事業 就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育所の通常開所時

間を超えて保育を行う事業のこと。延長保育の時間については、下記の【60.保育

時間】の項目を参照。 

29.  財政力指数 地方交付税制度において、標準的な行政サービスを提供するために必要と見積も

られる額に対し、市税等の収入額がどの程度確保されているかを表す指数のこと。

指数が「１」に近い団体ほど財源に余裕があるとされ、「１」を超えると普通交付

税（【30.普通交付税】参照）の不交付団体になる。 

※東村山市財政白書参照 

30.  普通交付税 地域ごとの財源の格差を調整し、どの地域に住む住民にも標準的なサービスを提

供できるように、国税５税（所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税）の一定割

合が国から地方公共団体に交付される制度のこと。普通交付税は国が定めた基準に

基づき、一定の水準のサービスを行うために必要な経費（基準財政需要額）と、標

準的に見込まれる税等の収入額（基準財政収入額）との差により決定され、基準財

政需要額が基準財政収入額を上回る場合に、その不足額を補うために交付される。 

※東村山市財政白書参照 

31.  三位
さ ん み

一体
いったい

の改革 平成１６年度から１８年度にかけて、国の構造改革の大方針の一つである「地方

にできることは地方に」という理念の下、国庫補助金・負担金の改革、税源の移譲、

地方交付税の見直しの３つを一体として行った改革のこと。 

32.  民生費 目的別歳出の一分類。地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢

者、心身障害者等のための福祉施設の整備、運営、生活保護の実施等の施策を行っ

ており、これらの諸施策の推進に要する経費のこと。 

＜東村山市の民生費の内訳＞ 

社会福祉費、老人福祉費、児童福祉費、生活保護費 

※総務省ＨＰ参照 

33.  児童福祉費 児童福祉行政（すべての児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよ

う提供される福祉サービス）に係る費用のこと。 

34.  法定基準 

 

児童福祉法第４５条第１項に定める基準として厚生労働省令で定める基準のこ

と。都道府県は、この基準を参酌して児童福祉施設の設備及び運営について、条例
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（つづき） で基準を定めなければならないこととされており、東京都においては「東京都児童

福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年３月３０日東京都条例第

４３号）」が定められている。 

具体的には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年１２月２９

日厚生労働省令第６３号）第３２条から第３６条の３まで及び、東京都児童福祉施

設の設備及び運営の基準に関する条例第４１条から第４８条に定められている内

容を満たしていることを基準としている。東京都条例において一部上乗せの基準が

設定されている。 

主な内容は以下の通り。 

・施設の設備に関する基準（乳児室・保育室・遊戯室・屋外遊戯場に対する児童１

人当たりの床面積、便所や調理室の設置、非常時の避難経路等） 

・職員配置に関する基準（乳児・幼児の受入れ人数に対する保育士・調理員・嘱託

医の配置基準） 

・保育時間（原則１日８時間） 

・保育の内容 

・保護者との連絡 

・公正な入所選考について 

・利用料 

35.  保育所運営費  

（支弁費） 

市町村が児童福祉法第２４条本文の規定による保育所での保育を実施した場合

における、児童福祉法第４５条第１項に基づく法定基準（【34.法定基準】参照）

を維持するための費用（事業費、人件費、管理費）のこと。 

36.  児童福祉法の支弁

に関する規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童福祉法第５１条 

 〔市町村の支弁〕 

第５１条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

（略） 

 (4) 市町村の設置する保育所における保育を行うことに要する保育費用 

 (5) 都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育を行うことに

要する保育費用 

（略） 

○児童福祉法第５３条 

〔国庫の負担〕 

第５３条  国庫は、（略）第５１条（第４号（略）を除く。）に規定する地方公共

団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負

担する。 

○児童福祉法第５５条 

〔都道府県の負担〕 
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（つづき） 第５５条 都道府県は、第５１条（略）第５号（略）の費用に対しては、政令の定

めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。 

37.  加算補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京都及び市町村から民間保育所に対して、厚生労働省令で定める基準を超えた

保育事業を行っている事業者に対して支給している補助金のこと。加算補助の対象

としている内容は以下の通り。 

・０歳児保育特別対策加算 

０歳児を 6人以上受け入れるための職員配置に必要な経費 

・11時間開所保育対策加算 

11時間開所を行う施設の人件費又は暖房費 

・障害児保育補助 

障害児の処遇向上に要する経費 

・一般保育所対策加算 

保育事業の充実に要する経費 

・給食費加算 

給食を充実するための経費 

・障害児保育士加算 

障害児保育に係る職員配置の充実化を図るための経費 

・土曜日パート保育士補助  

土曜日の午後の特例保育を行うための職員配置に必要な経費 

・業務補助 

保育教材費等児童の処遇向上経費、施設整備充実に要する経費 

・期末援助経費補助 

私立保育園と市立保育園の期末手当の格差是正のための経費 

・障害児保育研修費補助  

障害児を受け入れる民間保育所の保育士研修経費 

・私的契約児補助  

定員内私的契約児の処遇向上のための経費 

・職員従事者共済会加入補助 

民間保育所に勤務している職員の任意共済加入に要する経費 

・嘱託医加算 

嘱託医を配置するための経費 

・未充足児童対策補助 

未充足児童数に見合う保育士を配置するための経費 

・延長保育充実費補助 

延長保育を実施するための経費 

・学校 110番設置補助 
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（つづき） 

 

学校 110番設置に要する経費 

・待機児解消対策費補助 

各年齢定員を超える入所児童数を受け入れるための職員配置に必要な経費 

・専門指導補助 

保健福祉医療に関する専門職を配置するための経費 

・職員研修費補助 

常勤職員の研修経費 

・地域活動事業補助 

地域活動事業の充実に要する経費 

※東村山市民間保育所運営費加算補助規則参照 

38.  児童福祉法の費用

の徴収に関する規

定 

○児童福祉法第５６条第３項 

３ （略）第５１条第４号若しくは第５号に規定する保育費用を支弁した市町村の

長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場

合における家計に与える影響を考慮して保育所における保育を行うことに係る

児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。 

39.  公・私立保育園の

経費計上方法 

 公立保育園は公会計制度を採用、私立保育園は企業会計制度を採用しているた

め、経費の計上方法が異なり、単純比較ができない事情がある。 

・公会計制度（現金主義・単式簿記） 

 現金収支の事実に基づいて、費用収益を計上し、当期純利益を算出する方法のこ

と。すなわち、現金収入がなければ収益として計上せず現金支出がなければ費用

として計上しないとする考え方のこと。 

・企業会計制度（発生主義・複式簿記） 

 すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期

間に正しく割り当てられるように処理しなければならないとする考え方のこと。 

 発生主義による会計では、既に現金支出があったものが翌年度の費用として取り

扱われたり（前払費用）、逆にまだ何らの現金の支出も行っていない金額が費用

として損益計算に計上されることになる（未払費用）。 

＜各会計制度の考え方の例＞ 

例えば、社員や職員の退職金の計上に関しては、公会計制度では職員が退職する

年度に退職金の総額を計上するが、企業会計制度では、社員が入社したときから、

その社員が定年退職をしたときに必要な退職金額を、定年までにかかる年数で割っ

た金額を毎年度計上する積立方式を取ることとなる。 

 

 

40.  住民福祉の増進に

努めるとともに、

地方自治法第２条第１４項に定められている地方公共団体の事務に関する規定

のこと。このほか、地方財政法第４条第１項では、予算執行面における経費支出の
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最小の経費で最大

の効果を挙げる 

制限規定として、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最

小の限度をこえて、これを支出してはならない。」と定めており、これは執行機関

に課された当然の義務とされている。 

41.  子ども・子育て会

議 

子ども・子育て支援法又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理す

るほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、子ども・子育て支援法の施行に関する重要事

項を調査審議するために内閣府に置かれた会議のこと。 

＜主な審議事項＞ 

・子ども・子育て支援法に基づく基本指針 

・保育の必要性の認定基準 

・新規の保育施設設置の際の確認基準 など 

＜会議の委員＞ 

子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表

する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に

関し学識経験のある者のうちから、２５人以内で内閣総理大臣が任命する。 

※子ども・子育て支援法第７２条・第７４条参照 

42.  東京都条例 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年３月３０日

東京都条例第４３号）のこと。【34.法定基準】参照。 

43.  標準保育時間 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年１２月２９日厚生省令第

６３号）第３４条に定められている、認可保育所における保育時間のこと（原則１

日につき８時間とされている）。東村山市の認可保育所の標準保育時間は、午前８

時３０分から午後５時までとなっている。詳細な保育時間については【60.保育時

間】を参照。 

※東村山市立保育所条例施行規則第５条 

44.  １３時間保育事業 通常の保育時間を超えて提供する保育サービスのうち、１９時から２０時までの

間、開所時間を延長する事業のこと。東村山市では第六保育園のみ実施。詳細な保

育時間については【60.保育時間】を参照。 

45.  電力供給不足に伴

う休日保育事業 

東日本大震災による夏季の電力需給対策の影響により、大企業等を中心に電力需

要の比較的尐ない早朝・夜間及び休日に就業時間等を変更するなどの取り組みに対

応するために行われた休日保育事業のこと。 

※厚生労働省ＨＰ参照 

46.  ＡＥＤ 

（Automated 

External 

Defibrillator） 

自動体外式除細動器のこと。心電図を自動的に解析して、除細動のための電気的

なショックを供給する必要があるかどうかを判定し、ショックを供給すべき場合に

使用者に知らせ、使用者が通電ボタンを押すことで除細動が行われる医療機器。 

※厚生労働省ＨＰ参照 
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47.  使用用途や財産処

分の制限 

国や都、市からの補助金等、施設を整備する際に公金が使用された場合は、原則

としてその財産の処分について条件が付されている。条件には、処分制限期間や転

用目的制限などがあり、これらの条件に違反した処分に対しては、補助金の返還等

を命じられる。 

48.  小規模保育所に対

する市町村長の認

可制度 

 子ども・子育て支援新制度では、地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育、居

宅訪問型保育、事業所内保育）は、市町村が認可する事業として児童福祉法に位置

付けた上で、国庫補助対象施設となる。これにより利用料金も公定価格に沿って設

定され、多様な施設や事業のなかから利用者が必要な事業を選択できる仕組みとな

る予定。 

※内閣府ＨＰ>子ども・子育て会議>第２回基準検討部会>資料２「小規模保育事業

について」参照 

49.  幼稚園の預かり保

育 

幼稚園が通常の教育時間（１日４時間が標準とされている）の前後や、土曜・日

曜・長期休業期間中に、希望する園児を預かる事業のこと。 

50.  乳児家庭全戸訪問

事業事（こんにち

は赤ちゃん業） 

生後４か月を迎えるまでの乳児のいる全ての家庭に保健師・助産師が訪問し、子

育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の

把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業のこと。

東村山市では、平成２３年１０月から実施しており、訪問実績は概ね９８％以上と

なっている。 

51.  ニーズ調査 子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく「子ども・子育て支援事業計画」

を策定する際に、保護者に対して行う教育・保育・子育て支援に関する「現在の利

用状況」や「今後の利用希望」を把握するための調査のこと。 

※子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）参照 

52.  一般財源化 これまで国・都の支出金等、特定財源とされていた収入が、減額または廃止に伴

い市税等の一般財源に切り替わること。地方自治体（都道府県や市町村）の財源を、

収入の使途別にみた場合に、特定財源（一定の使途にのみ使用できる収入）と一般

財源（いかなる経費についても使用できる収入）に分類する方法がある。公立保育

園の運営費については、これまで前者の特定財源が一定額交付されており、公立保

育園の運営経費に充当できる収入とされていたが、２００４年（平成１６年）以後、

三位一体の改革（【31.三位一体の改革】参照）に伴い経費の使途が特定されない一

般財源に切り替わった。 

53.  基金 地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、

資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けるもののこと。 

※地方自治法第２３３条の２、第２４１条第１項及び地方財政法第４条から第４条

の４までを参照 

54.  児童福祉法に根拠 児童福祉法第５６条の８第１項。【10.児童福祉法第 56条の 8第 1項】参照 
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55.  同法により定めら

れた省令 

○児童福祉法施行規則第 40条 

〔特定市町村の要件〕 

第４０条 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) 前年度(略)の４月１日において、保育所における保育を行うことの申込みを

行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われて

いないもの（次のいずれかに該当するものを除く。）の数が 50人以上あること。 

イ 家庭的保育事業その他児童の保育に関する事業であって当該市町村が必要

と認めるものを利用している児童 

ロ 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 

(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。 

56.  待機児童が 50人

以上 

東村山市の平成 15年度以後の待機児童数（新定義・各年 4月 1日現在）は次の

とおり。 

平成 15年：１１７人    平成 21年：１４６人 

平成 16年：１５５人    平成 22年：２０９人 

平成 17年：１２４人    平成 23年：２２２人 

平成 18年：１０３人    平成 24年：１９５人 

平成 19年：１０１人    平成 25年： ８１人 

平成 20年：１２１人   

57.  児童福祉法の一部

改正 

児童福祉法の一部を改正する法律(平成 15年 7月 16日法律第 121号）のこと。 

58.  次世代育成支援行

動計画 

 次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づき、策定された計画のこと。 

（市町村行動計画） 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及

び事業に関し、５年を１期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児

及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境

の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、

職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関す

る計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定するものとする。 

59.  市町村子ども・子

育て支援事業計画 

 

 

 

 

子ども・子育て支援法に基づき市町村が策定する教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業に関する計画のこと。 

○子ども・子育て支援法 

 （市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第６１条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実
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（つづき） 施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定め

るものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

(１) 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保

育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定め

る区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区

域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第１９条

第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とす

る。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護

する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育

の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期 

(２) 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地

域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

(３) 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・

保育の推進に関する体制の確保の内容 

60.  保育時間 次の図のとおり。 

 

【60.保育時間】 

 東村山市の認可保育所の開所時間については以下のようになっています。 

 

①  ②  

イ ア イ ウ エ 

 

① 通常開所時間…７時から１８時まで 

 ア 市の条例で定められている原則開所時間 

 イ 市の条例で定められている原則開所時間を拡大して開所する時間（１１時間開所事業） 

② 延長保育時間…１８時から２０時まで 

ウ 市内の全認可保育所で実施している延長保育時間【１８時から１９時】 

エ 第六保育園のみ実施している拡大延長保育時間【１９時から２０時】（１３時間開所事業） 

 

 

 

7 時 19 時 8 時 30 分 18 時 17 時 20 時 
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