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第第２２期期  伊伊達達市市  

子子どどもも・・子子育育てて支支援援事事業業計計画画  
【【中中間間見見直直しし】】  

概概要要版版  

 

 

１ 計画の中間見直しにあたって 
 

１ はじめに 

第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画（以下、「第２期計画」といいます。）は子

ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画として、令和２

年度から令和６年度の５年間を計画期間として令和２年３月に策定したものです。 

第２期計画は、令和４年度に中間見直しを実施することとしており、今回の見直しに

あたっては、令和４年３月 18 日付内閣府事務連絡「第二期市町村子ども・子育て支援

事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方について（以下、「内閣府事務連

絡」といいます。）」を参考に見直しを行いました。 
 

２ 中間見直しの判断基準 

内閣府事務連絡において示されている見直しに関する判断基準は、以下のとおりで
す。 

 
１． 2021（令和３）年４月１日時点における幼児期の教育・保育の支給認定区分ごとの

子どもの「実績値」と第２期計画における「量の見込み」を比較して 10％以上の乖離

を目安とします。 
 
２． 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと提供体制について上記１の変更に併

せて必要に応じて行うこととしています。 

2020 年度（令和２年度） 

～2024 年度（令和６年度） 
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３ 中間見直しにあたっての検証 

１．幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制について 
 

2021（令和３）年度における第２期計画の当初策定時の量の見込みと実績の比較は
以下のとおりです。 

  

【表５-11】（抜粋） 

１．第２期計画（当初策定時）                           （人） 

  
（A） 

１号認定※1 

２号認定※2 ３号認定※3 再計 

（B） 

幼稚園希望 

（C） 

左記以外 

（D） 

0 歳 

（E） 

1～2 歳 

幼稚園 

（A）+（B） 

保育所 

(C）+(D)+(E) 

2021 

年度 

①量の見込み 141 100 353 41 192 241 586 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 79 19 57   

 

２．実績（2021（令和３）年４月１日時点）                     （人） 

  
（A） 

１号認定 

２号認定 ３号認定 再計 

（B） 

幼稚園希望 

（C） 

左記以外 

（D） 

0 歳 

（E） 

1～2 歳 

幼稚園 

（A）+（B） 

保育所 

(C）+(D)+(E) 

2021 

年度 

①実績 148 74 343 20 183 222 546 

②確保方策 

特定教育・保育施設 320 372 57 186   

企業主導型保育施設地域枠 - - 6   

認可外保育施設 - - 41   

差引②-① 98 29 87   

 

上記①「量の見込み」と「実績」の差 7 -26 -10 -21 -9 -19 -40 

上記割合(実績/量の見込み)の差 5.0% -26.0% -2.8% -51.2% -4.7% -7.9% -6.8% 

 

実績が第２期計画の量の見込みと 10％以上乖離していた支給認定区分は、「２号認

定」の幼稚園希望及び「３号認定」の０歳という結果でしたが、再計欄のとおり幼稚園、保

育所のいずれも 10％以上の乖離は見られなかったため、確保方策としては当初計画時

の定員規模で充足していたものと判断できます。 

   また、第２期計画に「地域型保育給付の提供体制」及び「幼児期の教育・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」に関しては、第２期計画の策定

時から現在に至るまで方針の変更はありません。 

     

  ２．地域子育て支援拠点事業の量の見込みと提供体制について 

 

2021（令和３）年度における第２期計画の量の見込みと実績の比較は次ページのとお

りです。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、2020（令和２）年度についても

比較を行いました。 

 

             

※1 １号認定：満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前子ども。 

※2 ２号認定：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）。 
※3 ３号認定：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育を必要とする子ども）。 

用語の解説 
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 【表５-14】（抜粋） 
 

１．第２期計画（当初策定時）               （人） 

区分 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

量の見込み 延べ組数 - 4,821 4,896 

確保の内容 
延べ組数 - 4,821 4,896 

施設数 - ３か所 ３か所 

 

２．実績                         （人） 

実績 

区分 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

利用組数 延べ組数 4,021 3,331 2,850 

開放日数 日 355 346 296 

１日平均 人 24.6 21.6 21.2 

 

上記①「量の見込み」と「実績」の差 - -1,490 -2,046 

上記割合(実績/量の見込み)の差 - -30,9% -41.8% 

 

いずれの年度も実績が量の見込みを下回っており、10％以上の乖離が見られました。 

2019（令和元）年度からの開放日数と比較すると利用組数の減少が目立つため、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けていたことが推測されます。 

 
 

４ 中間見直しの方向性 

これまでの検証による結果を受けて中間見直しの方向性を示します。 

 

１．幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制について 

検証結果により 2021（令和３）年度までの実績をもとに量の見込みを補正します。 

 

 

２．地域子育て支援拠点事業の量の見込みと提供体制について 

2020（令和２）年度、2021（令和３）年度実績の減少は、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けていたと推測され、平常時の実績の想定が困難であるため、今回の見直し

は行わないこととします。 

 

３．その他の事業等について 

前段の「２．地域子育て支援拠点事業の量の見込みと提供体制」について」同様、多

岐の事業にわたり新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると推測され、平常時の

実績の想定が困難であるため、今回の見直しによる量の見込みの変更は、原則行いま

せんが、量の見込みと実績に大きな乖離が見られる一部の事業については、可能な範

囲での実績値の追加や量の見込みの更新を行います。 

また、改正児童福祉法が第２期計画期間中である令和６年４月１日に施行される予定

であるため、見直し項目として事業を追加しました。 
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２ 中間見直し後の第２期計画 
 

これまでの検証と方向性から行った中間見直しにより第２期計画へ反映し、差し替える 
主な項目は、以下のとおりです。 

 

第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く現状 

１ 伊達市の人口動態                            （第２期計画 ４～７ページ） 

 

２ 子育て環境の状況                           （第２期計画 ８～11 ページ） 
 

第４章 計画の前提条件 

３ 計画期間の人口推計                         （第２期計画 21、22 ページ） 
 

第５章 施策の展開 

１ 幼児期の教育・保育の現状                   （第２期計画 23～27 ページ） 

 

２ 幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制     （第２期計画 28、29 ページ） 

 

３ 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと提供体制    （第２期計画 32 ページ） 

 

４ 訪問系事業の量の見込みと提供体制                （第２期計画 33 ページ） 

 

５ 通所系事業の量の見込みと提供体制           （第２期計画 34～40 ページ） 

 

６ その他事業の量の見込みと提供体制           （第２期計画 41～42 ページ） 

 

（７）改正児童福祉法による新たな事業等の検討   （新規） 
 

資料編 

１ 子ども・子育て会議開催状況                       （第２期計画 45 ページ） 

 

２ 伊達市子ども・子育て会議                         （第２期計画 47 ページ） 
 
 

 

第２期 伊達市子ども・子育て支援事業計画【中間見直し】 

【概要版】 
2020（令和２）年度～2024（令和６）年度 

発行： 2023（令和５）年３月  .  編集： 伊達市健康福祉部子育て支援課 

住所： 北海道伊達市鹿島町 20-1   電話： 0142-82-3194 


