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資料３ 
時間外保育（延長保育）事業 

 

地域子ども・  

子育て支援事業 
時間外保育（延長保育）事業 

神戸市事業名  時間延長型保育サービス事業 所管課 
こども家庭局 

事業課 

＜事 業 内 容＞ 

保護者の就労形態の多様化や通勤時間の長時間化等により、午前８時から午後５時 30

分までの通常保育時間と前後 30 分の特例保育時間の間で、送迎ができない場合に対応す

るため、延長保育を実施している。 

 

 

 

 

 

対 象 年 齢 ０～５歳（現状の事業と異なる場合があります） 

＜実施状況（H26.4）＞ 

項目 
実施箇所数 

公立 私立 計 

延長保育 ５８ １５６ 2１４ 

 

30 分延長 35  16  51 

60 分延長 23 127 150 

120 分延長 -  13  13 

 ＜利用実績（H24 年度）＞          ＜保育料＞ 

・  ３０分延長 のべ３１,０２８人    ・ ３０分延長 ２,５００円/月 

・  ６０分延長 のべ１７,４６５人    ・  ６０分延長 ４,５００円/月 

 ・１２０分延長 のべ   8１９人    ・１２０分延長 ７,５００円/月 

 （平成 24 年度実利用人数 4,970 人） 

区 域 市域全体 

国の基本指針  

利用希望把握調査等により把握した、小学校就学前子どもの保育に係

る希望利用時間帯を勘案して、計画期間内における適切と考えられる目

標事業量を設定すること。 

確保方策の単位 実人数 

ニーズ調査から、

国の手引きに基づ

いた「量の見込み」 

＜各年度別「量の見込み」＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

実人数（人） 7,852 7,697 7,552 7,421 7,271 

＜算出方法＞ 

２号認定（保育利用）及び３号認定子どものうち、18 時以降も保育

の利用を希望する者の割合を乗じて算出。 

「量の見込み」の

算出にあたっての

検討の視点 

教育・保育の「量の見込み」として算出した結果（第４回神戸市子ど

も子育て会議 決定）における０歳児の補正結果を反映する必要がある

のではないか。 

  

8：00 7：30 午前 7：00 

通常保育時間 

延長保育 特 例 保 育 特 例 保 育 延長 30 分 延長 60 分 延長保育 120 分 

午後 5：30 6：00 6：30 7：00 8：00 
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資料３ 
時間外保育（延長保育）事業 

 

事業計画上の「量

の見込み」（案） 

 

＜各年度別「量の見込み」＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

実人数（人） 6,781 6,648 6,523 6,410 6,282 

＜算出方法＞ 

２号認定（保育利用）及び３号認定子どものうち、18 時以降も保育

の利用を希望する者の割合を乗じて算出。 

ただし、０歳児のニーズ量については、教育・保育の「量の見込み」

の算出にあたっての補正の考え方を準用し、ニーズ調査（問 13-4）に

おいて、（選択肢８）「子どもが１歳以上になったら利用したい」とした

人の割合を、算出数値から控除する。 

 

確保方策の考え方

（案） 

 

・平成 26 年 4 月現在、本市ではすべての認可保育所（214 園）で延長

保育を実施していることから、基本的には保育所入所児童数の範囲内

で延長保育の提供が可能である。 

・さらに今後、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等の整備箇所

数に応じて、延長保育の実施箇所数の増加を図っていく。 
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資料３ 
一時預かり事業 

 
地域子ども・  

子育て支援事業 
幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）事業 

神戸市事業名  幼稚園預かり保育事業 所管課 こども家庭局事業課 

事 業 内 容 

① 私立幼稚園を活用する保護者の多様な保育ニーズに対応するため、幼

稚園園則等で定める通常の保育時間の前後や、土曜日、長期休業日に

希望する在園児を預かる「預かり保育」を実施している。 

② 市立幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後、幼稚園の管理下におい

て希望する在園児を預かり、保育をすることにより、幼児の心身の健

全な発達を図り、保護者の子育てを支援する。 

対 象 年 齢 ３～5 歳 

事 業 実 績 

① 市内の私立幼稚園 ほぼ全園で実施。 

平均利用園児数(平日)2,179 人（平成 24 年度推計。年換算 424,905 人） 

② 公立幼稚園の約９割で実施 

のべ 49,862 人（平成 24 年度） 

区 域 市内全域 

国の基本指針  

利用希望把握調査等により把握した、小学校就学前子どもを一時的に

第三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を利用した日数（幼稚園の預

かり保育を定期的に利用した場合を除く。）を含む。）の実績に、今後の

利用希望を加えたものを勘案して、子育て援助活用支援事業等の他の事

業による対応の可能性も勘案しながら、計画期間内における適切と考え

られる目標事業量を設定すること。 

確保方策の単位 のべ人数 

ニーズ調査から、

国の手引きに基づ

いた「量の見込み」 

＜各年度別「量の見込み」＞ 

1 号認定 

 H27 H28 H29 H30 H31 

延べ人数 5,410 5,297 5,191 5,116 5,018 

2 号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの） 

 H27 H28 H29 H30 H31 

延べ人数 754,550 738,804 723,849 713,533 699,848 

＜算出方法＞ 

１号認定：１号認定子どものうち、不定期事業の利用を希望し、かつ、

現に一時預かり又は幼稚園預かり保育を利用している子どもの人数に

幼稚園預かり保育の平均日数を乗じて算出。 

２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの）：２号

認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの）子ども

の人数に１週当たりの就労日数×52 週を乗じて算出。 

「量の見込み」の

算出にあたっての

検討の視点 

・１号認定子どもについては、幼稚園の預かり保育事業の定期的利用に

ついても、本事業の対象としてはどうか。 

・２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの）子

どもについては、毎学年の教育課程に係る教育週数(39 週)とそれ以外

の長期休暇中の幼稚園の利用希望の結果を分けて算出してはどうか。 
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資料３ 
一時預かり事業 

 

事業計画上の「量

の見込み」（案） 

 

＜各年度別「量の見込み」＞ 

1 号認定 

 H27 H28 H29 H30 H31 

延べ人数 24,657 24,126 23,641 23,307 22,859 

2 号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの） 

 H27 H28 H29 H30 H31 

延べ人数 687,267 672,981 659,391 649,955 637,497 

＜算出方法＞ 

１号認定：１号認定子どものうち、不定期事業の利用を希望し、かつ、

現に一時預かり又は幼稚園預かり保育を利用している子どもの人数に

幼稚園預かり保育の平均日数を乗じて算出。 

  ただし、幼稚園の預かり保育事業の定期的利用についても、本事業

の対象とする。 

２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの）：長期

休暇中の幼稚園の利用希望の結果を勘案し、毎学年の教育課程に係る

教育週数 39 週については１週当たりの就労日数を、それ以外の長期

休暇中については幼稚園の利用希望日数を、それぞれ２号認定（幼児

期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの）子どもの人数に乗

じて算出する。 

 

確保方策の考え方

（案） 

 

・上記の事業計画上の「量の見込み」（案）より、平成 31 年度は、１号

認定及び２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定される

もの）のニーズ量の合計は、660,356 人日となる。 

・幼稚園の標準教育日数 195 日（標準教育週数 39 週×5 日）、預かり

保育の実施園数 132 園（平成 24 年度末：私立 95 園、公立 37 園）

であることから、１日平均の預かり保育利用者数は１園あたり、18.44

人（24 年度）→25.65 人（31 年度）となる。 

・見込み量の増加については、各幼稚園における在園児を対象とする預

かり保育であることから、各幼稚園で受け入れ可能な規模ではないか

と考えている。 

 



 

5 

 

資料３ 
一時預かり事業 

 

地域子ども・  

子育て支援事業 
一時預かり事業（幼稚園預かり保育事業以外） 

神戸市事業名  一時保育事業 所管課 こども家庭局事業課 

＜事業内容＞ 

パート雇用等の就労形態の多様化や保護者の急な病気やケガ、育児に対する心理的・肉

体的負担の軽減などを図るため、平成 3 年度から保育所で一時保育を実施している。 

なお、保育を必要とする理由や利用形態に応じて、以下のとおり３つの類型に分かれて

いる。 

【利用の類型】 

類型 サービスの内容・対象者 利用料金 

① 非定型保育 
保護者の就労形態により、家庭での保育が断続的に

困難となる児童に対する保育サービス。 １ 日 あ た り

2,400 円 
② 緊急保育 

保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育

を必要とする児童に対する保育サービス。 

③ リ フ レ ッ シ

ュ保育 

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消する

ための保育サービス。 

１ 日 あ た り

3,600 円 
 

対 象 年 齢 満１歳から就学前の子ども（市内の認可保育所に入所中の子どもを除く） 

＜事業実績＞ ＜実施状況（H26.4）＞    ＜利用実績（H24 年度）＞ 

       公立 15 箇所        ・非定型保育     のべ 55,753 人 

私立 150 箇所       ・緊急保育        のべ 10,221 人 

・リフレッシュ保育 のべ 3,634 人 

区 域 市域全体 

国の基本指針  

利用希望把握調査等により把握した、小学校就学前子どもを一時的に

第三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を利用した日数（幼稚園の預

かり保育を定期的に利用した場合を除く。）を含む。）の実績に、今後の

利用希望を加えたものを勘案して、子育て援助活用支援事業等の他の事

業による対応の可能性も勘案しながら、計画期間内における適切と考え

られる目標事業量を設定すること。 

確保方策の単位 のべ人数 

ニーズ調査から、

国の手引きに基づ

いた「量の見込み」 

＜各年度別「量の見込み」＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

延べ人数 745,457 730937 717,060 704,590 690,377 

＜算出方法＞ 

 ０～５歳までのすべての家庭における不定期事業の利用を希望する子

どもの人数に利用の希望日数を乗じた数値から、「幼稚園における在園児

を対象とした一時預かり事業」を除いて算出。 

「量の見込み」の

算出にあたっての

検討の視点 

定期的に教育・保育事業を利用する子ども（１号認定又は、２号認定、

３号認定子ども）は、保育所等での保育を受けているため、一時保育の

ニーズ量から除いてはどうか。 
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資料３ 
一時預かり事業 

 

事業計画上の「量

の見込み」（案） 

 

＜各年度別「量の見込み」＞ 

 H27 H28 H29 H30 H31 

延べ人数 160,161 157,096 154,121 151,293 148,168 

＜算出方法＞ 

 ０～５歳までのすべての家庭における不定期事業の利用を希望する子

どもの人数に現在の利用日数を乗じた数値から、「幼稚園における在園児

を対象とした一時預かり事業」を除いて算出。 

 ただし、定期的に教育・保育事業を利用する子ども（１号認定又は、

２号認定、３号認定子ども）は、保育所等での保育を受けているため、

一時保育のニーズ量から除くこととする。 

 

確保方策の考え方

（案） 

 

・保育所、認定こども園において、今後の整備箇所数に応じて、一時保

育の実施箇所数の増加を図る。 

・小規模保育事業所や事業所内保育事業所においては、利用定員に余裕

がある場合について、保育所等の補完的な役割として、一時保育の実

施を段階的に拡充していく。 

・ファミリー・サポート・センター事業などでも受け入れていく。 
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