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＜ワークシート記入要領＞

■手順２■
・ニーズ調査結果から求められた「教育・保育の利用意向」の集計結果を、【シートＢ】の黄
色網掛けのセルに入力する。

・【シートＢ】のうちグレー網掛けのセルは、ニーズ量の推計に必須のデータではないが、
参考として記入することが望ましい。

■手順１■
・ニーズ調査結果から求められた「潜在家庭類型」の集計結果を、【シートＡ】の黄色網掛
けのセルに入力する。

・【シートＡ】のうちグレー網掛けのセルは、ニーズ量の推計に必須のデータではないが、
参考として記入することが望ましい。

■手順３■
・推計年の年齢各歳別人口（推計児童数）を、【シートＣ】の黄色網掛けのセルに入力す
る。

■手順５■
・上記の手順１～手順４を通じて、【シートＡ】【シートＢ】【シートＣ】【※推計（時間外保育
等）】に必須データを入力すると、【シートＤ】に自動的にサービス量推計が算出される。

・【シートＤ】以降の【※】のシート２枚は、【シートＤ】のサービス量推計を算出するための算
出プロセスである。この【※】のシート２枚についても、【シートＡ】【シートＢ】【シートＣ】に必
須データを入力すると自動的に算出される。　（「２－６．一時預かり他」については【※推
計（時間外保育等）】においてデータを記入する必要がある。）

・【シートＤ】でエラーが生じた場合、【シートＤ】及び【※】のシートを基に、エラーの所在を
確認・修正する。

■手順４■
・ニーズ調査結果（問２３）から求められる「５．ベビーシッター」「６．その他」の利用日数の
合計を、【※推計（時間外保育等）】シートの「２－６．一時預かり他」の黄色網掛けのセル
（１６２行目～１６９行目）に入力する。



Ⅰ．家庭類型集計結果 シートＡ

■０歳～就学前

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 45 0.05 45 0.05
タイプＢ フルタイム×フルタイム 212 0.24 239 0.27
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 151 0.17 157 0.18
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 32 0.04 69 0.08
タイプＤ 専業主婦（夫） 441 0.50 372 0.42
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1 0.00 1 0.00
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 2 0.00 1 0.00

884 1.0 884 1.0

■０歳

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 5 0.03 5 0.03
タイプＢ フルタイム×フルタイム 46 0.29 53 0.33
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 16 0.10 14 0.09
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5 0.03 9 0.06
タイプＤ 専業主婦（夫） 89 0.55 80 0.50
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 0 0.00 0 0.00

161 1.0 161 1.0

■１・２歳

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 14 0.05 14 0.05
タイプＢ フルタイム×フルタイム 73 0.24 85 0.28
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 53 0.17 62 0.20
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 17 0.06
タイプＤ 専業主婦（夫） 165 0.54 128 0.42
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 1 0.00 0 0.00

306 1.0 306 1.0

■３歳～就学前

実数 割合 実数 割合
タイプＡ ひとり親 26 0.06 26 0.06
タイプＢ フルタイム×フルタイム 93 0.22 101 0.24
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 82 0.20 81 0.19
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 27 0.06 43 0.10
タイプＤ 専業主婦（夫） 187 0.45 164 0.39
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1 0.00 1 0.00
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 0.00 0 0.00
タイプＦ 無業×無業 1 0.00 1 0.00

417 1.0 417 1.0

全体

全体

全体

全体

潜在現在

現在 潜在

現在 潜在

現在 潜在



Ⅱ．教育・保育の利用状況／利用意向集計結果 シートＢ

１．平日日中の教育・保育

■０歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

現在の利用率（割合） 利用意向率（割合）
タイプＡ ひとり親 0.000 1.000
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1.000 0.962
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1.000 1.000
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000

■１・２歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

現在の利用率（割合） 利用意向率（割合）
タイプＡ ひとり親 0.667 0.571
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1.000 0.964
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.925 0.885
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000

■３歳～就学前家庭のみ
①１号認定（認定こども園及び幼稚園）

現在の利用率（割合） 利用意向率（割合）
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.976 0.976
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.973 0.975
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000
タイプＦ 無業×無業 1.000 1.000

②２号認定
（１）幼稚園の利用希望が強いと想定

現在の利用率（割合） 利用意向率（割合）
タイプＡ ひとり親 0.360 0.360
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.152 0.152
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.342 0.342
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000

（２）認定こども園及び保育所
現在の利用率（割合） 利用意向率（割合）

タイプＡ ひとり親 0.640 0.600
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.848 0.817
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.658 0.608
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1.000 1.000

２－１．時間外保育事業

利用意向率（割合）
タイプＡ ひとり親 0.409
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.498
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.219
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000
【注】0～就学前家庭のみ



２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

利用意向率（割合）
タイプＡ ひとり親 0.603
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.667
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.203
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000

利用意向率（割合）
タイプＡ ひとり親 0.327
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.320
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.190
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000

２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

利用意向率（割合） 利用意向日数（日） 利用意向
タイプＡ ひとり親 0.200 3.000 0.6
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.000 0.000 0.0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.013 4.000 0.1
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＦ 無業×無業 0.000 0.000 0.0

２－５．地域子育て支援拠点事業

利用意向率（割合） 平均利用意向回数（回） 利用意向
タイプＡ ひとり親 0.421 18.000 7.6
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.541 21.732 11.8
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.440 26.160 11.5
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.577 40.668 23.5
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.660 39.432 26.0
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＦ 無業×無業 0.000 0.000 0.0

【注】5歳児以上家庭のみ

■低学年

【注】5歳児以上家庭のみ

■高学年

【注】0～就学前家庭のみ

【注】0～２歳家庭のみ



２－６．一時預かり他

ア イ 利用意向日数（日） 利用意向
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.575 0.957 34.917 19.2
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.543 1.000 22.244 12.1
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000 0.0
タイプＦ 無業×無業 0.000 0.000 0.000 0.0

利用意向率（割合） 就労日数（日） 利用意向
タイプＡ ひとり親 1.000 226.353 226.4
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1.000 265.200 265.2
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1.000 200.667 200.7
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1.000 208.000 208.0

利用意向率（割合） 利用意向日数（日） 利用意向
タイプＡ ひとり親 0.571 30.310 17.3
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.509 23.760 12.1
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.532 49.836 26.5
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.635 41.632 26.4
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.544 30.355 16.5
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1.000 10.000 10.0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.0
タイプＦ 無業×無業 0.000 0.000 0.0

イ：「不定期事業を利用している幼稚園利用者の幼稚園型一時預かり等の利用割合」

【注】３～就学前家庭のみ

①＜１号認定＞による利用

■上記以外

【注】0～就学前家庭のみ

■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）

②＜２号認定＞による利用

ア：「１号認定に該当すると考えられる子どもの不定期事業の利用希望割合」



２－７．病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター（病児・病後児）

発生頻度 利用意向日数（日） 利用意向
タイプＡ ひとり親 0.2 3.550 0.8
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.5 5.807 2.7
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋48～120時間の一部） 0.3 4.663 1.6
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋48～120時間の一部） 1.0 10.000 10.0

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児）※就学児データ

利用意向率（割合） 利用意向日数（日） 利用意向
タイプＡ ひとり親 0.017 1.000 0.017
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.016 1.000 0.016
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.005 5.000 0.023
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.009 1.000 0.009
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000
タイプＦ 無業×無業 0.000 0.000 0.000

利用意向率（割合） 利用意向日数（日） 利用意向
タイプＡ ひとり親 0.018 1.000 0.018
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0.000 0.000 0.000
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.009 3.000 0.027
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000
タイプＤ 専業主婦（夫） 0.009 2.000 0.019
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0.000 0.000 0.000
タイプＦ 無業×無業 0.000 0.000 0.000
【注】9～11歳以下家庭のみ

■低学年

■高学年

【注】6～8歳以下家庭のみ

【注】0～就学前家庭のみ



計画期間における年齢各歳別人口 シートＣ

年齢 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
０歳 818 868 802 777 674
１歳 829 843 846 803 778
２歳 848 854 844 847 804
３歳 928 867 855 844 847
４歳 943 947 868 855 845
５歳 965 962 948 868 856
６歳 882 976 963 948 869
７歳 965 892 976 963 949
８歳 930 976 893 978 964
９歳 918 941 977 894 978
１０歳 957 929 941 978 895
１１歳 973 974 929 943 979

０～５歳 5,332 5,341 5,163 4,994 4,803

０歳 818 868 802 777 674

０～２歳 2,495 2,564 2,492 2,427 2,256

１・２歳 1,677 1,696 1,690 1,650 1,582

３～５歳 2,837 2,777 2,671 2,567 2,547

６～８歳 2,777 2,843 2,832 2,890 2,783

９～１１歳 2,848 2,843 2,846 2,814 2,851



Ⅲ．推計結果（平成２７年度） シートＤ

１．教育・保育

■０歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 25
タイプＢ フルタイム×フルタイム 259
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 71
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

818 356 ⇒ 43.5%
【注】上記の児童数「全体」は、０歳児人口総数であり、他の家族類型の児童も含まれる。（以下同様）

■１・２歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 44
タイプＢ フルタイム×フルタイム 449
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 301
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

1,677 794 ⇒ 47.3%

■３歳～就学前家庭のみ
①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 286
タイプＤ 専業主婦（夫） 1,088
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 7 充足率

2,837 1,381 ⇒ 48.7%

②＜２号認定＞（幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 64
タイプＢ フルタイム×フルタイム 104
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 189
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

2,837 356 ⇒ 12.6%

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 106
タイプＢ フルタイム×フルタイム 561
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 335
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 7 充足率

2,837 1,009 ⇒ 35.6%

2,837

818

全体

1,677

全体

2,837

2,837

全体

全体

全体

平成２７年度



２－１．時間外保育事業

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 111
タイプＢ フルタイム×フルタイム 718
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 208
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

5,332 1,036 ⇒ 19.4%

２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 156
タイプＢ フルタイム×フルタイム 363
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 203
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

722

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 87
タイプＢ フルタイム×フルタイム 178
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 195
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

461

２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

推計児童数 ニーズ量

人 人日
タイプＡ ひとり親 163
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 118
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

5,332 281 ⇒ 5.3%

＜低学年＞

全体

全体

全体

＜高学年＞

全体

5,332

5,332

平成２７年度



２－５．地域子育て支援拠点事業

推計児童数 ニーズ量

人 人回
タイプＡ ひとり親 769
タイプＢ フルタイム×フルタイム 8,665
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4,674
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 3,260
タイプＤ 専業主婦（夫） 28,933
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

2,495 46,302 ⇒ 1855.5%

２－６．一時預かり他

ニーズ量

人日
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,618
タイプＤ 専業主婦（夫） 13,478
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

19,096

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 14,414
タイプＢ フルタイム×フルタイム 27,610
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 37,830
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

79,854

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4,701
タイプＢ フルタイム×フルタイム 17,450
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 25,104
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,384
タイプＤ 専業主婦（夫） 23,567
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 60
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

76,267

2,495

全体

＜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）＞

全体

＜上記以外＞

＜２号認定による定期的な利用＞

全体

全体

平成２７年度



２．病児病後児保育、ファミリ・サポート・センター（病児・病後児）

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 220
タイプＢ フルタイム×フルタイム 3,836
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,483
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 60

5,600

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児）※就学児データ

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4
タイプＢ フルタイム×フルタイム 9
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 9
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

45

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 28
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 18
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

51全体

＜低学年＞

全体

＜高学年＞

全体

＜0～5歳以下家庭のみ＞

平成２７年度



推計プロセス シートＥ

１．平日日中の教育・保育

■０歳家庭のみ
＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家族類型（割合） c:家族類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.031 = 25
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.329 = 269
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.087 = 71
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0

＜ニーズ量の算出＞
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

c:家族類型別児童数 d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）
タイプＡ ひとり親 25 × 1.000 = 25
タイプＢ フルタイム×フルタイム 269 × 0.962 = 259
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 71 × 1.000 = 71
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0

■１・２歳家庭のみ
＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家族類型（割合） c:家族類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.046 = 77
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.278 = 466
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.203 = 340
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0

＜ニーズ量の算出＞
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

c:家族類型別児童数 d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）
タイプＡ ひとり親 77 × 0.571 = 44
タイプＢ フルタイム×フルタイム 466 × 0.964 = 449
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 340 × 0.885 = 301
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0

■３歳～就学前家庭のみ
＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家族類型（割合） c:家族類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.062 = 177
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.242 = 687
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.194 = 551
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.103 = 293
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.393 = 1,116
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.002 = 7
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.002 = 7

＜ニーズ量の算出＞
①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚園）

c:家族類型別児童数 d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 293 × 0.976 = 286
タイプＤ 専業主婦（夫） 1,116 × 0.975 = 1,088
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 7 × 1.000 = 7

②＜２号認定＞（幼稚園）

c:家族類型別児童数 d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）
タイプＡ ひとり親 177 × 0.360 = 64
タイプＢ フルタイム×フルタイム 687 × 0.152 = 104
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 551 × 0.342 = 189
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 7 × 0.000 = 0

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所）

c:家族類型別児童数 d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）
タイプＡ ひとり親 177 × 0.600 = 106
タイプＢ フルタイム×フルタイム 687 × 0.817 = 561
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 551 × 0.608 = 335
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 7 × 1.000 = 7

2,837

1,677

818

※以下では平成２７年度の推計人口により、平成２７年度の量の見込みを推計。
　平成２８年度～３１年度については、以下の「推計児童数」の欄に、シートＣの該当する年度の数字を入れて算出すること。



推計プロセス シートＨ

２－１．時間外保育事業

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.051 = 271
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.270 = 1,442
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.178 = 947
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.001 = 6

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）

タイプＡ ひとり親 271 × 0.409 = 111
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1,442 × 0.498 = 718
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 947 × 0.219 = 208
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 × 0.000 = 0

２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

＜家族類型別児童数の算出＞
a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数（人）

タイプＡ ひとり親 × 0.093 = 259
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.196 = 544
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.360 = 1,000
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.002 = 4

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数（人） d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）

タイプＡ ひとり親 259 × 0.603 = 156
タイプＢ フルタイム×フルタイム 544 × 0.667 = 363
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,000 × 0.203 = 203
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4 × 0.000 = 0

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数（人）
タイプＡ ひとり親 × 0.093 = 265
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.196 = 558
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.360 = 1,026
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.002 = 4

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数（人） d:利用意向率（割合） e:ニーズ量（人）

タイプＡ ひとり親 265 × 0.327 = 87
タイプＢ フルタイム×フルタイム 558 × 0.320 = 178
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,026 × 0.190 = 195
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4 × 0.000 = 0

2,777

2,848

※以下では平成２７年度の推計人口により、平成２７年度の量の見込みを推計。
　平成２８年度～３１年度については、以下の「推計児童数」の欄に、シートＣの該当する年度の数字を入れて算出すること。

5,332

【注】0～5歳以下家庭のみ

＜低学年＞

【注】6歳～8歳家庭のみ

＜高学年＞

【注】9～11歳家庭のみ



２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.051 = 271
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.270 = 1,442
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.178 = 947
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.078 = 416
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.421 = 2,244
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.001 = 6
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.001 = 6

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人日）

タイプＡ ひとり親 271 × 0.600 = 163
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1,442 × 0.000 = 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 947 × 0.000 = 0
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 416 × 0.000 = 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 2,244 × 0.053 = 118
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 × 0.000 = 0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 6 × 0.000 = 0

２－５．地域子育て支援拠点事業

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.041 = 102
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.296 = 737
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.163 = 406
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.056 = 139
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.445 = 1,111
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.000 = 0

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人回）

タイプＡ ひとり親 102 × 7.579 = 769
タイプＢ フルタイム×フルタイム 737 × 11.751 = 8,665
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 406 × 11.510 = 4,674
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 139 × 23.462 = 3,260
タイプＤ 専業主婦（夫） 1,111 × 26.033 = 28,933
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 0 × 0.000 = 0

【注】0～5歳以下家庭のみ

2,495

【注】0～2歳以下家庭のみ

5,332



２－６．一時預かり他

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.103 = 293
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.393 = 1,116
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.002 = 7

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人日）

タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 293 × 19.2 = 5,618
タイプＤ 専業主婦（夫） 1,116 × 12.1 = 13,478
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.0 = 0
タイプＦ 無業×無業 7 × 0.0 = 0

＜家族類型別児童数の算出＞

c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 = 64
タイプＢ フルタイム×フルタイム = 104
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） = 189
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） = 0

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人日）

タイプＡ ひとり親 64 × 226.4 = 14,414
タイプＢ フルタイム×フルタイム 104 × 265.2 = 27,610
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 189 × 200.7 = 37,830
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 × 208.0 = 0

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.051 = 271
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.270 = 1,442
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.178 = 947
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.078 = 416
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.421 = 2,244
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.001 = 6
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.001 = 6

＜ニーズ量の算出＞

c:家庭類型別児童数 d:利用意向
幼稚園における在園児を対象と
した一時預かりのニーズ量

タイプＡ ひとり親 271 × 17.320 -
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1,442 × 12.104 -
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 947 × 26.509 -
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 416 × 26.433 - 5,618
タイプＤ 専業主婦（夫） 2,244 × 16.509 - 13,478
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 × 10.000 -
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 - 0
タイプＦ 無業×無業 6 × 0.000 - 0

問23「5．ベビーシッター」
「6．その他」の利用（人日） e:ニーズ量（日）

- タイプＡ = 4,701
- タイプＢ = 17,450
- タイプＣ = 25,104
- タイプＣ’ = 5,384
- タイプＤ = 23,567
- タイプＥ = 60
- タイプＥ’ = 0
- タイプＦ = 0

2,837

＜上記以外＞

5,332

【注】0～5歳以下家庭のみ

＜２号認定による定期的な利用＞

【注】３～5歳以下家庭のみ

【注】３～5歳以下家庭のみ

＜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）＞



２－７．病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター（病児・病後児）

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.051 = 271
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.270 = 1,442
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.178 = 947
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.001 = 6

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人日）

タイプＡ ひとり親 271 × 0.811 = 220
タイプＢ フルタイム×フルタイム 1,442 × 2.660 = 3,836
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 947 × 1.566 = 1,483
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 × 10.000 = 60

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児のみ）※就学児データ

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.093 = 259
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.196 = 544
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.360 = 1,000
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.341 = 947
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.002 = 4
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.008 = 22

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人日）

タイプＡ ひとり親 259 × 0.0172 = 4
タイプＢ フルタイム×フルタイム 544 × 0.0163 = 9
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,000 × 0.0225 = 23
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.0000 = 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 947 × 0.0095 = 9
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4 × 0.0000 = 0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.0000 = 0
タイプＦ 無業×無業 22 × 0.0000 = 0

＜家族類型別児童数の算出＞

a:推計児童数（人） b:潜在家庭類型（割合） c:家庭類型別児童数
タイプＡ ひとり親 × 0.093 = 265
タイプＢ フルタイム×フルタイム × 0.196 = 558
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.360 = 1,026
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＤ 専業主婦（夫） × 0.341 = 972
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） × 0.002 = 4
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 × 0.008 = 22

＜ニーズ量の算出＞
c:家庭類型別児童数 d:利用意向 e:ニーズ量（人日）

タイプＡ ひとり親 265 × 0.018 = 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 558 × 0.000 = 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,026 × 0.027 = 28
タイプＣ’ フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 972 × 0.019 = 18
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4 × 0.000 = 0
タイプＥ’ パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0 × 0.000 = 0
タイプＦ 無業×無業 22 × 0.000 = 0

＜高学年＞

2,848

2,777

【注】6歳～8歳家庭のみ

【注】9～11歳家庭のみ

＜0～5歳以下家庭のみ＞

＜低学年＞

5,332



平成２８年度以降の量の見込み



Ⅲ．推計結果(平成２８年度） シートＤ

１．教育・保育

■０歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 27
タイプＢ フルタイム×フルタイム 275
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 75
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

868 377 ⇒ 43.5%
【注】上記の児童数「全体」は、０歳児人口総数であり、他の家族類型の児童も含まれる。（以下同様）

■１・２歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 44
タイプＢ フルタイム×フルタイム 454
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 304
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

1,696 803 ⇒ 47.3%

■３歳～就学前家庭のみ
①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 280
タイプＤ 専業主婦（夫） 1,065
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 7 充足率

2,777 1,351 ⇒ 48.7%

②＜２号認定＞（幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 62
タイプＢ フルタイム×フルタイム 102
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 185
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

2,777 349 ⇒ 12.6%

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 104
タイプＢ フルタイム×フルタイム 549
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 328
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 7 充足率

2,777 988 ⇒ 35.6%

868

全体

1,696

全体

2,777

全体

2,777

全体

全体

2,777

平成２８年度



２－１．時間外保育事業

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 111
タイプＢ フルタイム×フルタイム 719
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 208
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

5,341 1,038 ⇒ 19.4%

２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 160
タイプＢ フルタイム×フルタイム 371
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 208
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

739

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 87
タイプＢ フルタイム×フルタイム 178
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 195
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

460

２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

推計児童数 ニーズ量

人 人日
タイプＡ ひとり親 163
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 118
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

5,341 281 ⇒ 5.3%

5,341

＜低学年＞

全体

5,341

＜高学年＞

全体

全体

全体

平成２８年度



２－５．地域子育て支援拠点事業

推計児童数 ニーズ量

人 人回
タイプＡ ひとり親 791
タイプＢ フルタイム×フルタイム 8,904
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4,803
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 3,349
タイプＤ 専業主婦（夫） 29,731
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

2,564 47,578 ⇒ 1855.5%

２－６．一時預かり他

ニーズ量

人日
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,499
タイプＤ 専業主婦（夫） 13,192
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

18,692

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 14,109
タイプＢ フルタイム×フルタイム 27,026
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 37,030
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

78,165

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4,709
タイプＢ フルタイム×フルタイム 17,479
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 25,146
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,521
タイプＤ 専業主婦（夫） 23,913
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 60
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

76,827全体

2,564

＜２号認定による定期的な利用＞

＜上記以外＞

全体

全体

全体

＜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）＞

平成２８年度



２．病児病後児保育、ファミリ・サポート・センター（病児・病後児）

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 221
タイプＢ フルタイム×フルタイム 3,842
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,486
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 60

5,609

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児）※就学児データ

ニーズ量
人日

タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 9
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 9
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

46

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 28
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 18
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

51全体

＜低学年＞

全体

＜高学年＞

全体

＜0～5歳以下家庭のみ＞

平成２８年度



Ⅲ．推計結果（平成２９年度） シートＤ

１．教育・保育

■０歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 25
タイプＢ フルタイム×フルタイム 254
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 70
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

802 349 ⇒ 43.5%
【注】上記の児童数「全体」は、０歳児人口総数であり、他の家族類型の児童も含まれる。（以下同様）

■１・２歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 44
タイプＢ フルタイム×フルタイム 453
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 303
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

1,690 800 ⇒ 47.3%

■３歳～就学前家庭のみ
①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 269
タイプＤ 専業主婦（夫） 1,025
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 6 充足率

2,671 1,300 ⇒ 48.7%

②＜２号認定＞（幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 60
タイプＢ フルタイム×フルタイム 98
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 178
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

2,671 336 ⇒ 12.6%

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 100
タイプＢ フルタイム×フルタイム 529
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 315
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 充足率

2,671 950 ⇒ 35.6%

802

全体

1,690

全体

2,671

全体

2,671

全体

全体

2,671

平成２９年度



２－１．時間外保育事業

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 108
タイプＢ フルタイム×フルタイム 695
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 201
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

5,163 1,004 ⇒ 19.4%

２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 159
タイプＢ フルタイム×フルタイム 370
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 207
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

736

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 87
タイプＢ フルタイム×フルタイム 178
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 195
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

460

２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

推計児童数 ニーズ量

人 人日
タイプＡ ひとり親 158
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 114
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

5,163 272 ⇒ 5.3%

全体

全体

5,163

＜低学年＞

全体

5,163

＜高学年＞

全体

平成２９年度



２－５．地域子育て支援拠点事業

推計児童数 ニーズ量

人 人回
タイプＡ ひとり親 768
タイプＢ フルタイム×フルタイム 8,654
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4,668
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 3,255
タイプＤ 専業主婦（夫） 28,896
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

2,492 46,241 ⇒ 1855.5%

２－６．一時預かり他

ニーズ量

人日
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,290
タイプＤ 専業主婦（夫） 12,691
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

17,981

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 13,573
タイプＢ フルタイム×フルタイム 25,999
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 35,622
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

75,193

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4,552
タイプＢ フルタイム×フルタイム 16,897
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 24,309
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,363
タイプＤ 専業主婦（夫） 23,181
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 58
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

74,361全体

2,492

＜２号認定による定期的な利用＞

＜上記以外＞

全体

全体

全体

＜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）＞

平成２９年度



２．病児病後児保育、ファミリ・サポート・センター（病児・病後児）

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 213
タイプＢ フルタイム×フルタイム 3,714
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,436
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 58

5,422

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児）※就学児データ

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 9
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 9
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

46

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 28
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 18
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

51全体

＜低学年＞

全体

＜高学年＞

全体

＜0～5歳以下家庭のみ＞

平成２９年度



Ⅲ．推計結果（平成３０年度） シートＤ

１．教育・保育

■０歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 24
タイプＢ フルタイム×フルタイム 246
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 68
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

777 338 ⇒ 43.5%
【注】上記の児童数「全体」は、０歳児人口総数であり、他の家族類型の児童も含まれる。（以下同様）

■１・２歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 43
タイプＢ フルタイム×フルタイム 442
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 296
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

1,650 781 ⇒ 47.3%

■３歳～就学前家庭のみ
①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 258
タイプＤ 専業主婦（夫） 985
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 6 充足率

2,567 1,249 ⇒ 48.7%

②＜２号認定＞（幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 58
タイプＢ フルタイム×フルタイム 94
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 171
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

2,567 322 ⇒ 12.6%

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 96
タイプＢ フルタイム×フルタイム 508
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 303
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 充足率

2,567 913 ⇒ 35.6%

777

全体

1,650

全体

2,567

全体

2,567

全体

全体

2,567

平成３０年度



２－１．時間外保育事業

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 104
タイプＢ フルタイム×フルタイム 672
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 195
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

4,994 971 ⇒ 19.4%

２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 162
タイプＢ フルタイム×フルタイム 377
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 211
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

751

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 86
タイプＢ フルタイム×フルタイム 176
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 193
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

455

２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

推計児童数 ニーズ量

人 人日
タイプＡ ひとり親 153
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 111
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

4,994 263 ⇒ 5.3%

全体

全体

4,994

＜低学年＞

全体

4,994

＜高学年＞

全体

平成３０年度



２－５．地域子育て支援拠点事業

推計児童数 ニーズ量

人 人回
タイプＡ ひとり親 748
タイプＢ フルタイム×フルタイム 8,428
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4,546
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 3,170
タイプＤ 専業主婦（夫） 28,141
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

2,427 45,034 ⇒ 1855.5%

２－６．一時預かり他

ニーズ量

人日
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,083
タイプＤ 専業主婦（夫） 12,194
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

17,276

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 13,041
タイプＢ フルタイム×フルタイム 24,980
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 34,226
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

72,247

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4,403
タイプＢ フルタイム×フルタイム 16,342
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23,510
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,220
タイプＤ 専業主婦（夫） 22,498
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 56
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

72,030全体

2,427

＜２号認定による定期的な利用＞

＜上記以外＞

全体

全体

全体

＜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）＞

平成３０年度



２．病児病後児保育、ファミリ・サポート・センター（病児・病後児）

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 206
タイプＢ フルタイム×フルタイム 3,592
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,389
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 56

5,244

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児）※就学児データ

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 9
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 9
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

47

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 27
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 18
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

50全体

＜低学年＞

全体

＜高学年＞

全体

＜0～5歳以下家庭のみ＞

平成３０年度



Ⅲ．推計結果（平成３１年度） シートＤ

１．教育・保育

■０歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 21
タイプＢ フルタイム×フルタイム 213
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 59
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

674 293 ⇒ 43.5%
【注】上記の児童数「全体」は、０歳児人口総数であり、他の家族類型の児童も含まれる。（以下同様）

■１・２歳家庭のみ
①＜３号認定＞（認定こども園及び保育所＋地域型保育）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 41
タイプＢ フルタイム×フルタイム 424
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 284
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

1,582 749 ⇒ 47.3%

■３歳～就学前家庭のみ
①＜１号認定＞（認定こども園及び幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 256
タイプＤ 専業主婦（夫） 977
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 6 充足率

2,547 1,240 ⇒ 48.7%

②＜２号認定＞（幼稚園）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 57
タイプＢ フルタイム×フルタイム 93
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 169
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

2,547 320 ⇒ 12.6%

③＜２号認定＞（認定こども園及び保育所）

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 95
タイプＢ フルタイム×フルタイム 504
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 301
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 6 充足率

2,547 906 ⇒ 35.6%

674

全体

1,582

全体

2,547

全体

2,547

全体

全体

2,547

平成３１年度



２－１．時間外保育事業

推計児童数 ニーズ量

人 人
タイプＡ ひとり親 100
タイプＢ フルタイム×フルタイム 647
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 187
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0 充足率

4,803 934 ⇒ 19.4%

２－２．放課後児童健全育成事業※就学児データ

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 156
タイプＢ フルタイム×フルタイム 363
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 203
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

723

ニーズ量

人
タイプＡ ひとり親 87
タイプＢ フルタイム×フルタイム 179
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 196
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

461

２－３．子育て短期支援事業（ショートステイ）

推計児童数 ニーズ量

人 人日
タイプＡ ひとり親 147
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 106
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

4,803 253 ⇒ 5.3%

全体

全体

4,803

＜低学年＞

全体

4,803

＜高学年＞

全体

平成３１年度



２－５．地域子育て支援拠点事業

推計児童数 ニーズ量

人 人回
タイプＡ ひとり親 696
タイプＢ フルタイム×フルタイム 7,834
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 4,226
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 2,947
タイプＤ 専業主婦（夫） 26,158
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0 充足率

2,256 41,861 ⇒ 1855.5%

２－６．一時預かり他

ニーズ量

人日
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 5,045
タイプＤ 専業主婦（夫） 12,102
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

17,147

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 12,943
タイプＢ フルタイム×フルタイム 24,793
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 33,970
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0

71,706

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4,235
タイプＢ フルタイム×フルタイム 15,719
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 22,615
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 4,866
タイプＤ 専業主婦（夫） 21,268
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 54
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

68,757全体

2,256

＜２号認定による定期的な利用＞

＜上記以外＞

全体

全体

全体

＜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）＞

平成３１年度



２．病児病後児保育、ファミリ・サポート・センター（病児・病後児）

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 198
タイプＢ フルタイム×フルタイム 3,455
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 1,336
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 54

5,044

２－８．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児）※就学児データ

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 4
タイプＢ フルタイム×フルタイム 9
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 23
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 9
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

45

ニーズ量

人日
タイプＡ ひとり親 5
タイプＢ フルタイム×フルタイム 0
タイプＣ フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 28
タイプＣ’フルタイム×パートタイム（下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＤ 専業主婦（夫） 18
タイプＥ パート×パート(双方月120時間以上＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＥ’パート×パート（いずれかが下限時間未満＋下限時間～120時間の一部） 0
タイプＦ 無業×無業 0

51全体

＜低学年＞

全体

＜高学年＞

全体

＜0～5歳以下家庭のみ＞

平成３１年度


