
 
 

第２期燕市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

第２期燕市子ども・子育て支援事業計画については、今年度の 4 月からの計画と

なっています。事業の進捗状況については、始まったばかりですが、第 5章の子育て

支援事業の実施計画のうち、4月 1日現在の実績についてお示しします。 

以下、計画の様式に合わせ今年度の実績を追加したものです。 

（3）幼児期の教育・保育の量の見込み 

① 3 号認定（0 歳） 

保育園及び認定こども園で 0 歳児の保育を実施する事業です。 

■実績 

区 分 
平成27年度 
（2015 年度） 

平成28年度 
（2016 年度） 

平成29年度 
（2017 年度） 

平成30年度 
（2018 年度） 

平成31年度 
（2019 年度） 

計画 
（見込み量） 151 149 148 146 143 

（提供量合計） 153 153 153 153 153 

実績 
4月1日実績 63 82 98 88 95 

年度末実績 143 133 143 122 160 

計画比 94.7 ％ 89.3 ％ 96.6 ％ 83.6 ％ 111.9％ 

＊平成 31 年度は 4 月 1 日実績のみのため計画比は省略 

■計画 

区 分 
令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

計画（見込み量） 153 154 155 156 157 

確保方策 159 159 159 159 159 

実績 
4月1日実績 103     

年度末実績      

●評価及び今後の提供体制と確保の考え方 

就学前児童数は、出生数の減少により年々減少していますが、入園児童数はほぼ横

ばいとなっています。 

4 月当初の入園数は少ない傾向にありますが、年度途中に育児休業を終えて職場復

帰をするため入園を希望するケースが多く、希望する園に入園できない場合もありま

す。 

今後さらに女性の就労率の増加が見込まれることから、保護者のニーズや地域ごと

の需要に合わせ、適切に対応していきます。 

 

（単位：人） 

（単位：人） 
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② 3 号認定（1・2 歳） 

保育園及び認定こども園で、1 歳児及び 2 歳児の保育を実施する事業です。 

■実績 

区 分 
平成27年度 
（2015 年度） 

平成28年度 
（2016 年度） 

平成29年度 
（2017 年度） 

平成30年度 
（2018 年度） 

平成31年度 
（2019 年度） 

計画 
（見込み量） 635 591 584 578 571 

（提供量合計） 639 639 639 639 639 

実績 
4月1日実績 707 724 750 759 772 

年度末実績 722 728 745 767 779 

計画比 113.7 ％ 123.2 ％ 127.6 ％ 132.7 ％ 136.4 ％ 

＊平成 31 年度は 4 月 1 日実績で計画比を算出 

■計画 

区 分 
令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

計画（見込み量） 741 770 785 800 816 

確保方策 823 823 823 823 823 

実績 
4月1日実績 739     

年度末実績      

●評価及び今後の提供体制と確保の考え方 

就学前児童数は、出生数の減少により年々減少していますが、入園児童数は微増傾

向にあります。 

実績が計画値を大きく上回っています。今後さらに女性の就労率の増加が見込まれ

ることから、保護者のニーズや地域ごとの需要に合わせ、適切に対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

（単位：人） 



 
 

④ 2 号認定 

保育園及び認定こども園において、3 歳～5 歳児の保育を行う事業です。 

■実績 

区 分 
平成27年度 
（2015 年度） 

平成28年度 
（2016 年度） 

平成29年度 
（2017 年度） 

平成30年度 
（2018 年度） 

平成31年度 
（2019 年度） 

計画 
（見込み量） 1,510 1,498 1,438 1,392 1,322 

（提供量合計） 1,510 1,498 1,438 1,392 1,322 

実績 
4月1日実績 1,670 1,643 1,615 1,650 1,582 

年度末実績 1,661 1,640 1,620 1,662 1,596 

計画比 110.0 ％ 109.5 ％ 112.7 ％ 119.4 ％ 120.7 ％ 

＊平成 31 年度は 4 月 1 日実績で計画比を算出 

■計画 

区 分 
令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

計画（見込み量） 1,579 1,470 1,423 1,332 1,326 

確保方策 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 

実績 
4月1日実績 1,617     

年度末実績      

●評価及び今後の提供体制と確保の考え方 

出生数の減少により就学前児童数は減少しており、入園児童数も減少しています。

今後も減少が見込まれる状況ですが、平成 30 年度は就業形態の多様化などにより若

干増えています。これは 1 号認定（教育標準時間※20）の人数が減少し、2 号認定（保

育標準時間※21）が増えたことが要因の一つと考えられます。今後も引き続き保護者

のニーズを把握し、保育環境の維持に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※20教育標準時間：3 歳以上で小学校就学前において学校教育のみを受ける幼稚園や認定こども園の子

どものことです。 
※21保育標準時間：保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、「保育標準時間認定」（最長 11 時間）

と「保育短時間認定」（最長８時間）に区分されます。 

（単位：人） 

（単位：人） 



 
 

 

⑤ 1 号認定（3～5 歳） 

幼稚園及び認定こども園において、教育標準時間認定を受けた 3 歳～5 歳児の教育

を行う事業です。 

■実績 

区 分 
平成27年度 
（2015 年度） 

平成28年度 
（2016 年度） 

平成29年度 
（2017 年度） 

平成30年度 
（2018 年度） 

平成31年度 
（2019 年度） 

計画 
（見込み量） 268 270 264 259 250 

（提供量合計） 486 486 486 486 486 

実績 
4月1日実績 218 229 215 185 149 

年度末実績 227 218 213 178 143 

計画比 84.7 ％ 80.7 ％ 80.7 ％ 68.7 ％ 57.2 ％ 

＊平成 31 年度は 4 月 1 日実績で計画比を算出 

■計画 

区 分 
令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

令和 6 年度 
（2024 年度） 

計画（見込み量） 151 136 126 113 108 

確保方策 296 296 296 296 296 

実績 
4月1日実績 113     

年度末実績      

●評価及び今後の提供体制と確保の考え方 

就学前児童数の減少や、就業形態の多様化などにより、幼稚園の入園児童数が減少

しています。 

「第 2 次燕市幼稚園・保育園適正配置実施計画」では、集団生活や集団教育の質を

維持・向上させるため、令和元年度末に幼稚園 2 園を統合するとともに、将来的な園

児数の推移や保護者ニーズを把握し、他の 2 つの園と統合し、認定こども園への移行

を推進します。 

 

 

以上が、数値でみた動向となります。 

令和２年度は、燕こども園で 9 月から 0 歳児保育を開始するとともに、粟生津保

育園は大規模改修によって、令和 3 年 4 月から 0 歳児の募集を開始するなど、さら

なる未満児保育の拡充も進めています。また、就学前の子供に対し、教育・保育等を

総合的に提供するため、私立きららにこにこ保育園は令和 2 年 10 月から、私立ぎん

なん保育園は、令和３年 4 月からこども園として、運営していただくことで、多様な

ニーズに対応できる環境の整備を進めています。 

 

（単位：人） 

（単位：人） 


