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１ 計画見直しについて 

（１）計画見直しの背景 

南風原町子ども・子育て支援事業計画（以下「事業計画」という。）は、平

成 24 年に制定された子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、有識者・地域の

関係者・当事者等で構成される南風原町子ども・子育て会議での議論、意見を

踏まえて、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 カ年計画として平成 27 年３

月に策定しました。その後、量の見込み変更などにより平成 28 年３月及び平

成 29 年２月と２度の一部改正を行いましたが、今年度の平成 29 年度は、事業

計画の見直しを行う中間年となっていることや平成 29 年 6 月に内閣府事務連

絡「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（作業の手引き【改定版】）」（以下「内閣府事務連絡」という。）の基本指

針が示されたことに伴い、本町の実情と照らし合わせ中間見直しを行う。 

 

（２）見直しの内容 

今回の見直しは、内閣府事務連絡の見直し手順に沿って、最近（平成 25 年

度から平成 29 年度）の就学前人口の増加傾向を勘案し、平成 30 年度以降の就

学前人口の推計値をもとに、平成 30年度から平成 31年度までの量の見込み（需

要量）及び確保方策（供給量）を見直します。また、13 事業の地域子ども・子

育て支援事業のうち、実情との乖離や相違が見られた事業についても見直しを

行います。 

 

（３）計画の期間 

平成 27 年度から平成 31 年度までの計画期間のうち、平成 30 年度及び平成

31 年度について見直し。 

 

２ 教育・保育必要量の見込みと確保量について（現計画：10･51･53 頁） 

（１）就学前の推計児童数（現計画：10 頁） 

平成 27 年 3 月に策定された事業計画では、就学前人口は増加傾向にあると

推計されており、また、平成 28 年 3 月に策定された南風原町人口ビジョン及

び南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、年少人口（0～14 歳）

は平成 32 年まで増加し、その後は、ほほ横ばいとの推計となっております。

今後も県営第１・第２団地をはじめ、大規模マンション等の建設や喜屋武・照

屋・本部の土地利用の見直し、津嘉山地区の区画整理事業もあり、平成 31 年

までの事業計画期間は、引き続き増加傾向が想定されます。 

今回は、最近の就学前人口の増加傾向を踏まえ、平成 25 年から平成 29 年（基

準日：4 月 1 日）の 5 カ年の平均伸び率（1.027）を平成 29 年 4 月 1 日現在の

人口に乗じて、平成 31 年までの就学前人口を推計しました。 

※内閣府事務連絡４頁３－（３）－②に記載されている、『推計児童数』につ

いては、最新の諸情勢（自然増減（出生数－死亡数）と社会増減（転入数－転



出数）の双方を含む。）を踏まえて再度推計を実施して数値を補正することと

なっています。 

 

※基本的に②H25 年～H29 年（各年 4 月 1 日現在）の伸び率：1.027％を乗じ

て積算 

※H30 年度の推計 

・0 歳児については、②の伸び率：1.027％を①H25 年～H29 年（各年 4 月 1

日）人口表の 0 歳児の 5 ヵ年平均に乗じて積算 

・1～5 歳児については、②の伸び率：1.027％を①H25 年～H29 年（各年 4

月 1 日）人口表の H29 年度 0～4 歳児人口に乗じて積算 

※H31 年度の推計 

・0 歳児については、■児童数の推計（H30･31･32 年度）表の H30 年度の 0 

歳児の人口に乗じて積算 

・1～5 歳児については、■児童数の推計（H30･31･32 年度）表の H30 年度の

0～4 歳児人口に乗じて積算 

（H32 年度の推計も H31 年度推計と同様） 

 



（２）支給認定割合の算出 

内閣府事務連絡４頁３－（３）－②に記載されている、『支給認定割合』に

ついては、直近の数字である平成 28 年４月時点における１号～3 号の支給認

定区分ごとに、児童数に占める支給認定こどもの割合の数値をもって代替する

ことを基本とし、諸々の条件を勘案し補正することになっています。 

今回、内閣府事務連絡で示された『平成 28 年度当初の支給認定割合（H28.

４月現在の就学前児童数及び支給認定こどもで積算）：パターン A』、『平成 28

年度末の支給認定割（H29.３月末現在の就学前児童数及び支給認定こどもで積

算）：パターン B』、『就学前児童数は平成 28 年度当初・支給認定こどもは年度

末で積算した支給認定割合：パターン C』の 3 パターンを比較・検討を行い、

下記の支給認定割合を算出しています。 

 

 

 



※０歳児は（当初：30.28％＋年度末：67.30％）÷２で積算 

 ０歳については、年度途中の入所が多いため、年度末の数値を採用した場合、

大幅な定員割れとなり、保育所運営に支障が出る恐れがあることから、上記

方法にて積算しました。 

※１歳児は 72.95％を 73％と見込み、2・３歳児にも適用しました。 

 

（３）補正後の量の見込みの算出（現計画：51 頁） 

内閣府事務連絡に基づき、上記（１）就学前の推計児童数・（２）支給認定

割合にて積算した、今回の中間見直しにおける補正後の量の見込みは下記のと

おりとなっております。 

また、今回の補正後の量の見込みは、就学前児童のうち 2 号・３号のみ積算

されております。１号については、公立幼稚園で 700 名の定員枠があること及

び定員充足率も 85％（H30 年度申し込み 596 名：H30.1 月現在）と 100 名程

度の空きがあることから、量の見込みの変更は行いません。 

 

 

 



（４）補正後の量の見込みに対する整備（現計画：53 頁） 

平成 30 年度における定員数は 1,733 名（南風原やまびこ保育園含む）とな

っており、補正後の量の見込み（最終目標）2,140 名に 400 名弱不足している

ことから、現行計画を下記のとおり見直します。 

また、３歳児教育・保育は、平成 28 年度の 4 歳児の就園状況を見て、平成

29 年度の見直しで実施を検討する（現行計画 49 頁）となっていることから、

庁内プロジェクトチームを立ち上げ調査・検討を開始しております。町内私立

幼稚園については、平成 31 年度に認定こども園へ移行予定のため調整作業を

行います。 

今回の量の見込み以外にも、イオンゆめみらい保育園をはじめ、今後、企業

主導型保育園が 3 園（与那覇地区１園、津嘉山地区２園）開園予定となってお

ります。 

 

 



３ 地域子育て支援事業について（現計画：64 頁～72 頁） 

子ども・子育て支援法第 61 条第１項に規定する市町村子ども・子育て支援

事業計画に沿って、同法第 59 条に掲げられている『地域子ども・子育て支援

事業（以下（13 事業）という。）を行うこととされています。今回 13 事業の

うち、「（５）病児保育事業・子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事

業）」、「（８）利用者支援事業」、「（９）乳幼児家庭全戸訪問事業」について見

直しを行います。 

 

（１）「（5）病児保育事業・子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業）」 

病児保育事業・子育て援助活動支援事業は、子どもが病気の治療中又は回復

期にあり、保育園・幼稚園などに通園できないときや保護による保育が困難な

場合に医療機関等で一時的に保育を行う事業です。 

病児保育事業において量の見込み（需要）と確保方策に乖離があることから、

平成 30 年度以降の量の見込み及び確保方策を見直します。 

 

※人日＝利用児童数（年間延人数） 

※年間利用児童数の実績が H27 年度：332 人、H28 年度：257 人 

※就学前人口が H27 年度：3,190 人、H28 年度：3,317 人 

※病児保育ニーズ＝年間児童数÷就学前人口 

 ・H27 年度：332 人÷3,190 人＝10.4％ 

 ・H28 年度：257 人÷3,317 人＝7.7％  

・2 カ年平均＝約 9％ （参考：前回の病児保育ニーズは 5.7％で積算） 

※今後の就学前人口に病児保育ニーズ 9％を乗じて 1 の位を四捨五入して量の

見込みを積算。 

・H30 年度 3,513 人×0.09＝316.17を四捨五入し、320人 

・H31 年度 3,593 人×0.09＝323.37を四捨五入し、320人 

※確保方策は、わんぱくクリニックの病床数：７床、病室が３部屋で最低３種

類の感染症を受入可能となっているため、１日３人を限度として積算 

 ・３人（１日）×25 日×12 月＝900 人 

 

（２）「（8）利用者支援事業」 

利用者支援事業は、子ども及びその保護者（妊婦等含む）が、教育・保育施



設や地域子育て支援事業などの子ども・子育てに関する支援を円滑に利用でき

るよう情報提供・相談・利用支援等を行います。本町は、平成 28 年 4 月から

子ども課において、沖縄県が主催した子育て支援員専門研修を修了した、『子

育て支援嘱託員』を配置し利用者支援事業（特定型）を実施しています。 

今回は、平成 30 年 4 月から子ども・子育て支援交付金を活用した母子保健

型の利用者支援事業も実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない

支援を確保する「仕組み」を構築するための追加見直しとなります。利用者支

援事業（母子保健型)実施することにより、母子保健情報を有効活用し、保健、

福祉、教育、医療等の連携体制を強化した『※南風原町子育て世代包括支援事

業（南風原版ネウボラ）』を目指します。 

※南風原版ネウボラについては別紙資料のとおり 

 

 

（３）「（９）乳幼児家庭全戸訪問事業」 

乳児家庭全戸訪問事業は、生後 4 カ月までの乳児のいる家庭を訪問し、乳児・

保護者の養育環境などを把握し、子育てに関する情報提供をするとともに、保

護者と子の健康管理や育児についての相談・助言等を行います。本事業では 0

歳児の人口推計を需要量となることから、人口推計を見直ししたため、平成 30

年度以降の量の見込みを見直します。 

 

※H28 年度実績が訪問対象家庭 603 件のうち家庭訪問数 547 件となっており

訪問率が約 91％ 

※今後の 0 歳児人口推計は H30 年度 586 人・H31 年度 601 人 

※今後の 0 歳児人口推計に訪問率 91％を乗じて 1 の位を四捨五入して積算。 

H30 年度 586 人×0.91＝533.26を四捨五入し、530人 

H31 年度 601 人×0.91＝546.91を四捨五入し、550人 

 



（４）見直しを行わない事業 

下記、11 事業については、中間見直しにおいて、量の見込み並びに確保方策

及び実施時期などの見直しは行いません。 

①「（１）時間外保育事業（延長保育事業）」 

※量の見込みよりも H28 年度の実績値（899 人）が少なかったですが、就学前

人口及び教育・保育必要量の増加を見込んで見直しは行いません。 

②「（２）放課後児童健全育成事業」 

※平成 28 年 3 月に一部改正し見直しを行いました。今後は小学校区毎の需要

と供給のバランスを考慮しながら、随時見直しを行います。また、平成 29

年度に各学童クラブ概要や申込み方法などを詳しく記載した『南風原町学童

クラブガイドブック』を作成しております。 

③「（３）地域子育て支援拠点事業」 

※量の見込みよりも H28 年度の実績値（12,561 人）が少なかったですが、就

学前人口の増加や潜在的ニーズを見込んで見直しは行いません。 

④「（４）一時預かり事業」 

※量の見込みよりも H28 年度の実績値（幼稚園型・その他の一時預かり）が

少なかったですが、就学前人口の増加や潜在的ニーズを見込んで見直しは行

いません。 

⑤「（６）子育て援助活動支援事業（就学児）」、 

※量の見込みよりも H28 年度の実績値（597 人）が少なかったですが、就学前

人口の増加や潜在的ニーズを見込んで見直しは行いません。 

⑥「（７）子育て短期支援事業（ショートステイ）」、 

※現行計画どおり 

※現行計画同様に事業は実施しませんが、計画期間内のニーズ・動向等などを

見極めながら、当面はファミリーサポートセンターの活用等による対応を図

ります。 

⑦「（10）養育支援訪問事業」、 

※平成 28 年 3 月に一部改正し見直しを行いました。引き続き現行計画同様に

社会福祉士・保健師などによる支援（指導・助言など）を行います。 

⑧「（11）妊婦健診事業」 

※現行計画どおり 

⑨「（12）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業」、 

※現行計画どおり 

⑩「（13）実費徴収に係る補足給付を行う事業」、 

※現行計画どおり 

⑪「（14）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業」 

※現行計画どおり 


