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保育の必要性の認定について 
 

 

○保育の必要性の認定に当たっては、国は、以下の３点について、認定基準を策定することとされている。 

  ①「事  由」⇒ 保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由 

  ②「区  分」⇒ 長時間認定（「長時間」）又は短時間認定（「短時間」）の区分（保育必要量） 

  ③「優先利用」⇒ ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 
 

 

①【 事 由 】 

 現行制度 国が示した対応方針 

同 居 親 族

等 に よ る

保育 

現行の政令で定めている「同居親族

等が保育できない場合」要件の取扱い

について、外す又は必要度を低くする

など、詳細については制度施行までに

検討することとされている。 

 

新制度では、保護者本人の事由により判断することを基本とす

る。 

その上で、同居親族等の支援を受けられない保護者との関係を調

整指数における減点など、市町村の判断に基づき、優先度上の取扱

いを考慮することを可能とする。また、その際、高齢や要介護など

同居親族の心身の状況も併せて考慮することも可能とする。 

就労 フルタイムのほか、パートタイム、

夜間の就労など、基本的にすべての就

労を対象とする。 

 

 

就 労 以 外

の事由 

就労以外の事由として、「保護者の

疾病・障害、産前産後、同居親族の介

護、災害復旧、求職活動及び就学等」

を対象とする。 

 

＜論点＞ 

求職活動及び就学等、その他市町

村が定める事由を法令上、明記す

るか。 
 

●各市町村における取扱いの平準化や広域利用時の対応を考慮し

て、これらの事由については、なるべく明記することとし、特に、

「求職活動」、「就学」についても明記する。 

 

●「同居親族の介護」には、上記のご意見にあるようなケース（兄

弟姉妹が小児慢性疾患や障害を抱え、常時、看護・介護を必要とす

るようなケース）についても対応していくこととする。 

 

●インターンについては、その具体的な態様・期間などの状況に応

じて、「就労」、「求職活動」等に該当するものとして認定を行う、

又は、一時預かり事業により対応する、といった柔軟な対応をとる

こととする。 

 

●また、ボランティアについては、その具体的な態様・期間などの

状況に応じて、一時預かり事業で対応する、又は、「災害復旧」や

「その他上記に類する状態として市町村が認める場合」に該当する

ものとして認定を行う、といった柔軟な対応をとることとする。 

 

 

＜論点＞ 

「虐待のおそれのあるケース」や

「要支援家庭であるケース」につ

いても追加するか。 
 

●「児童虐待のおそれのあるケース」「ＤＶ（配偶者に対する暴力）

のおそれのあるケース」といった児童を取り巻く環境等に着目し、

保育の必要性が認められるケースについても、事由として追加す

る。 

 

●満３歳未満の障害児については、「就労」・「求職」等の事由によ

り、保育の必要性の認定を受けた子どもに対する保育所、地域型保

育事業等による保育の提供体制の確保を進める。また、満３歳以上

の障害児については、同じく保育の必要性の認定を受けた子ども又

は教育標準時間認定を受けた子どもに対する認定こども園、幼稚

園、保育所等による教育・保育の提供体制の確保を進める。 

 

 

＜論点＞ 

その他の事由として、明記すべき

ものがあるか。 

●現行制度における取扱いを踏まえ、保護者が育児休業を取得する

ことになった場合、休業開始前に既に保育所に入所していた子ども

については、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上

で、 
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①次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化

に留意する必要がある場合 

②保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好まし

くないと考えられる場合 

など市町村が児童福祉の観点から必要と認めるときは、継続入所を

可能とすることとする。 

 

また、育児休業取得前に保育所等を利用しているケースで、上記に

該当しないため、一旦保育所を退所し、育児休業からの復帰に伴い、

再度保育所等を利用することを希望する場合は、優先利用の枠組み

の中で対応することとする。 

 

 

 

②【 区 分 】 

現行制度 国が示した対応方針 

現行制度の入所判定では、長時間・短時間の区分

は特に設けていないが、特に都市部の市町村では、

それぞれにおいて定める判定基準上、「週○日、１

日当たり○時間」といった区分を設定し、「保育に

欠ける」事由の判定とともに優先度を決定している

例が多い。 

 

＜論点＞ 

「長時間」・「短時間」の区分をどのように線引

きしていくか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔保育標準時間、保育短時間の区分について〕 

●新制度においては、主にフルタイムの就労を想定した保育認定

と、主にパートタイムの就労を想定した保育認定を行う。その際に

は、子どもに対する保育が細切れにならないようにする観点や、施

設・事業者において職員配置上の対応を円滑にできるようにする観

点などから、大括りな２区分とする。 

 

●具体的には、両親ともフルタイムで就労する場合又はそれに近い

場合を想定した「保育標準時間（利用）」、両親の両方又はいずれか

がパートタイムで就労する場合を想定した「保育短時間（利用）」

の２区分とする。その場合の、「保育標準時間」の就労時間の下限

は、１週当たり３０時間程度とすることを基本とする。 

 

〔保育必要量について〕 

●保育必要量は、給付（委託費）の支給対象として、それぞれの家

庭の就労状況等に応じて、その範囲の中で利用することが可能な最

大限の枠として設定し、施設・事業者においては、利用定員に応じ、

その枠に対応した体制をとることとする。 

 

●この考え方に基づき、年間の日数の枠としては、現行制度におけ

る保育所の年間開所日数（約３００日）と同様とする。 

 

●時間数の枠については、「保育標準時間」「保育短時間」の区分に

応じて、以下の通りとする。 

 

●「保育標準時間利用」の保育必要量としては、現行制度における

保育所の開所時間である１日１１時間までの利用に対応するもの

として、１ヶ月当たり平均２７５時間（最大２９２時間・最低２１

２時間）とする。 

 

●「保育短時間利用」の保育必要量としては、原則的な保育時間で

ある１日当たり８時間までの利用に対応するものとして、１ヶ月当

たり平均２００時間（最大２１２時間）とすることを基本とする。 

 

●上記の通り、保育必要量は、それぞれの家庭の就労実態等に応じ

てその範囲の中で利用することが可能な最大限の枠として設定す

るものである。現行制度においても、保育に欠ける子どもについて

は、最大で 11時間の開所時間の中で年間約 300日利用することが

できるが、実際には、親の就労している時間帯での保育を確保する

観点や子どもの育成上の配慮の観点から、必要な範囲で保育を利用
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＜論点＞ 

就労以外の事由についても、保育標準時間利

用・保育短時間利用の区分設定を行うこととす

るか。 
 

しているのが実態であり、現に土曜日に保育所を利用する子どもは

平日より大幅に尐なく、平日において、閉園時間より前に迎えに来

る親も多い。保育必要量と実際の利用との関係は、新制度において

も同様である。 

 

●就労以外の事由についても、例えば、親族の介護・看護において

も、付き添いに必要な時間が人によって異なることから、保育標準

時間、保育短時間の区分を設けることを基本とする。 

 

●ただし、「妊娠、出産」、「災害復旧」、「虐待やＤＶのおそれがあ

ること」のような事由については、特段、保育標準時間と保育短時

間の区分を設けず、利用者負担も一律とすることとする。 

 

 

＜論点＞ 

「保育短時間」の下限をどのように設定してい

くか。 

 

 

 

 

 

 

 

〔保育短時間認定における就労時間に係る下限の設定に

当たっての考え方〕 
●保育短時間認定に係る範囲については、保護者の就労実態等を踏

まえ、適切な保育の利用を通じて、子どもの健やかな成長を保障し、

ひいては子どもの最善の利益を確保していく上で必要な水準を定

める。 

 

●保育認定に当たっては、全国的な公平性の確保の観点からは、極

力、収斂、一本化していくことが必要であり、その際、一時預かり

事業で対応可能な短時間の就労は除き、フルタイムのほか、パート

タイムなど、すべての就労形態に対応していくことを基本とする。 

 

●保育短時間の認定に当たっては、上記のパートタイムの形態で働

いているケースを中心に対象とすることから、フルタイム労働より

も就労時間が短いことを前提に、一定の時間以上の就労について対

象とする。 

 

●その際には、多様な就労形態に対応する観点や、各市区町村にお

ける実態を踏まえつつ、フルタイム就労の場合とのバランスを考慮

して設定してはどうか。具体的には、フルタイム就労者は 

・１週当たりの就労日数を週５日としていることが一般的と考え

られること 

・１日当たりの就労時間を７時間以上としている事業所が大半で

あること 

を踏まえ、この半分以上、就労していることを目安として設定する。 

 

●その上で、地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した

市町村の運用にも幅があることを踏まえ、１ヶ月４８時間以上６４

時間以下の範囲で、市町村が地域の就労実態等を考慮して定める時

間とすることを基本とする。 

 

 

＜論点＞ 

現行制度等との関係をどう整理していくか 
 

 

●現行、就労時間の下限を「１ヶ月当たり４８～６４時間以上」（案

３の場合）以外に設定している市区町村においては、保育の量的確

保等に時間を要すること等を考慮し、最大で１０年間程度の経過措

置期間を設け、対応することを可能とする。 

 

●現在、保育所に入所している児童については、市町村による就労

時間の下限時間に変更があっても、引き続き、保育所に入所するこ

とができる経過措置を講ずる。 
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③【 優先利用 】 

現行制度 国が示した対応方針 

○ 都市部においては、入所判定の各事由における優

先度をつけた上で、同優先度上の調整指数として「ひ

とり親 

家庭」などについては加点して対応している例が多

い。 

○ 障害児保育など、受入施設・枠が設定されている

ような場合は、事実上、優先的に対応している。 

 

＜論点＞ 

○ ひとり親家庭、虐待のおそれのあるケースな

ど、優先利用の認定方法について、「優先利用枠」

を特別に設けることとするか、必要性の認定に

当たって、ポイント加重・調整などの「優遇措

置」を講ずることとするか。 

※ 母子寡婦法、児童虐待防止法においては、

利用に当たっての配慮規定が置かれてい

る。 

 

○ 障害児の取扱いについて、どのように考える

か。 

※ 障害児の受入れについては、事業計画上の

取扱いや確認制度における定員設定、市町

村による受入れが可能な施設のあっせんの

仕組み、事業者の応諾義務（正当な理由）

等と関連。 

 

○ 保育の量的拡大を支える保育士の人材確保

の観点から、保育の利用を希望する保育士等の

子どもの取扱いに 

ついて、どのように考えるか。 

 

 

●待機児童の発生状況、事前の予測可能性や個別ケースごとの対

応等の観点を踏まえ、調整指数上の優先度を高めることにより、

「優先利用」を可能とする仕組みを基本とする。 

※その際、優先的な受入が実際に機能するよう、地域における

受入体制を確認し、事業計画に基づく提供体制の確保等を着

実に実施していくことが必要。 

 

●虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

には、より確実な手段である児童福祉法２４条５項に基づく措置

制度も併せて活用することとする。 

 

●「優先利用」の対象として考えられる事項について例示をする

と、以下の通り。 

 

●それぞれの事項については、適用される子ども・保護者、状況、

体制等が異なることが想定されるため、運用面の詳細を含め、実

施主体である市町村において、それぞれ検討・運用。 

※ひとり親家庭は母子寡婦法、虐待は児童虐待防止法に基づき

配慮が求められる事項 

※例えば、管内の各保育所において○○名ずつ障害児保育を実

施している場合、その枠は、優先的に⑤の割り当てられるこ

とになる。 

 

①ひとり親家庭 

②生活保護世帯（就労による自立支援につながる場合等） 

③生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 

④虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 

⑤子どもが障害を有する場合 

⑥育児休業明け 

例） ・育児休業取得前に特定教育・保育施設等を利用しており、

施設等の利用を再度希望する場合 

・育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、特

定教育・保育施設、地域型保育事業の利用を希望する場合 

・１歳時点まで育児休業を取得しており、復帰する場合 

⑦兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育所等の利用を希望する

場合 

⑧小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童 

※連携施設に関する経過措置 

⑨その他市町村が定める事由 

※このほか、選考の際に、保護者の疾病・障害の状況や各世帯

の経済状況（所得等）を考慮することも考えられる。 

※また、市町村の判断により、人材確保、育成や就業継続によ

る全体へのメリット等の観点から、幼稚園教諭、保育教諭、

保育士の子どもの利用に当たって配慮することも考えられ

る。 

※併せて、放課後児童クラブの指導員等の子どもの利用に当た

って配慮することも考えられる。 
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＜ 認定方法 ＞ 

 検討項目 国が示した対応方針 

認定方法 ○ 教育標準時間認定については、市

町村における３歳以上児であること

（かつ満３歳以上・保育認定申請をし

ない）及び保護者の所得を確認するこ

とをもって、利用者負担の設定ととも

に認定するなど、認定証の発行を含め

簡素な手続きについて検討。 

 

●法律上は、市町村からの認定を受けた後で施設へ利用申込みす

ることが想定されているが、市町村及び利用者の事務負担軽減や

現行の園児募集との整合性の観点から、教育標準時間認定のみを

希望する場合には、現行の幼稚園就園奨励費の事務を参考に、保

護者が入園予定の施設（幼稚園、認定こども園）を通じて、市町

村に認定申請を行い、支給認定証の交付を受ける仕組みを基本と

する。 

※ 入園予定の施設の内定が得られず利用施設を探す場合や、

年度途中に転入し入園予定の施設がすぐに決まらない場合

などは、法律の想定どおりに保護者が市町村に直接認定申請

を行うことも考えられる。 

 

● 施設への願書提出時点では入園予定の施設が特定されないた

め、入園内定がとれた時点以降に、入園予定の施設を通じて上記

の手続を行うこととする。 

 

● 利用契約（内定、契約の締結など）、認定のそれぞれの時期や、

施設経由の申請の法的位置付けなどについて、さらに検討が必

要。 

※ 所得情報の取扱いについては、確認制度の運営基準におい

て検討。 

 

○ 現行制度における利用者が新制度

へ移行する場合には、事前の認定手続

きを可能とするほか、簡素な手続きに

ついても検討が必要。 

※ 介護保険は施行半年前から事前

の認定手続きを開始。 

 

 

認定期間 ○ 認定の有効期間を何年とするか。 

※ 満３歳未満・保育認定から満３

歳以上・保育認定への切替は職権

変更。 

※ 保護者の失業時の取扱い（求職

等との関係）、就労以外の事由の

場合の取扱いについても要検討 

※ 特例給付の取扱い（保育所にお

ける保護者の失業による認定変

更に伴う継続利用など。確認制度

における定員設定とも関係。） 

 

○ 事由該当の確認、利用者負担等と

の関係上、現況届を求めることとする

か。 

 

 

 

 

 

●教育標準時間認定の場合は、有効期間は３年間（小学校就学前

まで）を基本とする。 

 

●介護保険のように症状の変化等が認定に大きく寄与する仕組

みではないことから、保育認定の有効期間は３年間を基本（満３

歳以上・保育認定は小学校就学前まで。満３歳未満・保育認定は

満３歳の誕生日まで）とする。 

ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場

合は、その時点までとする。 

※例えば、保護者の疾病であれば、入院・療養等が必要なくな

った時点、就学であれば学校等を卒業した時点 

 

●その上で、現行、運用にバラツキが見られる「求職活動」の取

扱いについては、雇用保険制度に基づく失業等給付（基本手当）

の給付日数が９０日をベースとしていることを踏まえ、検討する

こととする。 

※解雇、倒産以外の一般的な求職者の取扱い（被保険者期間が

１０年未満の場合） 

 

●現況届は、事由に該当していることの確認や利用者負担の決定

の必要性を踏まえ、１年に１回を基本に求めることとする。 
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その他 ○ 支給認定証の様式、申請方法につ

いても、検討が必要。 

 

○ その際、支給認定に当たって決定

される利用者負担額（＝保護者の所

得）、優先利用（ひとり親家庭、障害

の有無など）など、施設・事業者が知

り得る情報※の取扱いについて検討

が必要。 

※ 上記の情報の取り扱いについて

は、施設の運営基準とも関連。 

 

●支給認定証には毎年変わり得るものである利用者負担額は認

定証に記載しないこととした上で、ほかの情報の取り扱いについ

ては、更に検討。 

○ 支給認定に当たって、事由に該当

しないと判断する場合、理由の明示が

必要。 

 

●現行の保育制度の運用を踏まえ、理由を明示することとする。 

 

 

 

 


