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「待機児童解消加速化プラン」及び 

「子育て安心プラン」集計結果を公表します 
～2017年度（平成29年度）末までの５年間で約53.5万人分の保育の受け皿を拡大し、政

府目標の50万人分を達成。「子育て安心プラン」に基づく現時点の市区町村等の見込みで

は、2020年度末までに約29.3万人分の受け皿拡大～ 

 
 

厚生労働省では、このほど「待機児童解消加速化プラン」及び「子育て安心プラン」に基

づく自治体の取組状況を取りまとめましたので、公表します。 

 

待機児童解消加速化プランは、待機児童の解消に向けて、2013年度（平成25年度）から

2017年度（平成29年度）末までの５年間で約50万人分の保育の受け皿確保を目標に、自

治体が行う保育所の整備などの取組みに対して支援してまいりました。 

その結果、企業主導型保育事業による保育の受け皿拡大とあわせて、約53.5万人の保育

の受け皿を確保し、政府目標を達成しました。 

 

また、子育て安心プランの実施方針に基づく各市区町村の「子育て安心プラン実施計画」

の集計を行ったところ、企業主導型保育事業の事業主拠出金による整備予定量とあわせて、

現時点で2020 年度末までに、約29.3 万人分の保育の受け皿を拡大する見込みとなってい

ます。 

 

なお、待機児童を解消するためには、市区町村において、「保育コンシェルジュ」などを

活用しながら、潜在的ニーズも含めた保育の利用意向を適切に把握し、それを反映した受け

皿整備を進めることが重要であり、毎年度、計画を見直すこととしています。 

国としても、毎年度、直近の待機児童の状況等を踏まえつつ、潜在的ニーズにも対応しう

る保育の受け皿拡大が着実に進むよう、市区町村に働きかけ、支援していきます。 

 
※ 全市区町村の「子育て安心プラン実施計画」については、本年９月中に厚生労働省ホームペー 

ジに公表する予定です。 

 

 

 

平成30年９月７日 

【照会先】 

子ども家庭局 保育課 

課 長 補 佐 香取  徹（内線4833） 

待機児童対策係長 堀江 博朗（内線4840） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2542 
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１． 待機児童解消加速化プランの期間における保育の受け皿拡大量（実績） 

      

 
 

○ 待機児童解消加速化プランによる2013年度（平成25年度）から2017年 

度（平成29年度）末までの５年間の保育の受け皿拡大量は、約53.5万人 

となり、政府目標の50万人の保育の受け皿拡大を達成。 

 

 

２． 2017年度（平成29年度）の保育の受け皿拡大量 

 

 
注) 認可保育所：保育所型認定こども園の保育所部分を含む。 

注) 企業主導型保育事業については、平成30年3月31日時点における平成29年度の拡大量見込み。 

 

○ 2017年度（平成29年度）の保育の受け皿拡大量は、市区町村分で約6.8 

万人分、企業主導型保育事業で約3.9万人分拡大。 

 

 

３． 2018年（平成30年）４月１日の保育の受け皿 

 
 注) 認可保育所：保育所型認定こども園の保育所部分を含む。 

注) 企業主導型保育事業については、平成30年3月31日時点における平成30年4月1日の受け皿見込み。 

 
○ 2018年（平成30年）４月１日時点の保育の受け皿は約294.4万人分とな 

り、昨年から、約10.8万人分拡大。 

  

 

 

 

 

 

( 計 219,663人 ) （ 計 256,063人＋59,703人 ） 535,429人 1,634人

59,703人 9,703人
企 業 主 導 型
保 育 拡 大 量

－ － － 20,284人 39,419人

市 区 町 村 拡 大 量 72,430人 147,233人 94,585人 93,055人 68,423人 475,726人 ▲8,069人

５か年合計 子育て安心プラン公表時（平成29年

６月）の見込みとの差

2013年度
（平成25年度）

2014年度
（平成26年度）

2015年度
（平成27年度）

2016年度
（平成28年度）

2017年度
（平成29年度）

小計
企業主導型
保育事業

合計

▲ 7,196 80,724 7,574 4 13,888 ▲ 305 2,501 34 7,879 ▲ 36,680 68,423 39,419 107,842

家庭的保育
事業

事業所内保育
事業

居宅訪問型
保育事業

地方単独保育
施策

その他認可保育所
幼保連携型
認定こども園

幼稚園型
認定こども園

地方裁量型
認定こども園

小規模保育
事業

小計
企業主導型
保育事業

合計

2,231,144 440,147 39,510 3,214 71,181 3,951 11,235 197 50,016 33,825 2,884,420 59,703 2,944,123

家庭的保育
事業

事業所内保育
事業

居宅訪問型
保育事業

地方単独保育
施策

その他認可保育所
幼保連携型
認定こども園

幼稚園型
認定こども園

地方裁量型
認定こども園

小規模保育
事業

単位（人） 

単位（人） 
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４． 子育て安心プラン実施計画 

 
 

○ 全国の市区町村から提出された「子育て安心プラン実施計画」に基づく、   

申込者数（保育ニーズ）、利用定員数（整備量）、待機児童数の見込・計画  

値を集計したところ、2018 年度から 2020 年度末までの３年間で、申込者 

数は約 16.7 万人分増加、利用定員数は約 23.3 万人分増加（*1）、待機児 

童は解消する見込みとなっている。 

   また、企業主導型保育事業の事業主拠出金による整備予定量は、３年間 

  で約６万人分（*2）を見込んでおり、市区町村の計画とあわせると約 29.3 

万人分が拡大できる見込みとなっている。 

*1 市区町村の計画には、2017 年度までの積み残し分（8,069 人）を含む。 

*2 企業主導型保育事業の整備予定量には、2017 年度末までの前倒し分

（9,703 人）を含む。 

 

○ 子育て安心プランを推進するための財政支援を希望する市区町村とし     

て実施計画が採択されたのは、８月 10 日時点で 575 市区町村。（別紙参 

照） 

 

○ 財政支援の対象となる事業は以下のとおり。 

・ 保育所等整備交付金 

・ 保育所等改修費等支援事業 

賃貸物件による保育所改修費等、小規模保育改修費等、認可化移行改 

修費等、家庭的保育改修費等、幼稚園における長時間預かり保育改修

費等 

・ 安心こども基金 

保育所緊急整備事業、賃貸物件による保育所整備事業、小規模保育整 

備事業、小規模保育設置促進事業、家庭的保育改修等事業、認定こど 

も園整備事業                     等 

2018年4月1日

実績 見込・計画数 実績 見込・計画数 実績 見込・計画数 実績

０歳児 165,344人 200,119人 205,034人 210,936人

１・２歳児 985,341人 1,002,958人 1,024,029人 1,041,302人

３歳以上児 1,561,674人 1,604,959人 1,618,321人 1,626,633人

合計 2,712,359人 2,808,037人 2,847,384人 2,878,872人

０歳児 252,325人 268,040人 277,363人 280,551人

１・２歳児 942,704人 1,008,916人 1,038,570人 1,056,743人

３歳以上児 1,689,391人 1,734,733人 1,765,877人 1,779,942人

合計 2,884,420人 3,011,689人 3,081,809人 3,117,236人

０歳児 2,868人 1,447人 557人 0人

１・２歳児 14,758人 5,627人 1,791人 0人

３歳以上児 2,269人 1,453人 334人 0人

合計 19,895人 8,526人 2,682人 0人

＜企業主導型保育事業の利用定員数の実績及び見込・計画数＞

59,703人 約90,000人
約90,000人～
約110,000人

約110,000人

待機児童数

年齢
2019年4月1日 2020年4月1日 2021年4月1日

申込者数
（保育ニーズ）

利用定員数
（整備量）

利用定員数
（整備量）

 ※ 2019年４月１日以降は、事業主拠出金による整備予定量
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（別紙）
「子育て安心プラン実施計画」採択市区町村一覧

都道府県
採択

市区町村数

北海道 15 札幌市 小樽市 旭川市 釧路市 帯広市
苫小牧市 江別市 名寄市 千歳市 深川市
北広島市 石狩市 美瑛町 遠軽町 音更町

青森県 7 青森市 弘前市 八戸市 むつ市 平川市
鰺ヶ沢町 板柳町

岩手県 12 盛岡市 宮古市 花巻市 北上市 一関市
釜石市 八幡平市 奥州市 矢巾町 大槌町
田野畑村 洋野町

宮城県 25 仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市
角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 東松島市
大崎市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町
亘理町 山元町 松島町 利府町 大和町
大衡村 加美町 涌谷町 美里町 女川町

秋田県 2 秋田市 大館市
山形県 18 山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市

寒河江市 村山市 長井市 天童市 東根市
南陽市 山辺町 河北町 真室川町 高畠町
川西町 白鷹町 庄内町

福島県 16 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市
須賀川市 喜多方市 二本松市 田村市 南相馬市
伊達市 本宮市 川俣町 鏡石町 西郷村
矢吹町

茨城県 21 水戸市 日立市 土浦市 古河市 龍ヶ崎市
常総市 常陸太田市 笠間市 取手市 牛久市
つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 守谷市 那珂市
筑西市 坂東市 神栖市 つくばみらい市 茨城町
阿見町

栃木県 14 宇都宮市 足利市 佐野市 鹿沼市 日光市
小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市
那須烏山市 下野市 上三川町 那須町

群馬県 7 前橋市 高崎市 伊勢崎市 沼田市 館林市
吉岡町 玉村町

埼玉県 42 さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 行田市
秩父市 所沢市 飯能市 本庄市 東松山市
春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市
上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市
入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市
久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市
蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 吉川市
ふじみ野市 白岡市 滑川町 嵐山町 上里町
宮代町 杉戸町

千葉県 24 千葉市 市川市 船橋市 木更津市 松戸市
野田市 佐倉市 東金市 習志野市 柏市
市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市
君津市 浦安市 四街道市 八街市 印西市
白井市 香取市 大網白里市 酒々井町

東京都 49 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区
台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区
大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区
足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市
武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市
調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市
東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市
東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市
羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町

神奈川県 21 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市
鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市
秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市
座間市 南足柄市 綾瀬市 葉山町 二宮町
松田町

新潟県 3 新潟市 長岡市 新発田市

採択市区町村
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都道府県
採択

市区町村数
採択市区町村

富山県 0 －
石川県 1 金沢市
福井県 4 福井市 敦賀市 鯖江市 越前市
山梨県 0 －
長野県 11 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 安曇野市

阿南町 泰阜村 朝日村 白馬村 高山村
小川村

岐阜県 5 岐阜市 多治見市 美濃加茂市 可児市 瑞穂市
静岡県 18 静岡市 浜松市 三島市 富士宮市 伊東市

島田市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市
藤枝市 袋井市 裾野市 湖西市 菊川市
伊豆の国市 牧之原市 森町

愛知県 31 名古屋市 豊橋市 一宮市 瀬戸市 半田市
春日井市 豊川市 碧南市 刈谷市 豊田市
安城市 西尾市 蒲郡市 小牧市 稲沢市
東海市 大府市 知多市 尾張旭市 高浜市
岩倉市 豊明市 田原市 清須市 北名古屋市
みよし市 長久手市 東郷町 豊山町 大治町
豊根村

三重県 6 津市 四日市市 松阪市 桑名市 名張市
明和町

滋賀県 11 大津市 彦根市 近江八幡市 草津市 守山市
栗東市 甲賀市 湖南市 高島市 東近江市
米原市

京都府 11 京都市 福知山市 亀岡市 城陽市 向日市
長岡京市 京田辺市 南丹市 木津川市 大山崎町
精華町

大阪府 32 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市
吹田市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市
茨木市 八尾市 富田林市 寝屋川市 河内長野市
松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市
羽曳野市 門真市 摂津市 藤井寺市 東大阪市
泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 島本町
忠岡町 熊取町

兵庫県 16 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市
芦屋市 伊丹市 相生市 豊岡市 加古川市
宝塚市 川西市 三田市 加西市 南あわじ市
播磨町

奈良県 8 奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 香芝市
平群町 田原本町 広陵町

和歌山県 6 和歌山市 海南市 橋本市 紀の川市 かつらぎ町
印南町

鳥取県 3 鳥取市 米子市 湯梨浜町
島根県 6 松江市 浜田市 出雲市 大田市 安来市

雲南市
岡山県 4 岡山市 倉敷市 里庄町 矢掛町
広島県 7 広島市 呉市 尾道市 福山市 東広島市

廿日市市 海田町
山口県 4 宇部市 山口市 下松市 周南市
徳島県 6 徳島市 吉野川市 勝浦町 松茂町 北島町

藍住町
香川県 5 高松市 丸亀市 観音寺市 さぬき市 三豊市
愛媛県 2 松山市 砥部町
高知県 2 高知市 四万十市
福岡県 31 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 飯塚市

柳川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市
豊前市 小郡市 筑紫野市 春日市 大野城市
宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 うきは市
宮若市 糸島市 志免町 須恵町 新宮町
粕屋町 水巻町 岡垣町 鞍手町 筑前町
大刀洗町

佐賀県 6 佐賀市 唐津市 小城市 神埼市 みやき町
江北町

長崎県 9 長崎市 佐世保市 島原市 大村市 松浦市
五島市 長与町 時津町 東彼杵町
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都道府県
採択

市区町村数
採択市区町村

熊本県 11 熊本市 荒尾市 水俣市 玉名市 宇土市
宇城市 合志市 大津町 菊陽町 嘉島町
益城町

大分県 5 大分市 別府市 佐伯市 竹田市 由布市
宮崎県 5 宮崎市 都城市 延岡市 小林市 日向市
鹿児島県 10 鹿児島市 鹿屋市 出水市 指宿市 薩摩川内市

曽於市 霧島市 志布志市 南九州市 姶良市
沖縄県 23 那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市

糸満市 沖縄市 うるま市 宮古島市 南城市
恩納村 宜野座村 金武町 伊江村 読谷村
嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村 西原町
与那原町 南風原町 八重瀬町

合計 575
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