
 

 

報告事項ア－１ 

平成２９年１２月８日 

 

旭川市長 西川 将人 様 

 

旭川市子ども・子育て審議会 

就学前教育及び保育についての 

各種基準の見直しに関する専門部会 

部会長 佐藤 貴虎 

 

 

就学前教育及び保育についての各種基準の見直しに関すること（答申） 

 

 

 市長から諮問があった「病児保育事業（病児対応型）に係る基準等の対応について」，「余裕

活用型一時預かり事業に係る取組について」，「特別支援保育事業の見直しについて」，「一時

預かり事業（幼稚園型）の見直しについて」及び「病児保育事業の利用料等の扱いについて」の

５件について，次のとおり答申します。 

 

（１）「病児保育事業（病児対応型）に係る基準等の対応について」の市の考え方は妥当である。 

   なお，利用者の利便性の向上の観点から，利用に係る手続きや病後児保育事業・通常保育

への接続などの手続きが煩雑とならないよう，関係機関との調整を検討すること。 

また，病児保育事業の実施に当たっては，利用手続きを含め市民への事業の周知を適切に

行うこと。 

 

（２）「余裕活用型一時預かり事業について」の市の考え方は妥当である。 

   また，本事業は妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援の一つとして，保護者の育児

に係る疲労や負担等を緩和する取組として有効である。 

   なお，本事業では０歳児の受入を行うことから，０歳児特有の安全対策について適切にな

されるよう配慮すること。 

 

（３）「特別支援保育事業の見直しについて」及び「一時預かり事業（幼稚園型）の見直しについ

て」の市の考え方は妥当である。 

 なお，加配認定の優先順位や保護者同意がない場合の運用方法及び相談・助言・療育等へ

の接続などの支援方法について，引き続き検討が必要であると考える。 

 

（４）「病児保育事業の利用料等の扱いについて」の市の考え方は妥当である。 

また，病児保育事業から病後児保育事業への連携を踏まえた連日の利用割引や，送迎サー

ビスを利用する方としない方との公平性に配慮した利用料設定の考え方は適切である。 



 

 

 

報告事項ア－２ 

旭川市病児保育事業（病児対応型）について 

 

１ 病児保育事業の概要 

  保護者の子育てと就労の両立の支援及び安心して子育てができる環境を図るため， 

児童が病気の「回復期に至らない場合」であり，かつ，当面の症状の急変が認められ 

ない場合において，当該児童を病院・診療所，保育所等に付設された専用スペース 

又は本事業のための専用施設で一時的に保育を行う病児保育を実施する。 

 

 

２ 実施予定事業者 

  旭川市２条通１１丁目１０６番地 

社会福祉法人 楽生会 

  理事長 山田 春雄 

 

 

３ 病児保育事業実施計画（予定） 

① 病児保育室名称   （仮称）わんぱく保育園分園第二 病児保育棟 

② 病児保育室予定地   旭川市宮下通１１丁目１ 

③ 連携予定医療機関    

・市立旭川病院 ・高木小児科医院 ・きくち小児科医院 

④ 利用定員       １日３名 

⑤ 病児保育室延べ床面積 ５２．６２㎡ 

⑥ 施設状況       保育室２室，観察室１室 

⑦ 職員配置体制     看護師（常勤１名，非常勤１名） 

          保育士（常勤１名，非常勤１名） 

⑧ 開所時間等      月曜日から土曜日まで 

           午前８時から午後６時まで  

⑨ 送迎サービス       保育所等及び医療機関から病児保育室への送迎あり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  平成２９年７月     病児保育施設設計及び確認申請 (実施済) 

  平成２９年８月     病児保育施設着工 (実施済) 

  平成３０年２月     病児保育施設工事完了 

              ※しゅん工後，内覧会など実施予定 

  平成３０年４月１日   病児保育事業開始 



 

旭川市病児保育事業（病児対応型）利用フロー図 

 

※ 連携医療機関又はかかりつけ医療機関を受診するケース【移送なしのケース】 

 （保護者が連携医療機関又はかかりつけ医療機関を受診してから利用するケース） 

ケース１ 

保 護 者 

病児保育施設 

連携医療機関 

又は 

かかりつけ医療機関 

  

① 利用登録申込書 

医師連絡票 

病状連絡票 

を提出 

④児童帰

宅（保護者

お迎え） 

② 契約締結医療機関への受診 

（病児保育施設看護師がタクシーにて） 

保育中に児童の具

合が悪くなったと

きに受診 

③ 指示書を出す ※病児保育施設から連携医療機関

へ，利用登録申込書（写し）・病状

連絡票（写し）を提出 

（後日，病状連絡票原本を送付） 



 

旭川市病児保育事業（病児対応型）送迎フロー図 

※ 保育所へ迎えに行き，連携医療機関へ受診するケース 

ケース２ 

保 育 所 保 護 者 

病児保育施設 連携医療機関   

⑤児童帰宅 

(保護者お

迎え） 

②お迎え 

（病児保育施設看護師がタクシーにて） 

③連れて行く 

（病児保育施設看

護師がタクシーに

て） 

 

④ 指示書をもらい病児保

育施設へ（病児保育施設看護

師がタクシーにて） 

 

保育中に児童の具

合が悪くなったと

きに受診 

① 利用登録申込書 

医師連絡票 

病状連絡票 

を提出 

※病児保育施設から連携医療機関

へ，利用登録申込書（写し）・病状

連絡票（写し）を提出 

（後日，病状連絡票原本を送付） 



病児保育事業の利用料の設定について（案） 
 

１ 中核市の病児保育事業の利用料金について 

 ○１日当たり利用料（病児保育事業実施中核市４１市のうち）※市町村民税課税世帯 

利用料金額 自治体数 

無料 １市 

１，０００円以上２，０００円未満 ２市 

２，０００円以上２，５００円未満 ３４市 

２，５００円以上３，０００円未満  ３市 

３，０００円以上  １市 

 

２ 中核市の病児保育事業の送迎サービス料金設定について 

宇都宮市 利用料金を２，５００円に送迎料金相当額を含めており，交通費実費の徴収はなし。 

船橋市 送迎にかかる経費の徴収はなし。 

富山市 送迎サービスを使用した場合，送迎に係るタクシー代の４分の１を徴収。 

松山市 
タクシー利用で子どもが乗車した区間のみ保護者負担（保育園等→施設の区間） 

なお，送迎にあたっては，事前登録が必要。 

 

３ 本市における病児保育の利用料の設定の考え方について 

＜考え方＞ 

・病児保育事業を実施している中核市の多くが，過去の国庫補助事業で国が設定した日額 

２，０００円の扱いを踏まえて利用料を設定している。 

・通常保育に係る毎月の保育料の扱いや病状によっては連日の利用が見込まれること等から過度な

保護者負担とならないよう利用料設定が必要である。 

・送迎料金の考え方については．送迎サービスを利用しなくてはならない方と利用しない方との公

平性などから，市内タクシー初乗運賃の５８０円などを踏まえて，一定の負担をいただく必要が

ある。 

  

〇 現在の病後児保育利用料 

病後児保育利用料 

５時間を越える場合 

※連日利用の 2日目以降 

１日１，７００円 

１日  ８５０円 

５時間以内 １日  ８５０円 

給食費 １日  ３００円 

※下線部分については，見直し案。 

〇 病児保育の料金設定（案） 

病児保育利用料 

５時間を越える場合 

※連日利用の 2日目以降 

１日２，０００円 

１日１，０００円 

５時間以内 １日１，０００円 

給食費 １日  ３００円 

送迎料金 １日  ５００円 

※ただし，医療機関受診の際の医療費に一部負担がある場合は別途負担。 

報告事項ア－３ 



 一時預かり事業（余裕活用型）について（案）  
 

 

 

報告事項アー４ 

１ 背景 

  核家族化や地域のつながりの希薄化，家庭の育児力の低下や親の高齢化による支援の減

少など，産後から乳児期にかけての不安を抱える保護者への支援ニーズの高まりから乳児

期の支援や対策の強化が必要になっている。 

  一時預かり事業（一般型）においては,利用条件を満１歳以上に限定しているため,０歳

児の一時的な保育の受け皿が不足している一方で,小規模保育事業所においては０歳から

２歳児を対象としていることなどから，特に年度前半には定員に対して余剰が生じている

状況である。 

  こうしたことから, 保護者の育児に対する疲労や負担等を軽減し，孤立感を抱える保護

者を支援するため，小規模保育事業所を対象として，余裕活用型の一時預かり事業を実施

し，保育所等を利用していない０歳児が一時的な保育を利用することが出来るようにする

ことで，子育て環境の充実を図る。 

 

 ２ 一時預かり事業（余裕活用型）の概要 

  施設面積や職員数によって決まる利用定員よりも在園者数が少なく,定員に余裕がある

場合に,余裕分の定員を活用して，在園児外の乳幼児を預かる事業 

   

 3 一時預かり事業（余裕活用型）利用条件等について（案） 

 （考え方） 

市内１１施設で実施しており，満１歳以上の児童の一時的な保育を行う一時預かり事 

業（一般型）の利用条件を基準に，利用年齢や職員配置などの違いを考慮する。 

 

余裕活用型の特徴・利用条件設定の根拠 

年齢別職員配置基準が 

１歳児６人に対し，職員１

人が必要なのに対し，０歳

児は乳児３人に対し職員

１人の配置となっている

ことを踏まえた利用料金

の設定。 

利用定員が一般型より少ない

点及び低年齢児を預かる観点

から月の利用上限を一般型よ

り少なくする。 

乳児個々の発達状況に違

いがあり，スポット的な

利用であること等から個

別な対応が必要なため，

食事等については持参し

てもらう。 

 

一時預かり事業（一般型）利用条件（満１歳～未就学児） 

利用料金 利用回数 給食等 

４時間以内 ６００円 

４時間超え １２００円 

※生活保護・非課税世帯減免 

月１５日以内(週３日以内） 

緊急的な利用の場合を除く 

１食３００円 

（持参の場合は無料） 



 

 

一時預かり事業（余裕活用型）利用条件（案） 

○利用条件：保育所等を利用していない概ね４か月～概ね１歳児 

○利用時間：原則として午前または午後の利用とする。 

（やむをえない事情がある場合は，午前と午後を合わせて利用することも坷） 

利用料金 利用回数 給食等 

一時預かり事業（一般型）

の倍程度を予定 

月１０日以内(週３日以内） 

緊急的な利用の場合を除く 

離乳食・ミルク・おむつ

等は持参 

※持参不可な場合は別途

実費徴収による対応 

  

 ４ 一時預かり事業（余裕活用型）通年実施加算について 

  孤立感を抱える保護者の支援など子育て環境の充実を図るため，各地域エリアにおい 

て利用枠を通年で確保することとし，通年で余裕活用型を実施する園に対しては, 

  加算を実施する見込み。 

 



報告事項ア－５
特別支援保育事業の見直しについて（案）

保育を必要とし，かつ，心身に障害等を有する児童を
保育所・認定こども園で保育するため，保育士等の加
配に必要な経費を補助する。

実施施設 ： 30施設 定員111人
保育士配置基準 ： ３：１
補助基準額 ： 児童１人につき月額71,600円

（１号認定は，月額65,300円）
※平成29年度

現行の特別支援保育事業

個別に支援が必要と判断される児童（以下，「要支援
児」という。）が多数存在していると想定されるが，
医師の診断を受けていないことから，特別支援保育の
対象とならず，保育士等の加配ができない。

小学校における特別支援学級の在籍児童割合 6.3%
※平成28年度

保育所等における特別支援保育対象児童の割合 3.1%
※平成29年4月現在，３歳以上の保育認定子ども

見直しの背景

新たに保育士等の加配を実施

保育士加配による取組・効果

手厚い保育の実現 療育機関等での早期支援 就学時の緊密な連携 保育士の負担軽減

保育士等を加配すること

で，手厚い保育が可能と

なるほか，要支援児の発

達の程度に応じた個別計

画を作成し，実践すること

で，適切な支援を行うこと

ができる。

子ども巡回相談なども活

用し，保護者に対する情

報提供，適切な相談及び

助言を行い，医療・療育

機関での早期支援へとつ

なげる。必要に応じて特

別支援保育へ移行する。

個人情報の保護に十分

配慮しつつ，関係機関と

情報の共有を促進するこ

とで，小学校就学時にお

ける緊密な連携が図られ

る。

保育士等を加配すること

で，業務の負担が軽減さ

れ，保育士等の離職防止

が図られる。



要支援児認定手順（案）

現行の特別支援保育の制度を維持しつつ，支援が必要と判断されるものの保護者の受容がない児童に対する補助制度を新たに開始する。

身体障害者手帳，療育手帳の交付
医師から診断書又は意見書

保護者から市へ申込み
【特別支援保育申込書＋心身状況表】

保育観察
【こども育成課職員】

審査会
【施設長，保育士，こども育成課職員】

報告事項ア－６

不承諾
保育の
実施解除

承諾

（現行の特別支援保育）

加配実施

保育士等配置基準
児童３人につき１人

補助単価（児童１人あたり）
月額７１，６００円
（１号認定は６５，３００円）

施設から保護者へ状況説明
【指定様式】

施設から市へ申請
【指定様式＋アセスメントシート】

保育観察
【市専門職】

審査会
【子育て支援部，医師等専門家】

○か月後
再判定

却下認定

（新たな取組み）

加配実施

保育士等配置基準
児童６人につき１人

補助単価（児童１人あたり）
月額３５，８００円
（１号認定は３２，７００円）

施設から市へ申請
【指定様式】

保育観察，アセスメントシート作成
【市専門職】

※保護者の同意が得られない場合

・併せて，児童の支援についての理解
を求め，施設から市に対して児童の情
報提供を行うことの同意を得る。

・観察は2名1組で行い，
おおむね給食時間まで
行う。

・アセスメントシート，観
察時の児童の状況によ
り認定の要否を判定す
る。

・判定会議のメンバー
に医師等専門家を加え
る。

・対象年齢は3歳以上で
あることとする。

○施設の負担感を考慮しつつも，支援には保護
者の理解が必要不可欠であると考える。
○保護者と共通認識を持つことが支援への第一
歩と考え，保護者，施設，市が一体となり児童の
支援方法を考える。

○アセスメントは定期的に行うことが望ましいと
考えられるため，一度認定した児童についても
翌年度分の申請を必要とすることで，支援の要
否をあらためて考える仕組みとする。
○保護者の同意が得られない場合，施設から加
配を必要とするクラスの保育全体の状況が分か
る資料を添付し申請する。

○書類のみでのアセスメントは行わず，必ず実
際に児童を観察する。
○観察する専門職により判断がずれないように，
統一したアセスメント基準を設ける。
○保護者の同意が得られない場合，市の専門職
が保育全体の様子を観察し，アセスメントシート
に記入する。

○判定会議では認定後の支援方法等も検討し，
認定（却下）に具体性を持たせる。
○認定にあたっては，保護者の同意が得られた
児童を優先して認定し，同意が得られていない
場合は，保育全体のアセスメントシートを参考に
保育の困難度により認定する。

○認定後，施設は児童の保育状況や発達状況
を保護者へ伝えながら，適切な相談及び助言を
行う。また，必要に応じて医療又は療育専門機
関を紹介し，特別支援保育への移行をはたらき
かける。
○保護者の同意が得られない場合の加配補助
については，一定の経過期間を設け，その期間
内に保護者への状況説明と市への情報提供の
同意を得ることを交付の条件とする。

【事業の展開】
・初年度は小学校就学を控えた5歳児に対する支援の必要度が高いものと考え，申請及び
認定は5歳児に限定し，2年目は4歳児，3年目は3歳児へと対象年齢を段階的に拡大していく
こととする。
・初年度の認定は，予算成立後に申請を受け付け，7月までに観察及び認定を行うこととし，
要支援児としての適用開始は8月からとする。



報告事項ア－７ 

一時預かり事業（幼稚園型）の見直しについて（案） 

 

 

○背景及び経過 

 一時預かり事業（幼稚園型）補助金においては,特別な支援を要する園児として北海道の

認定を受けた園児等に対しては,加算を実施していますが,北海道の認定を受けていない特別

な配慮が必要な園児や一定の配慮が必要な園児（グレーゾーンの園児）が各園で一定数在

園しており，実態に合わせた職員の配置により，園の負担が大きくなっていました。 

そのため，保育所利用児童と同様に，幼稚園・認定こども園（１号）の園児を要支援児

として認定を行い，当該園児の一時預かり事業（幼稚園型）利用に際して，手厚い保育の

実現や，療育機関等での早期支援，就学時の緊密な連携によるつなぎ，職員の負担軽減等

を図るため，一時預かり事業（幼稚園型）の見直しを検討しております。 

 

○要支援児認定等について 

 幼稚園及び認定こども園（１号）の年長児を対象（次年度は年長及び年中に拡大する予

定） 

 要支援児の認定方法等は２号認定児に準じる。 

 

○加算額について（年額） 

 人数に応じ ５８，５００円の加算を行う。（５８，５００円／人） 

 ・積算根拠 

 特別支援児加算 １～３人      ３５１，０００円 

         ４人以降 1 人あたり １１７，０００円 

 のため,概ね特別支援児の半分の負担を見込み,補助額も特別支援加算の半額程度とした 

 （１１７，０００円 ÷ ２ ＝５８，５００円） 

 

※要支援児加算は一時預かり事業（幼稚園型）補助金の加算額という取扱いのため，一時

預かり事業（幼稚園型）補助金の交付を受けない園は要支援児の認定を受けた園児がい

る場合でも，加算額のみの交付は行わない。 


