平成 25 年 2 月 5 日発行

全私保連ニュースⅡ《 平成24 年 8 号 》

公益社団法人 全国私立保育園連盟
東京都台東区蔵前 4-11-10 全国保育会館
電話 03-3865-3880 FAX 03-3865-3879
( 送信枚数計 3 枚)

平成 25 年度保育対策関係予算案の概要について
保育所受入児童数の拡大（約７万人増）と補正予算案、予備費による支援
◇ 政府は 1 月 30 日、過去最大規模となる平成 25 年度予算案を閣議決定しました。以降、現在開会さ
れている第 183 回国会（通常国会）に提出され協議される予定です。以下にこの度公表された平成
25 年度保育対策関係予算案の概要を参考資料として掲載いたします。なお、併せて前回までにお送
りしました全私保連ニュースⅡ平成 24 年 6,7 号も参考にしてください。
平成２５年度保育対策関係予算案の概要
（平成２４年度予算）
４３０，４１０ 百万円

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
（平成２５年度予算案）
４６１，１４２ 百万円

→

待機児童の解消を図るため、保育所などの受入児童数の拡大を図るとともに、保護者の働き方や地域の実情に応じた多様な
保育を提供するため、家庭的保育、延長保育、 休日・夜間保育、病児・病後児保育などの充実を図る。

１ 待機児童解消のための保育所受入れ児童数等の拡大
（１） 民間保育所運営費
待機児童解消のための保育所の受入児童数の拡大（約７万人増）に伴う運営費の増。
（２） 待機児童解消促進等事業費
・家庭的保育事業（保育ママ）
利用児童数
１万人
→
家庭的保育開設準備経費の新設
・認可化移行促進事業
・保育所分園推進事業

425,625

百万円

3,071 百万円
1.3 万人

（３） 保育環境改善等事業
保育の推進のための施設の軽微な改修等を推進する。

137 百万円

２ 多様な保育の提供等
（１） 延長保育促進事業
22,528 百万円
残業や通勤距離の遠距離化など保護者のニーズに応じて開所時間を超えて実施する延長保育を推進する。
58.0 万人
→
60.2 万人分
（２） 家庭的保育事業（保育ママ）【再掲】

2,916 百万円

（３） 病児・病後児保育事業
4,841 百万円
地域の児童を対象に当該児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等において
看護師等が一時的に保育する事業や保育中に体調不良となった児童を保育所の医務室等において看護師等が緊急的な対
応を行う事業等を推進する。
病児・病後児対応型
体調不良児対応型
非施設型（訪問型）

延べ 143.7 万人 →
870 か →
所 →
15 か

延べ 171.8 万人
898 か所
15 か所

（４） 休日・夜間保育事業
808 百万円
保護者の勤務形態が多様化している中で休日や夜間においても保育を実施するため、 認可保育所のほか、一定の設備基
準や職員配置基準を満たす施設を補助対象とし、休日・夜間保育事業を推進する。
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休日保育事業
夜間保育推進事業

10 万人
224 か所

→
→

11 万人
252 か所

（５） その他の保育の推進
4,132 百万円
事業所内保育施設の研修等による職員の資質向上などを図る。
※ 家庭支援推進保育事業については子育て支援交付金から母子家庭等対策総合支援事業へ移行して、引き続き同内
容で実施。

（参考） 平成 24 年度補正予算案、予備費による支援
平成 25 年度予算案での事業の他、安心こども基金において以下の支援を実施。
１ 待機児童解消のための保育士の確保
４３８億円
（平成 24 年度補正予算案）
保育士の人材確保に向けて、保育士養成施設新規卒業者の確保と保育士の就業継続を支援する各種研修等への助成、
潜在保育士の就職等を支援する「保育士・保育所支援センター」の設置、認可外保育施設の保育従事者の保育士資格取得
支援、保育士養成施設入学者に対する修学資金貸付、保育士の処遇改善等を実施する。
① 保育士確保施策の拡充
１４億円
（ⅰ） 保育士養成施設新規卒業者の確保
・保育士の仕事の大切さや魅力を伝えるための取組への助成
（保育所保育士と保育士養成施設の学生が交流する場を提供、学生を対象とした就職説明会の実施
・保育士養成施設の就職あっせん機能を向上させるための研修費用の助成
（求人情報収集・学生への紹介方法などの就職担当者に対する研修
等）

等）

（ⅱ） 保育士の就業継続支援
・新人保育士を対象とした研修費用の助成
・保育所の管理者（所長等）を対象とした人事管理や職場環境改善等の研修費用の助成
（保育所内の相談体制、効果的なＯＪＴ、メンタルヘルスなどの研修
等）
（ⅲ） 潜在保育士の再就職等を支援する「保育士・保育所支援センター」の設置等
・潜在保育士の就職や保育所の潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保育所支援センター」の費用の助成
〔保育士・保育所支援センターの業務〕
・潜在保育士の相談・就職あっせん
・潜在保育士の活用方法に関する保育所への助言
・保育所で働く保育士や保育士資格取得を希望する者からの相談対応
等
・保育士養成施設から卒業生に対し、再就職支援機関や再就職支援研修を周知する費用の助成
② 保育士の資格取得と継続雇用の強化
８４億円
（ⅰ） 認可外保育施設に勤務する保育士資格を有しない保育従事者の保育士資格取得に対する支援
・認可外保育施設を対象に、保育従事者の保育士資格取得に要する費用や受講に伴う代替要員費の助成
（ⅱ） 保育士養成施設入学者に対する修学資金貸付
・保育士養成施設の入学者を対象に保育士資格取得に必要な修学資金を貸付
※貸付を受けた者が保育所等へ就職して５年間勤務した場合には返済を免除
③ 保育士の処遇改善
３４０億円
保育士の処遇改善を図るため、保育所運営費の民間施設給与等改善費（民改費）の仕組みを基礎に、処遇改善のた
めの上乗せ分を保育所運営費とは別に交付する。
各保育所の平均勤続年数が長いほど上乗せ額が多くなる仕組みとすることで、保育士の処遇改善と離職防止に結び
つける。 ※ 交付対象：私立保育所（私立認定こども園の保育所部分を含む）
２ 保育や地域の子育て支援の充実等
１１８億円
（平成 24 年度補正予算案）
認定こども園等における保育の充実や地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業の機能強化等により、地域の子育て支
援の充実を図る。
また、従来子育て支援交付金において行ってきた事業について、子ども・子育て支援新制度の下での円滑なスタートを目指
し、安心こども基金に移行して拡充する。
① 認定こども園事業費等の改善
幼稚園型認定こども園の保育所機能部分について、幼保連携型認定こども園と同程度の補助額に改善する。
※ 認可外保育施設運営支援事業についても、同様に改善。
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② 地域子育て支援拠点事業の機能強化
子育て家庭が子育て支援の給付・事業の中から適切な選択を行うことができるよう情報の集約・提供などの「利用者支援」
を行うとともに、世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働など「地域との協力体制」を強化した「地域機能強化型」
を創設する。
③ 一時預かり事業の機能強化
子育て家庭の切実なニーズに対応し、休日などの開所や通常の開所時間を超えて時間延長を行う「基幹型施設」を創設
する。
④ へき地保育事業の実施要件の緩和
実施要件としている１日当たり平均入所児童数１０人以上を６人以上に緩和する。
３ 待機児童解消のための保育所整備等
１，１１８億円
（平成 24 年度予備費）
待機児童の解消のための集中的な保育所等整備や子ども・子育て支援新制度の施行に向けた電子システムの整備を
実施する。
※ 待機児童解消を目指す保育所等の整備（年間約７万人の受け入れ定員増）など

（参考資料１）

安心こども基金の積み増し・延長について
２４年度補正予算（案）

５５７億円

各都道府県に設置されている「安心こども基金」について、所要額を積み増し、実施期限の延長（２５年度末まで）を行う。

待機児童解消のための保育士の確保 438 億円
保育士の人材確保に向けて、
・保育士の就業継続を支援する研修、
・潜在保育士の再就職等を支援する「保育士・保育所支援センター」の設置、
・認可外保育施設の保育従事者の保育士資格取得支援、
・保育士養成施設入学者に対する修学資金貸付、
・保育士の処遇改善 等を実施

（参考）

予備費 1,118 億円

待機児童解消のための集中的な保育所
等整備や子ども・子育て支援新制度の施行
準備を推進するため基金を 積み増し・延
長

保育や地域の子育て支援の充実等 118 億円
保育サービス等の充実
・認定こども園事業費等の充実（幼稚園型認定こども園の保育所機能部分
について幼保連携型認定こども園と同程度の補助額に改善）
※認可外保育施設運営支援事業についても、同様に改善
・子育て支援交付金事業の組み替え・拡充
① 地域子育て支援拠点事業の機能強化
子育て家庭が子育て支援の給付・事業の中から適切な選択を行うことが
できるよう情報の集約・提供などの「利用者支援」を行うとともに、世代間
交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働など「地域との協力体制」を強
化した「地域機能強化型」を創設
② 一時預かり事業の機能強化
休日等の開所や通常の開所時間を超えて時間延長を行う「基幹型施
設」を創設
③ へき地保育事業の実施要件の緩和（１日当たり平均入所児童数 10 人以
上→６人以上）
など

・待機児童解消を目指す保育所等の整備
（年間約７万 人の受入れ定員増）
・認定こども園の整備
・子育て支援のための拠点施設の整備
・放課後児童クラブの設置促進のための
整備
・子ども・子育て支援新制度施行に向け
た電子システム の整備

ひとり親家庭等の支援
・在宅就業支援などの母子家庭等に対する就業支援や生活支援の実施
社会的養護の推進等
・児童養護施設等の生活環境の改善
・児童相談所の改修や備品整備等の環境改善、地域の創意工夫による児
童虐待防止の取組
・東日本大震災により被災した子どもへの支援

＊ 今後メールのみの全私保連ニュース配信を希望する園は下記までその旨を書いてメール送信して下さい。FAX を停止しメール送
信に切り替えます。FAX：03-3865-3879 E-mail: ans@zenshihoren.or.jp
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