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◆国の動き・本市等の取り組み及び今後のスケジュール 

年月 国の動き 
魚津市の取り組み及び今後のスケジュール 

ニーズ調査 支援事業計画 条例制定ほか 

H25 年 

4 月 

【子ども・子育て会議設置】 
＊ニーズ把握手法、参酌標準等、基本指

針検討 

＊認可基準・運営基準・保育の必要性の

認定基準・地域子ども・子育て支援事

業、放課後児童健全育成事業の基準等

検討 

＊幼保連携型認定こども園保育要領検討 

魚津市魚津市保育園・幼稚園規模適正化基本計

画（案）の修正・検討… 
 

8 月 
＊基本指針案の提示 

＊ニーズ調査票案の提示 

＊計画策定の手引きの提示 

魚津市子ども・子育て支援事業計画調査策定業務委託  

9 月  

＊国の検討状況を踏ま

え、ニーズ調査の内容

検討 

＊区域設定等を検討 

＊次世代育成地域行動計

画、関連計画事業の検

証・課題抽出等 

＊教育・保育、地域子ど

も・子育て支援事業の

状況把握、方向性の検

討 

 

10 月 
＊制度管理システムのインターフェイス

仕様（支給認定・確認）公表 

魚津市・子ども・子育て会議設置 

第 1回会議開催（H25.10.2） 
魚津市子ども・子育て

会議の設置要綱の制定 
基本指針の内容と検討結

果をすり合わせて調査内

容を確定 

 

11 月  ニーズ調査実施   

12 月 
＊認可基準・運営基準・地域子ども・子

育て支援事業、放課後児童健全育成事

業の基準等とりまとめ 

ニーズ調査集計  電子システム整備検討 

H26 年 

1 月 

＊保育の必要性の認定基準とりまとめ 

＊「市町村子ども・子育て支援事業計画

における『量の見込み』の算出等のた

めの手引き」の提示 

 

  

2 月  

事業量見込みの検討開

始 
 

 

魚津市少子化対策推進庁内会議開催（H26.2.24） 

3 月 

＊認可基準・運営基準・保育の必要性の

認定基準・地域子ども・子育て支援事

業、放課後児童健全育成事業の基準の

提示（政省令・告示制定） 

＊幼保連携型認定こども園保育要領の提

示（告示） 

魚津市・子ども・子育て会議第 2回会議開催 

（H26.3.10） 

 

県への報告・調整 

ニーズ調査を踏まえた

事業計画検討開始 

事業計画骨子案（事業

量確保方策等）の検討 

4 月 

＊量の見込みの集計 

＊公定価格（給付の単価・利用者負担な

ど）の骨格の提示 

＊制度管理システムのインターフェイス

仕様（請求審査・支払）公表 

  
新制度に関する条例案

の検討 

6 月 
 

  
新制度に関する条例の

上程 

9 月   

事業計画案（事業量見

込み・確保方策等）中

間とりまとめ→都道府

県への報告・調整 

 

10 月   
都道府県との協議を踏

まえて計画案最終調整 

各種認可・確認、認定、

届出受理等、事業実施

に向けた準備開始 
～   ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ等実施等  

H27 年 

3 月 
  事業計画確定  

4 月 新 制 度 施 行 

4 月中旬には国に報告 

（確定したものでなくても

よいが何らかの数値を報

告することが求められる） 

26 年度下半期以降に、認

定事務ができるよう「保育

の必要性の認定基準」

は、6 月議会に上程 

その他の基準についても

可能な限り 6 月議会に上

程 
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年度 月 子育て支援・少子化対策県民会議／基本計画策定部会 県民意見の聴取

９月
・県民会議を、子ども・子育て支援法に基づく県の子ども・子育て会議
に位置づけ

１０月

１１月

１２月

１月 ・計画策定の諮問
・計画策定部会設置の決定
・意識調査等結果の中間報告

２月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基本計画の構成案）

３月
４月

５月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基本計画の骨子案）

６月
７月

８月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基本計画の中間報告案）

９月
・基本計画案の中間報告
              (計画概要の確定)

１０月

１１月

１２月

１月

２月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基本計画の最終報告案）

３月
・計画策定についての答申
・国への報告

※平成２６年度の会議等については、必要な予算を要求作業中

県のスケジュール（案）

25

26

9/ 9   第１回子育て支援・少子化対策県民会議

1/17 第２回子育て支援・少子化対策県民会議

(H26) 第１回子育て支援・少子化対策県民会議

(H26) 第２回子育て支援・少子化対策県民会議

第4回 基本計画策定部会

第3回 基本計画策定部会

第2回 基本計画策定部会

第1回 基本計画策定部会

・子育て等に関するタウンミーティング
（7～8月頃）

パブリックコメントの実施（11月頃）
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県内子ども・子育て支援新制度に関する会議等の進捗状況等について
(H26.2.14現在)

実施時期 報告機関等

富山市 H26.2.7 第2回子ども・子育て会議
3月下旬に第3回の子ども・子育て会議を開催し、
計画の基本構想案について検討

高岡市 H26.2.21(予定) 第2回子ども・子育て会議
5月頃に第3回を開催し、教育・保育の量の見込
み、条例案等について検討

魚津市 H26.3.10(予定) 第2回子ども・子育て会議
5月頃に第3回を開催し、教育・保育の量の見込
み、条例案等について検討

氷見市 H26.3.20(予定) 第2回子ども・子育て会議
5月頃に第3回を開催し、新制度の基準や計画の骨
子等について検討

滑川市 H26.3月(予定) 第2回子ども・子育て会議 6月頃に第3回を開催し、各種基準について検討

黒部市 H26.3月(予定) 第2回子ども・子育て会議
5月頃に第3回を開催し、計画骨子案、条例案等に
ついて検討

砺波市 H26.2.5 第1回子ども・子育て会議
3月に第2回を開催し、ニーズ調査の分析結果や計
画の骨子案について検討

小矢部市 H26.3月（予定） 第2回子ども・子育て会議
第2回にニーズ調査の分析結果を報告し、4月頃に
第3回を開催し、各事業の現状や目標等を設定

南砺市 H26.3.17 第2回子ども・子育て会議 6月頃に第3回を開催し、各種基準について検討

射水市 H26.3.4（予定） 第2回子ども・子育て会議
3月下旬に第3回を開催し、ニーズ調査の分析結果
や、計画の骨子案について検討

舟橋村 H26.6月（予定） 第1回子ども・子育て会議 8月頃に第2回を開催し、計画素案を検討

上市町 H26.3.3（予定） 第2回子ども・子育て会議 6月頃に第3回を開催し、各種基準について検討

立山町 H26.3月上旬 第1回子ども・子育て会議 未定

入善町 H26.3月下旬(予定) 第2回子ども・子育て会議 6月頃に第3回を開催し、計画の素案について検討

朝日町 H26.2月下旬(予定) 第2回子ども・子育て会議
3月下旬に第3回を開催し、教育・保育の量の見込
みについて検討

ニーズ調査結果報告

今後の予定　等自治体名
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子ども・子育て支援新制度に係るスケジュール状況等（予定）について 〔H26.1.31調査〕

実施日 主な会議内容 実施日 主な会議内容 実施日 主な会議内容 実施日 主な会議内容 実施日 主な会議内容

富山市 H25.8.12

・富山市の子育て支援の状況
・新制度について
・ニーズ調査について

H26.2.7

・ニーズ調査結果（概要）
・区域の設定について Ｈ26.3月下旬

・子ども・子育て支援事業計画の基本構
想（案）について Ｈ26.5月下旬

・子ども・子育て支援事業計画の素案に
ついて 未定

・子ども・子育て支援事業計画案につい
て

H26年度は７回開催予定

高岡市 H2511.25

・委員委嘱
・子ども・子育て支援新制度

H26.2.21(予定）

・ ニーズ調査結果　（速報値）
・教育・保育提供区域の検討 H26.5月

(予定)

・教育・保育及び地域子ども・子育て支
援事業の量の見込み並びに提供体制
の確保策の検討
・各種基準の条例案の検討

H26.7月
(予定)

・教育・保育及び地域子ども・子育て支援
事業の量の見込み並びに提供体制の確
保策の検討
・各種基準の条例案の検討

H26.10月
(予定)

・基本計画の中間報告 会議は、6回開催予定

魚津市 H25.10.2

・魚津市子ども・子育て会議設置
・支援事業計画の概要
・ニーズ調査内容
　（H25.11.14～H25.11.26）

H26.3.10(予定)

・国の動向
・ニーズ調査結果
・支援事業計画骨子
・今後のスケジュール

H26.5月

・子ども・子育て支援事業の確保策
・各種基準の条例案の検討・提示

Ｈ26.8月

・支援事業計画案
・パブリックコメントの実施
・利用者負担の提示 H27.3月

・支援事業計画の最終報告 会議は、5回開催予定

氷見市 H26.1.22
・計画策定に係る委員の選定
・子育て支援の現状及び新制度の説明
・今後のスケジュール

H26.3.20(予定)
・ニーズ調査結果
・「量の見込み」の検討

Ｈ26.5月中旬
・新制度の基準について説明
・計画の骨子及び概要の検討

Ｈ26.7月上旬

・各種基準の条例案の検討
・計画の「区域」、「確保方策」等の検討
・次世代育成支援行動計画の実績の説
明

Ｈ26.8月下旬
・計画（次世代育成支援行動計画部分も
含む。）の施策の検討

Ｈ26.9月下旬
  ・計画（案）の検討
H27.1月下旬
　・計画の確定

滑川市 H25.11.28

・計画策定に係る委員の選定
・子ども・子育て支援新制度説明
・ニーズ調査の実施
・滑川市の現状等について

H26.3月（予定）

・子ども・子育て支援事業計画構成（骨
子）案
・ニーズ調査結果
・サービス区域設定
・各種基準の検討

Ｈ26.6月頃

・各種基準の検討（基準条例）等

Ｈ26.9月頃

・費用・利用者負担等の検討
・基本計画の中間報告

H27.3月頃

・基本計画の最終報告 会議は、5～6回開催予定

黒部市 H26.1.17
・会長の選任（副会長の指名）
・今までの経過と今後のスケジュール
・新制度の概要説明

Ｈ２６．３．
・次世代行動支援計画の進捗状況に
ついて
　・ニーズ調査結果

Ｈ２６．５
・計画骨子案の検討　　　　　　　　　　　・
新制度に関する条例案の検討

Ｈ２６．１０ ・計画案の中間とりまとめ Ｈ２７．２ ・計画案の最終とりまとめ 会議は、５回開催予定

砺波市 H26.2.5
・市の子育て支援事業の現状
・ニーズ調査結果（速報）

H26.3.25
・ニーズ調査結果分析後の報告

・事業量の見込み検討

・子ども・子育て事業計画の骨子案提示
Ｈ26.５月下旬

・子ども・子育て支援事業計画の素案提
示・検討 Ｈ26．７月中旬

・子ども・子育て支援事業計画の素案検
討 Ｈ26.9月中旬

・子ども・子育て支援事業計画の原案確
定 ６回目以降は必要に応じて開催

小矢部市
H26.2.20
(予定)

・事業の概要説明
・今後のスケジュール
・保育所、幼稚園部会の設置
・小矢部市計画体系、章立て
・ニーズ調査の結果報告

H26.3中旬

H26.3下旬

・計画素案の提示
・ニーズ調査の分析結果
･教育・保育提供区域の設定

講演会
H26.4中旬

・①保育所・幼稚園などの就学前児童に
ついての各事業の現状・希望・目標設
定

H26.5中旬

同左

H26.6中旬

・②　①の計画内容(全体会)
・③　①及び④以外の事項に関する各事
業の現状・希望・目標設定

９月まで毎月１回開始
・④学校・保育所・幼稚園などの各事業の現
状・希望・目標設定
・⑤　④の計画内容(全体会)
・⑥　①及び④以外の事項に関する各事業の
現状・希望・目標設定

12月１回開催
・パブコメ等の確認

南砺市 H25.11.28

・子ども子育て会議委員委嘱他
・ニーズ調査の実施
　(H25.12.13～H25.12.25)
・今後のスケジュール

H26.317

・ニーズ調査結果
・今後のスケジュール

26.6月（予定）

・子ども・子育て支援事業の確保策
・各種基準の条例案の検討

26.9月（予定）

・基本計画の中間報告
・各種基準条例案の提示

26.12月（予定）

・基本計画の中間報告 会議は6回開催予定

射水市 H25.12.6

・市次世代育成支援行動計画及び市子どもに
関する施策推進計画の進捗状況について
・子ども・子育て支援新制度の概要について
・市子ども・子育て支援事業計画策定に係る
ニーズ調査の実施について
・今後のスケジュールについて

H26.3.4
（予定）

・ニーズ調査結果（単純集計）
・教育・保育、地域子ども子育て支援事
業の「現在の利用状況」及び「今後の
利用希望」を踏まえた「量の見込み」に
ついて
・計画骨子案（たたき台）について
・今後のスケジュールについて

H26.3下旬
（予定）

・ニーズ調査結果（詳細）
・計画骨子案について
・今後のスケジュール

H26.5下旬
（予定）

・計画の素案について
・各種基準の条例案の検討
・今後のスケジュール

H26.7下旬
（予定）

・計画案について
・各種基準の条例案の提示

計画策定検討に係る会議は、5回開催予定

舟橋村
H26.6月上
旬

・子ども・子育て支援事業計画の概要
・ニーズ調査結果の報告
・ワークショップ結果の報告
・策定スケジュール

H26.8月中旬

・計画素案の検討
・パブリックコメントの実施について 平成27年１月

中旬

・パブリックコメントの実施結果報告
・計画原案の報告

上市町 H25.11.25

・計画策定に係る委員の選定
・ニーズ調査票案の検討
・今後のスケジュール調査実施期間について
(H25.12.6～H25.12.20)
・今後のスケジュール

H26.3.3(予定)

・ニーズ調査結果
・特別保育等必須算出項目に係る実績
報告
・今後のスケジュール Ｈ26.6月上旬

・子ども・子育て支援事業の確保策
・各種基準の条例案の検討

H26.9上旬

・基本計画の中間報告
・各種基準条例案の提示

H26.12中旬

・基本計画の最終報告 会議は、5回開催予定

立山町
Ｈ２６．３
上旬

・計画策定に係る委員の選定
・ニーズ調査結果
・今後のスケジュール　　など

未定 未定 未定 未定
開催回数
４～５回予定

入善町 H25.12.19
・計画策定に係る委員の選定
・子ども子育て支援新制度の概要　説明
・ニーズ調査の実施について

Ｈ26.３月末か
４月初旬

・ニーズ調査結果等報告
・今後のスケジュール

Ｈ26.６月中旬
・子ども・子育て支援事業の素案検討
　ほか Ｈ26.9月下旬

・基本計画の中間報告等
　計画案取りまとめ検討

H27.１月中旬 ・基本計画の最終確認
会議は、５回開催
予定

朝日町 H25.10.18

・正副会長の選任
・新制度についての説明
・「ニーズ調査」調査票について
・今後のスケジュール

H26.2月下旬

・ニーズ調査結果
・事業計画の骨子案作成

H26.3月下旬

・子ども・子育て支援事業の「量の見込
み」を検討

Ｈ26.年度

・子ども・子育て支援事業の「確保方策」
を検討

Ｈ26.年度

・事業計画の全体を検討

自治体名 備考

第1回子ども・子育て会議 第2回子ども・子育て会議 第3回子ども・子育て会議 第4回子ども・子育て会議 第5回子ども・子育て会議


