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令和３年４月 （国基準）待機児童数ゼロを達成しました 

 ～「子育てするなら福島市」と称されるまちを目指します～ 
 

 

 令和３年４月１日現在の保育所等待機児童数（国基準）について、速報値を別紙資料のとお

り取りまとめましたので、お知らせいたします。 

本市では、平成２９年１２月以来、待機児童ゼロを目指し「待機児童対策推進（緊急）パッケー

ジ」による積極的な取組みを進めてきました。 

今後も待機児童解消・維持を目指して、保護者の皆様のニーズに寄り添いながら、さらに

取組みを進めていきます。 

 

 

 

【待機児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：幼稚園・保育課 幼保認定係 

   課長 服部、係長 齋藤 

   電話024-525-3750（直通） 



R3.4.1現在の待機児童数【国基準】（速報値）

令和3年4月1日現在待機児童数（国基準） ０人
（対前年比：△２２人）

【入所保留児童数 １２８人（対前年比：△４２人）】

推移
H29 H30 H31・R元 R2 R3

4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月 4月

待機
児童数 223 250 112 142 97 112 22 42 0

入所保留
児童数 520 667 397 506 410 490 170 254 128

福島県
待機児童数

616 853 371 693 274 554 141 337 －

国
待機児童数

26,081 55,433 19,895 47,198 16,772 43,822 12,439 － －



【令和3年4月入所保留児童の状況（内訳）】

◇入所保留のご家庭に対しては、専任相談員である『保育アテンダント』
等が、保護者のニーズに寄り添い、希望に沿った保育サービスをご利
用いただけるよう相談・案内を行います。

R3.4.1現在 入所保留者・待機児童の状況

区分 ※項目は国基準による 入所保留者数

幼稚園の預かり保育など、他施設を利用 ３４

育児休業中
（入所した場合も復職できなかった）

１６

求職活動を休止している １１

希望する保育施設を限定 ６７

入所保留児童数 合計 １２８



福島市の待機児童数の推移

※申込児童数・・・新規入所申込児童＋継続在園児童

待機児童
解消を実現!!



【保育施設の入所等の状況】

【待機児童解消の要因について】
○全体申込者数は、前年比+1.1%と引き続き増加した。

○入所保留者数は、定員増、充足率向上、ならびに新規申込者数の減により、前年比

△24.7％と大幅に減少した。

○入所保留者数の減少により、国基準待機児童数がゼロとなった。

R3.4.1現在待機児童数に関する考察

時点
全体

申込者数
新規

申込者数
入所
児童数

定員
充足率
（％）

入所保留
児童数

待機
児童数

H31年4月 5,328 1,455 4,892 4,949 98.8 410 97

R 2年4月 5,508 1,313 5,338 5,385 99.1 170 22

R   3年4月 5,567 1,230 5,446 5,427 100.4 128 0

R3-R2(人,pt) +59 △83 +108 +42 +1.3 △42 △22

R3-R2(％) +1.1 △6.3 +2.0 +0.8 - △24.7 △100.0



福島市『待機児童対策推進（緊急）パッケージ』の取り組み経過

○平成２９年１２月 第１回「福島市待機児童対策推進会議」開催
○平成３０年 １月 福島市『待機児童対策緊急パッケージ』スタート

平成29年度（H30.1～) 平成30年度 令和元年度 令和2年度

児童福祉施設等整備

企業主導型保育支援

保護者相談支援

私立幼稚園預かり保育支援

ＡＩを用いた入所選考

マネジメント研修事業

保育士宿舎借り上げ支援事業

保育支援員雇用支援

保育士の働きやすい
職場づくり事業

独立 保育人材バンク事業

潜在保育士就労に向けた研修事業

ＵＩＪターン保育士就労支援事業

保育士等奨学資金貸付事業

保育士するなら福島市！
プロモーション事業

保育士相談窓口開設

現職保育士の支援

潜在保育士の確保

新卒保育士の確保

求人情報・就労支援情報
発信事業

保育士等就労サポート事業
就職相談会・施設見学会等

の開催

施設整備による
利用定員の拡大

既存施設での
受入拡大

保
育
士
の
確
保

保
育
の
受
け
皿

の
拡
大

強化
充実

（対策の２本柱）



（１）保育定員の拡大

【H30.1－R3.4比】 １，０４１人増（+２３．７％）

『福島市待機児童対策推進パッケージ』これまでの主な実績

施設類型

保育定員数（人） 施設数

R30.1 R31.4 R2.4 R3.4 R30.1 R3.4

公立保育施設 970 1,090 1,090 1,090 13 14

私立保育所 2,620 2,830 2,930 2,940 30 34

私立認定こども園 573 678 972 1,000 9 12

地域型保育事業 223 351 393 397 13 22

認可保育施設 計 4,386 4,949 5,385 5,427 65 82

１ 保育の受け皿の拡大



（２）幼稚園等での受け入れ拡大
私立幼稚園での長時間預かり保育を支援し、多様な受け皿の確保を図る。

・預かり保育に従事する保育士を配置

・平日・長期休業日に１１時間開園

【Ｒ２実績】実施：６施設 １日２２５名程度・延べ約５８，６００名利用

（R1実績）実施：５施設 １日１７０名程度・延べ約４４，５００名利用

（３）ＡＩを活用した入所調整
令和２年４月入所からＡＩを導入し、保護者が希望できる施設数を増やす（３→６
施設）とともに、追加調整を実施したことで、より保護者のニーズに沿ったマッチ
ングが可能となった。

【ＡＩ活用による入所実現人数】（R3.4実績） ８７名

（R2.4実績）１１４名

『福島市待機児童対策推進パッケージ』これまでの主な実績

長時間
預かり保育



保育士の確保と処遇改善により、職員体制の強化を図った。

【保育士雇用人数】 H30.4→R3.4 ： ４３０人増 （認可保育施設合計）

『福島市待機児童対策推進パッケージ』これまでの主な実績

２ 保育士の確保

区分 主な事業 Ｒ２年度実績

潜在
保育士
の確保

保育人材バンク・保育士相談支援 （保育士等就労） ６５人

ＵＩＪターン保育士等就労支援事業 （保育士等転入・就労） ６人

認可保育施設就職相談会 （開催回数）２回 （参加者）３８人

新卒
保育士
の確保

保育士等奨学資金貸付 （貸付者数）４９人 （R3.4市内就労）９人

保育士募集動画のＳＮＳ広告配信 （視聴回数）８１，１４９回

現職
保育士
の支援

保育士宿舎借り上げ支援事業 （施設数）２０施設 （対象者数）３７人

保育支援員（資格無し）雇用支援 （施設数）２０施設 （雇用人数）２６人



待機児童の『解消・維持』に向けた取り組み （新規・拡充事業など）

開設場所 開設時間 定員 利用者数

福島保育所内
（森合町）

（朝） 7:30～ 9:00
（夕）17:00～19:00

２０人 ５名

（１）保育の受け皿の拡大
①幼稚園送迎ステーション（R３年４月開始）
幼稚園開園時間の前後に預かり保育を行い、地域型保育事業の卒園児が

転園の際、幼稚園を選択できるよう支援する。

整備施設数 区分
保育定員数（人）

開設時期
整備前 整備後 増減

１施設 創設 0 32 32 Ｒ３年１０月

②企業主導型保育施設整備支援
「企業主導型保育施設」の設置・整備を支援し、多様な受け皿の拡大を図る。



待機児童の『解消・維持』に向けた取り組み （新規・拡充事業など）

③保育アテンダント事業
保育施設等の利用を希望する保護者の相談に、専任相談員「保育アテンダン
ト」が応えるほか、保育の多様な受け皿の情報を積極的に発信し、保護者のニ
ーズに寄り添った、きめ細やかなマッチングを進める。

（２）保育士の確保
①オンラインによる保育士就職セミナーの開催
「新しい生活様式」に対応し、保育士養成校で学ぶ学生や他県在住等の潜

在保育士へ、福島市内の保育施設の魅力を発信して、保育士等就労希望者と
保育施設をつなぐため、オンラインの施設紹介セミナー（相談会）を開催する。

②保育士養成校と連携した施設紹介セミナーの実施
保育士を志し福島市内で学ぶ学生を、市内の保育施設とつなぐため、市内の
保育士養成校と連携した保育施設紹介セミナー・相談会を実施する。


