
■量の見込みについて（鎌倉市）※会議終了後、資料内容の一部に訂正箇所が生じたため、訂正しています（朱書き部分）。

【教育施設利用】

3-5歳児

児童数 利用者 児童数 利用者 児童数 利用者 児童数 利用者 利用者

平成25年度 1,233 192 2,564 809 4,265 1,249 8,062 2,250 2,684

平成27年度 1,089 442 2,506 988 4,097 1,303 7,692 2,733 2,608
（平成25との比較） (88%) (230%) (98%) (122%) (96%) (104%) (95%) (121%) (97%)
平成28年度 1,052 427 2,352 928 4,062 1,292 7,466 2,647 2,585
（平成25との比較） (85%) (222%) (92%) (115%) (95%) (103%) (93%) (118%) (96%)
平成29年度 1,017 413 2,269 895 3,917 1,246 7,203 2,554 2,493
（平成25との比較） (82%) (215%) (88%) (111%) (92%) (100%) (89%) (114%) (93%)
平成30年度 977 397 2,192 864 3,841 1,222 7,010 2,483 2,445
（平成25との比較） (79%) (207%) (85%) (107%) (90%) (98%) (87%) (110%) (91%)
平成31年度 942 383 2,112 833 3,636 1,156 6,690 2,372 2,314
（平成25との比較） (76%) (199%) (82%) (103%) (85%) (93%) (83%) (105%) (86%)
平成36年度 822 334 1,796 708 3,033 965 5,651 2,007 1,930
（平成25との比較） (67%) (174%) (70%) (88%) (71%) (77%) (70%) (89%) (72%)
平成41年度 799 325 1,690 666 2,716 864 5,205 1,855 1,728
（平成25との比較） (65%) (169%) (66%) (82%) (64%) (69%) (65%) (82%) (64%)

児童数 利用者 児童数 利用者

平成25年度 4,344 790 4,628 244

平成27年度 4,429 1,247 4,497 846
（平成25との比較） (102%) (158%) (97%) (347%)
平成28年度 4,443 1,251 4,398 827
（平成25との比較） (102%) (158%) (95%) (339%)
平成29年度 4,399 1,239 4,489 845
（平成25との比較） (101%) (157%) (97%) (346%)
平成30年度 4,269 1,202 4,484 844
（平成25との比較） (98%) (152%) (97%) (346%)
平成31年度 4,234 1,192 4,499 846
（平成25との比較） (97%) (151%) (97%) (347%)
平成36年度 3,540 997 4,056 763
（平成25との比較） (81%) (126%) (88%) (313%)
平成41年度 3,020 850 3,346 629
（平成25との比較） (70%) (108%) (72%) (258%)
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【学童保育利用者】

低学年 高学年

資料３（H26.4.7会議終了後訂正版）

【保育事業利用者】

0歳児 1・2歳児 3-5歳児 0-5歳児

平成25年４月1日現在
鎌倉市在住０歳人口

平成25年10月1日現在　鎌倉市在住の０歳児で、保育事業を利用している人数
（受託児除く、委託児含む、市内認可外施設（6施設）入所者含む）

平成25年４月1日現在　鎌倉市在住の０
～５歳児人口

平成25年10月1日現在　鎌倉市在住の
０～５歳児で、保育事業を利用している
人数の合計

平成25年現在　鎌倉市在住の３～５歳
児で、教育施設（幼稚園）を利用して
いる人数※平成26年３月1日現在　就
園奨励費補助金支払実績より

量の見込みを算出する際
の保育下限時間は75時間
を使用

平成27年度　鎌倉市在住０
歳人口（推計値）

平成27年度　鎌倉市在住
０歳児のうち、保育事業を
利用する見込みの人数
（利用したいと考えている
人（ニーズ）を含む）

平成27年度　鎌倉市在住の３～５歳児の
うち、教育施設を利用する見込みの人数
（利用したいと考えている人（ニーズ）を含
む）
なお、幼稚園の利用意向が強い２号認定
児を含む

平成25年４月1日現在の
鎌倉市在住０歳人口
（1,233人）と、平成27年度
における鎌倉市在住０歳
人口（1,089人（推計値））
を比較した場合の伸び率

平成25年10月１日現在鎌
倉市在住０歳児の保育事
業利用者数（192人）と、平
成27年度の利用者数（見
込み）（442人）を比較した
場合の伸び率

平成25年鎌倉市在住の３～５歳児で教育
施設を利用している人数（2,684人）と、平成
27年度鎌倉市在住の３～５歳児で、教育施
設を利用する見込みの人数（2,608人）を比
較した場合の伸び率

平成25年４月1日現在
鎌倉市在住の６～８歳児
（小学校低学年）人口

平成25年10月1日現在　鎌倉市在住の小学
校低学年で、学童保育を利用している人数

平成27年度　鎌倉市在
住６～８歳人口（推計値）

平成27年度　鎌倉市在住の６～８歳児（低学
年）のうち、学童保育を利用する見込みの人
数（利用したいと考えている人（ニーズ）を含
む）

平成25年４月1日現在の
鎌倉市在住６～８歳人口
（4,344人）と、平成27年
度鎌倉市在住０歳人口
（4,429人（推計値））を比
較した場合の伸び率

平成25年10月1日現在　鎌倉市在住の小学校
低学年で、学童保育を利用している人数（790
人）と、平成27年度鎌倉市在住の６～８歳児
で、学童保育を利用する見込みの人数（1,247
人）を比較した場合の伸び率
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