
保育園を利用したいと
思っている人は誰もが
公平に保育サービスを

受ける権利を保障されるべきだ
と考える。その意味で、依然入
園待機を余儀なくされている
方々が多数いることについて、
早急な対応が必要であると考え
る。
中野区では、民間保育園誘致を
進めてきたが、昨年7月の時点で
本年4月に必要と見込まれるだけ
の保育園が開設されない見通し
だった。そのような状況を踏ま
え、緊急待機児童対策として区
立保育室7カ所を時限的に整備し
たが、地域的な需給のアンバラ
ンスもあり待機児童解消には至
らなかった。
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全国で最低レベル
（１.0を切る）の出
生率である中野区では

子育て政策の充実が急務である
が、その中でも待機児童問題の
解消は優先順位が最も高い課題
であるといっても過言ではな
い。今後中野区が子育てしやす
いまちへと変貌するためには
「待機児童ゼロなかの」を行政
だけでなく区民と一緒に作って
いく必要がある。中野区は今年4
月に0-2歳児対象の暫定保育園を
７カ所整備し開園したが、いざ
募集してみると定員割れを起こ
した。大きな原因のひとつに実
態に伴った調査が大きく不足し
ていたことが考えられる。これ
では1,000人に定員を増やすと
いう掛け声も実態を反映すると
は到底思えず、決して評価できる
とはいいがたい。

待機児童問題の解消は
区政の最優先課題のひ
とつ。現区政も取り組

んでいるが、思うようには整備が
進んでいない。予算付けを行なう
ようになった点は一定の評価を
しているが、仕事のやり方を変え
る必要がある。まずは、保育施
設整備を担当する職員を増や
し、住民の声を聞きながら施策
展開を行う体制づくりを進め
る。
はじめから諦めてしまい利用申込
すらしていない方でも働き方に応
じた保育サービスを利用できる
ようにすることが必要。質の確
保も重要。今後の施策へ活かすた
めの検証を行う。
各家庭の考えに合わせ、保育内
容で利用する施設を選べるよう
な状況を目指していきたいと考え
る。
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:| 待機児童０を目指

し、区の育児分野の予
算を増やして育児関連

施設を充実する。
私が目標と考えているフランス
では、待機児童問題はない。フ
ランスは、３歳から５歳まで、
保育学校がほぼ全入で無償であ
る。０歳から２歳までの保育施
設も充実している。
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保育ニーズ調査は重要と
考えるが、マクロとミク

ロのニーズ調査をはっきり分け
たうえで調査及び結果の活用を
進めるべきと考える。中野区に
おいても積極的な保育ニーズ調査
の実施、活用、また制度の変更
等で弾力的かつ利用者側に立っ
た保育行政を遂行すべき。

ニーズ見積もりの精度
を向上させるための有効

な手段となると考える。現在の中
野区は、ニーズ見積もりの精度は
相応に出来ているものの、整備が
出来ていない。調査時期や方法
は、対象になる方々の負担になら
ない形で検討をしてみたい。

保育ニーズ調査
を、保育需要をより
正確に把握する為、

よりきちんと行うべきだと
考える。豊島区の事例も参考
にする。

母子健康手帳の交付
時に簡単なアンケートをお

願いして、より的確に保育ニーズ
を把握したいと考えている。個々
の保護者の方に出産後の保育利用
意向を聞くことにより、入園希望
年齢や地域ごとの保育需要予測も
可能になると考える。
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保育園そのものを作ることも重
要だが、利便性や保育内容など
ニーズに合わせた形で保育施設
を増やしていくことも考えなく
てはならない。同時に少子社
会、人口減少社会であるという
ことも十分に考慮した上で保育
施設の増設を考えることも重要
だ。
保育施設を増やすための施策は
どれだけのニーズが将来にわ
たってあるのかということを把
握することが先決であり、それ
を踏まえたうえでの優先順位は
１保育士の処遇改善、２保育士
の確保３ニーズに合わせた用地
の確保、と考えている。

区有施設の中で保育施設への転用
が可能であるものがないか全庁的
な調査を随時行なう。ただし、区
立公園の暫定利用については、地
域的な需要とミスマッチがあるこ
とや多額の費用が必要となること
等から、行なう考えはない。
保育施設整備の担当職員を充実さ
せ、地域の物件探しなどを進める
ことで、より保育に適した物件の
確保に努める。
また、保育施設として土地利用時
の税の減免制度を周知すること
で、物件の掘り起こしを進める。

保育事業者によると建設用地と保育
士の確保が保育施設開設に向けた大
きな課題とのこと。区のHPで一般
に広く用地情報を求めるほか、不動
産関連事業者や金融機関にも用地情
報の提供をお願いし、保育事業者と
のマッチングを行っている。また、
施設建設する際には手厚い補助も行
っている。保育士の確保については
、就職相談会、宿舎借り上げ支援、
就職準備資金の支給、保育士等キャ
リアアップ補助など、多様な支援メ
ニューを用意している。考えうる限
りの手立てを講じているつもりだが
、今後も実情を踏まえながら開設支
援の充実に努めていきたい。

育児分野の予算を増やしたい
と考えている。また、国や都
との連携を図り、用地確保に
も努めていく。
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処遇改善は当然必内容は
給与ベースの引上げと現在
行われている家賃補助制

度を手厚くすること。保育士の年収
の全国平均は326.8万円。保育士全
体で考えたとき、手当等とのバラン
スも考慮せねばならないが、400万
円は確保すべきであり、水準がこれ
より高いところも手当で補うだけで
なく、一層の給与ベースの引き上げ
に取り組むべきである。財源につい
ては自治体は国への働きかけにより
補助率のかさ上げはもちろん、基本
は徹底的な行政改革により捻出すべ
きだが、不足の場合は住民の皆さま
に保育士の処遇改善に対しご理解を
いただいたい上で増税をお願いする
ほかない。国の補助金の財源は行政
改革は無論ですが、消費税が妥当だ
と考える。

処遇改善と業務の負
担軽減は重要な課題
と認識して、賃金改善を

行う事業者にその費用の一部
を補助している。これは東京
都の補助金を活用したものだ
が、保育士の処遇改善につい
ては国を挙げて対応すべき課
題であると考える。

保育士待遇改善は、
子どもの育ちと学び
を支える専門職として必要

な待遇として考えるべき。区独
自の待遇改善策も進めるが、保
育士の専門性をより評価した仕
組みとなるよう国に公定価格の
見直しを求める。
具体的な（給与の）引き上げ幅
については近隣区とのバランス
を踏まえ検討する。財源は、基
本的には一般財源から支出し、
場合によっては基金の活用も含
めて検討する。

保育士の処遇改善に
努めたいと考えてい
る。

他業種との比較、他の自治体
の動向等を勘案して検討して
いく。
中野区は、育児分野の予算比
率が低い自治体である。育児
分野に、他の自治体と同等以
上の予算を配分すると共に、
都、国との連携により、区が
より様々な事業を行なえる様
に取り組んでいく。また、他
の財源確保策も考えている
が、精査できるまで、公表は
避けたい。
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園で処理した方が良い
□保護者が持ち帰った方が良い
□わからない

乳幼児を連れた保護者はただでさ
え多荷物の場合が多いのに、持ち
帰らせるのは衛生上の観点からも
疑問。処遇改善を行なった上で現
場に負担の理解を求める。

園で処理した方が良い
□保護者が持ち帰った方が良い
□わからない

保育士にとっても保護者にと
っても負担軽減につながると
考えるので、早急に現行の持
ち帰り方式を改めることとす
る。

園で処理した方が良い
□保護者が持ち帰った方が良い
□わからない
現在でも区内ほぼすべての私立
園では園で(おむつ)処理が行な
われており、区立だけが難しい
はずはない。保護者の負担軽減
や公衆衛生の観点からも、園で
の処理に切り替えたい。

園で処理した方が良い
□保護者が持ち帰った方が良い
□わからない

様々な事例を検討し、相
応しい処理のあり方を考
えていく。



行政とのやりとりに伴
う事務負担が重荷とい

う声がある。書類の簡素化など検
討を進める。
障がいや発達の課題をお持ちのお
子さん、外国籍のお子さんなどに
対する支援を行いたい。
連携園の設定を進める中で、土曜
保育などによる負荷を軽減する仕
組みづくりを検討したい。

業務の負担軽減につな
がる保育支援システム

を導入する事業者に費用の一部
を補助している。このほか、保育
現場の声を聴きながら労働環境
改善に向け区としてなすべきこと
について検討を進めていきたいと
考えている。

改善のための色々な
声をお聞かせ下さい。

家賃補助は上限を国
の補助基準額と実質的
に同水準で行うが、区

内に住むこと（もしくは既に住
んでいること）を条件にさらな
る上乗せを検討する。
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国の緩和の基準の根拠が不明
瞭。根拠があるからこそ基準で
あり、自らの根拠を規制緩和の
名のもとに崩すことは行政の信
頼の崩壊につながる。保育園は
ただ「預かる」ことではなく
「安全に預かる」、「安心して
預ける」、「健やかに育つ」と
ころ。自治体+周辺環境等の都
合ではなく子どものことを第一
に考えて保育行政を進める。

保育サービスは量の確保ととも
に、質の確保・向上に努める必
要がある。質の低下をもたらし
かねない規制緩和はすべきでは
ないと考える。

国からの規制緩和の要請について
応じる考えはない。現在の中野区
の面積基準や保育士配置基準も十
分とは言えない。待機児童が発生
している状況においてはやむをえ
ない面はあるが、これ以上の規制
緩和は保育の質を著しく低下させ
るおそれがある。

自治体が自主的に設けている独
自基準の意義をよく検討し、保
育の質を悪化させない事を前提
に考えていく。

ZY
Dy

�=
Dy

k:
Dy

Nk
Dy



現在の中野区では児童
館廃止の方針だが、これ

を見直す。児童館を存続し、従来
の児童館機能に加え子ども総合相
談窓口を設置する。また地域の子
育て支援活動拠点の機能も強化す
るとともに未就園児親子教室等を
開催する。

保育園に申し込みを
しない世帯も含めて、

家庭で子育てをしている保護者
への支援が必要だと考える。

認可外施設やベビーシッ
ターを利用する際の支援は必

要と考える。現状の制度で十分か再
検討を行う。都と区で今年度から実
施するベビーシッター利用補助につ
いては、利用状況を踏まえ制度の再
設計を行う。待機児童家庭に限ら
ず、地域に乳幼児親子の居場所があ
ることは大切。児童館は地域コミュ
ニティの核として存続させ、仲間作
りをコーディネートする職員を地域
に残す。

区独自の育児手当
を、毎月１万円支給
する。

財政状況を見つつ、支給対象
年齢の引き上げ、支給額の拡大
に努力していく。

無償化をめざすべきと考えるが、
そのことにより生ずるであろう新
たな保育需要に応えられる施設整
備を優先すべき。また、自治体へ
財政負担が転嫁されないよう、無
償化は国の責任で行われるべきと
考えている。

jAH�#�
□jAH()'EDH
□jAH�JS
□� :

無償化するなら0～2歳児も対象
にすべきだが、政府の政策パッ
ケージは3～5歳児を対象にして
いるので、その世代だけの無償
化では格差が広がるだけである
と考える。全入化は所得の高い
都市部では重要だが、地方には
待機児童が少ない、もしくはい
ないところもあり、全体でみた
ときに果たしてその需要がある
かは疑問。

現状のまま無償化を行うと、待機
児童家庭は無償化の恩恵を受けら
れない二重の不利益を被ることに
なる。また、無償化は更なる需要
の掘り起こしにつながるため、保
活は更に激化し、待機児童解消は
遅れる。全入化が実現した上で、
財源的な問題もクリアできるので
あれば、無償化についても進める
べき。
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・無償化すべき
・３歳～５歳児については無償
化と共に全入化

フランスの保育学校を目指し、
３歳児からの義務養育化を進め
るべきと考える。
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義務教育を正しい認識の
上で（子どもが義務で教
育を受けるのではなく保

護者が子どもに教育の機会を与え
る義務）どうすべきか議論する必
要がある。分野（保育園・厚労
省、幼稚園・文科省）という考え
方から脱却し、「子育て」という
目的で考えることが必要。多様化
したライフスタイルに合わせる、
子どもの育みを支える行政への切
り替えが最重要。

就学前のお子さんは、
保育所・幼稚園の別な
く等しく教育の機会を保障

されるべきと考えるが、「幼児教
育の義務教育化」といった抜本的
改革については国民的な議論には
至っておらず、現時点では方向性
を論じられない。

地方において認定こども
園化が進んでいる背景に

は、地域の子どもの数の減少があ
ると理解している。現在の中野区
はそうした状況ではなく、幼稚
園、保育園がそれぞれに期待され
ている役割を果たしていくべき。幼
児教育の義務化については今後検
討すべきテーマ。ただし、当面は待
機児童解消のための施設整備を進
めることが最優先課題。

フランスの保育学校
を目指し、３歳児から

の義務養育化を進めるべきと
考える。

中野区では区立保育園を民営化す
ることにより、保育時間の延長や
定員拡大などを実現してきた。今
後とも、この方針により保育サー
ビスの充実に努めていきたい。

既存の区立保育園、区立幼稚園
は存続させる。
小・中・高校に公立・私立学校
が両方ある様に、保育園・幼稚
園も公立・私立が両方あり、切
磋琢磨していく事が望ましいと
考える。
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区内に２カ所ある区立幼稚園と
２０カ所ある保育園の民営化案
は再検証し、不必要な民営化は
しない。ただ民営化そのものを
否定するものではなく、必要性
があれば検討する。委託につい
ても同様に必要性の有無を検討
する。
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待機児童の発生状況や財政的な制
約から、区立保育園の民営化は一
定程度進めなければならない状況
だと考える。ただし、私立園への適
正な指導監督、質の高い研修の実
施などのためにも、数ヶ所は区立保
育園を存続し区として保育・幼児教
育のノウハウを持ち続けることが必
要。
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