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「保育園落ちた 日本死ね」が話題に



毎年恒例の「待機児童ランキング」

順位 市区町村 待機児童数

1 世田谷区(東京都) 1,198名

2 岡山市(岡山県) 729名

3 那覇市(沖縄県) 559名

4 市川市(千葉県) 514名

5 江戸川区(東京都) 397名

6 板橋区(東京都) 376名

7 沖縄市(沖縄県) 360名

8 大分市(大分県) 350名

9 高松市(香川県) 321名

10 渋谷区(東京都) 315名



都知事選の争点の1つに



神奈川県の待機児童



名古屋市の待機児童

http://www.asahi.com/articles/ASJ5M5FHRJ5MOIPE01B.html



１．待機児童問題とは？
待機児童とは？

待機児童とは・・・
・2001年児童家庭局保育課長通知
「「待機児童」は、保育所入所申込書が市区町村に提出され、かつ、
入所要件に該当しているものであって、現に保育所に入所していない児童。
なお、保護者が休職中である者や地方公共団体における単独事業を実施している場合と、
特定の保育園を希望し、保護者の私的な理由により待機している場合には、
待機児童数に含めないこと。」

・1999年児童家庭局保育課長通知
「「待機児童」は、保育所入所申込書が市区町村に提出され、かつ、
入所要件に該当しているものであって、現に保育所に入所していない児童。
なお、保護者が休職中である者や地方単独事業を利用しつつ保育所入所を希望とする
ものについても「待機児童」の対象となり得る。」



１．待機児童問題とは？
待機児童数の推移

待機児童数は2001年の定義変更により一時的に減少しているが、増加と減少を
繰り返しており、状況はあまり変わっていない。
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１．待機児童問題とは？
待機児童数が多いとどのような問題があるか？

待機児童数が多いことで下記の問題が発生する。

 女性が仕事復帰できない（保護者へしわ寄せ）
 保育士の労働問題 （少ない人数で頑張る）
 子供の成長への影響（保育の質の問題）



２．待機児童問題への対応
少子化問題への対応として①

少子化問題への対応として、エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プランといった
対策が実行されてきた。

No 施策 実施年 概要

1 エンゼルプラン 1994  平成5年合計特殊出生率は1.46と史上最低を記録した。
 女性の社会進出、育児への負担増加、教育コストの増加な
どが原因で少子化が進行。

 基本方針：仕事と子育ての両立を支援する。
 具体的施策：育児休業給付の実施、事業所内託児施設

の設置促進、育児のために退職した者の再就職の支援、労
働時間の短縮等の推進など。

2 新エンゼルプラン 1999  基本方針：専業主婦の子育てにフォーカスした子育て支援
 具体的施策：乳児保育の拡充（従来は指定保育所での

み0歳児を受け入れていたが、全国どこの保育園でも受け入
れ可能に。）、育児休業普及率の引き上げ、短時間勤務制
度の拡充等など。

3 子ども・子育て応援プラン 2004  基本方針：①若者の自立とたくましい子どもの育ち、②仕事
と家庭の両立支援と働き方の見直し、③生命の大切さ、家
庭の役割等についての理解、④子育ての新たな支え合いと連
帯）

 具体的施策：トライアル雇用、育児休業制度の周知・定着、
時間外労働の是正、一時保育の推進など



２．待機児童問題への対応
少子化問題への対応として②
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２．待機児童問題への対応
待機児童ゼロ作戦、新待機児童ゼロ作戦①

待機児童ゼロ作戦（2001）、新待機児童ゼロ作戦（2008）が実施された。

No 施策 概要

1 保育園の定員数の弾力化  認可保育園には入園できる園児の定員が規定されている。
 定員を超えて子どもを受けて入れてよいこととした。
例）定員100名だが125名を受け入れる。

2 短時間勤務の保育士を導入  正規の職員は原則、1日8時間勤務
 短時間勤務（1日6時間や月20時間勤務など）を行えるよう規制を
緩和

3 認可保育園を設置する主体の
制限を撤廃

 従来は、認可保育園の運営主体＝自治体、社会福祉法人
 参入障壁を撤廃し、企業などを参入可能に。



２．待機児童問題への対応
待機児童ゼロ作戦、新待機児童ゼロ作戦②
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3．子ども・子育て支援新制度
概要

No 特徴 概要

1 消費税率引き上げによる
増収分を活用

 2014年4月1日から消費税を5%から8%に引上げ。
 増税分を財源に新支援制度を実施。

2 市町村中心の支援  市町村は５年間を計画期間とする「市町村子ども・子育て支援事業
計画」を作成する。

 都道府県や国は、市町村の取組を制度面、財政面から支援。

3 企業による子育て支援も
補助

 「仕事・子育て両立支援事業」を創設。
 企業等からの事業主拠出金を財源として、
事業所内保育の整備やベビーシッター派遣サービスの利用を促進。

都市部において、認可保育園へ入れない待機児童問題を解決することを主な目的に、
2015年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートした。



3．子ども・子育て支援新制度
財政支援

No 特徴 概要

1 施設型給付  保育園（0～5歳）、幼稚園（3～5歳）、認定こども園（0～5
歳）への財政的仕組み

2 地域型保育給付  小規模保育（6人～19人を保育）、家庭的保育（～5人を保育
者の家庭で保育）、居宅訪問型保育（ベビーシッター）、事業所内
保育（職員向けの保育）への財政的仕組み

保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育などへの財政面の支援として
①施設型給付と、②地域型保育給を実施する。



3．子ども・子育て支援新制度
筆者の見通し

子ども・子育て支援新制度では、待機児童の主たる受入先は「小規模保育」（筆者）
 認可保育園の建設が進んでいるが、需要をカバーしきれない
 認定こども園（2006年からスタート）では人材や費用に課題がある

• 3歳以上を保育していた幼稚園が3歳未満児を受け入れるのは、人材面でハードルあり
• 給食を実施するための設備投資に費用がかかる

http://syokibohoiku.or.jp/concept/



3．子ども・子育て支援新制度
地域型保育事業への取組みの課題

No 課題 概要

1 公的ネットワークの形成  各地で特色を活かした保育実践を行ってきた。
 認可保育園と連携することで、より質の高い保育ができる。

2 保育者の質  「富士見ベビーシッター事件」などの事件の発生
 保育者の質（国家資格はなく、民間の資格のみ）をどう確保するか

3 人員基準  小規模保育事業では、A型、B型、C型の3種類
 B型では、保育従事者の半数は保育士の資格がなくてよい
 無資格者がいる認可外保育園で死亡事故が発生しているが、基準と
して大丈夫なのか

地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）の
課題は以下のとおり。



3．子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援事業計画のポイント

No ポイント 概要

1 認可保育園の整備計画
を策定すること

 国へ必要な財政支援を要求
 緊急対応として園舎の改築や保育室の増設が必要

2 保育事業の統廃合に対して
適切に合意形成すること

 公立保育園の統廃合、公立幼稚園や公立保育園の廃止、企業によ
る保育園との連携（公私連携型保育所）など

 当事者間で適切な合意形成が必要

3 子どもの保育を受ける権利を
保障できるようにすること

 従来は、同居の祖父母がいる場合でも保育を受けることができた
 新制度では、同居の祖父母がいると保育園の入園の優先順位が低く
なる

 同年齢・異年齢の子ども集団と生活する機会がなくなってしまわないよ
う市町村の対応が必要

市町村は「市町村子ども・子育て支援事業計画」を作成し、待機児童問題へ取り組む。
事業計画作成のポイントは以下のとおり。


