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１　待機児童ゼロ作戦

2001（平成13）年7月に閣議決定された「仕

事と子育ての両立支援策の方針について」に盛

り込まれた「待機児童ゼロ作戦」に基づき、保

育所、保育ママ、幼稚園による預かり保育等を

活用し、2002（平成14）年度からの3年間で目

標を上回る約15.6万人の受入児童数の拡大を達

成した。

こうした結果、待機児童数は2003（平成15）

年をピークに4年連続で減少し、2007（平成19）

年4月1日現在で1万7,926人となっている。な

お、待機児童数を年齢区分別に見ると、低年齢

児（0～2歳）の待機児童数全体に占める割合

は7割を超えている。

また、待機児童解消に向け、2004（平成16）

年12月に策定された「子ども・子育て応援プ

ラン」に基づき、2005（平成 17）年度から

2007（平成19）年度までの3年間で集中的に受
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第１節 就学前の児童の教育・保育を充実する

利用児童数（％） 待機児童数

低年齢児（0～2歳）  654,754 （32.5％）  12,942 （72.2％）

うち0歳児  84,297 （4.2％）  2,069 （11.5％）

うち1～2歳児  570,457 （28.3％）  10,873 （60.7％）

3歳以上児  1,360,628 （67.5％）  4,984 （27.8％）

全年齢児計  2,015,382 （100.0％）  17,926 （100.0％）

（2007年4月1日現在）

資料：厚生労働省資料

第2－4－1表　年齢区分別待機児童数

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

＜平成14＞
2002

＜15＞
2003

＜16＞
2004

＜17＞
2005

＜18＞
2006

＜19＞
2007

（年）

（人） 待機児童数

25,44725,447 26,38326,383
24,24524,245 23,33823,338

19,79419,794

25,447 26,383
24,245 23,338

19,794 17,926

資料：厚生労働省資料

第2－4－2図　待機児童数の推移
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け入れ児童数の増大を図るとともに、「児童福

祉法の一部を改正する法律」（平成15年法律第

121号）により、2006（平成18）年4月1日に

待機児童が50人以上いる市区町村（81市区町

村）は、2006年度までに策定した保育の実施

の事業等の供給体制の確保に関する計画を基

に、待機児童の計画的な解消を図ることとして

いる。

また、保育所における児童の受入増を図るた

め、保育所の緊急整備のほか、保育所の認可要

件等の規制緩和を推進している。

保育所の認可要件については、2000（平成

12）年からそれまで市町村と社会福祉法人に限

定していた設置主体の制限を撤廃し、株式会社、

NPO、学校法人等多様な主体による保育所の

設置を可能としている。

また、保育所の設置運営を効率的かつ計画的

に促進するため、2001年の児童福祉法改正に

より、保育需要が増大する市町村においては、

市町村自らの公有財産（学校、公営団地等の公

共施設の余裕スペース等）の貸付け、保育所の

運営業務の委託等の措置を積極的に講ずること

とされ、さらに2004年の児童福祉法改正によ

り、保育料の収納事務について、私人への委託

を可能としている。

２　多様なニーズに合わせた保育サービス

（１）保育所におけるサービス等

多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、

休日保育及び夜間保育や送迎保育ステーション

事業についても、引き続き推進を図っている。

延長保育については、保護者の長時間の通勤

等、長時間の保育に対する需要に対応するため、

通常の開所時間（11時間）を超えて保育を実

施する事業であり、当該事業を実施している民

間保育所に対して必要な補助を行っている

（2006年度実施箇所数：8,976か所）。

おおむね午後10時頃まで開所する夜間保育

所に対しても必要な補助を行っている（2006

年度実施箇所数：69か所）。

また、地域における保育需要の偏在に対応す

るため、2002（平成14）年度から駅前等の利

便性の高い場所に送迎保育ステーションを整備

し保育所へ送迎するサービスを実施している

（2006年度実施箇所数：6か所）。

さらに、都市部を中心とした保育サービスの

供給増を図るため、地域の保育資源として認可

外保育施設が認可保育所に移行するために必要

な経費を助成している。

また、親の就労形態の多様化（パート就労の

増大等）や育児の孤立化に伴う子どもの保育需

要の変化に対応するため、2003（平成15）年

度から週2、3日程度又は午前か午後のみなど

必要に応じて柔軟に利用できる保育サービスと

して特定保育事業を創設した（2006年度実施

箇所数：853か所）。

さらに、保育需要の増に対応するための応急

措置として、2000（平成12）年度から家庭的

保育（保育所との連携又は保育所での一体的な

実施により、保育者の居宅において少人数の就

学前児童を保育すること）事業を実施する市区

町村に対し、必要な経費の補助を行っている

（2006年度実績：319人）。

（２）幼稚園における預かり保育

幼稚園の通常の教育時間（標準4時間）の前

後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護

者の要請に応じて、希望する者を対象に行われ

る「預かり保育」を実施する幼稚園に対して支

援を行っている。

近年の女性の社会進出の拡大、都市化、核家

族化などを背景として、多様化する保護者の

ニーズに伴い、「預かり保育」への要望が増加

しており、2006年6月現在、「預かり保育」を

実施している幼稚園の割合は、約70％になっ

た。

子育ての新たな支え合いと連帯第４章

第
４
章



117

３　幼稚園と保育所の連携等と認定こども園

（１）幼稚園と保育園の連携等

幼稚園と保育所については、地域や保護者の

多様なニーズに応じた設置・運営が求められて

おり、1998（平成10）年以降、施設の共用化、

資格の併有促進等の連携を図っている。

1998年3月の「幼稚園と保育所の施設の共用

化等に関する指針」により、幼稚園と保育所を

合築、併設して設置する場合に両施設が有効に

活用されるようその取扱いを定めた（2006年5

月現在　共用化事例402件）。

1999（平成11）年に幼稚園教育要領との整

合性が図られるよう保育所保育指針の改定を行

うとともに、2002（平成14）年に保育士資格

と幼稚園教諭免許を同時に取得しやすくするた

めの保育士資格の養成課程の見直しなどを行っ

ている。また、「規制改革推進3か年計画」（平

成15年3月28日閣議決定）を踏まえて、幼稚

園教諭免許所有者が保育士資格を取得する場合

に一定の科目について試験を免除しており、保

育士資格所有者が幼稚園教諭免許を取得する方

策として、幼稚園教員資格認定試験を 2005

（平成17）年度より実施している。

幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合

同活動事業など、幼稚園と保育所の連携に関し

て2003（平成15）年4月に設けた構造改革特

別区域における特例措置について、2005年5月

に全国展開を行った。

（２）認定こども園

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2003」（平成15年6月27日閣議決定）等を踏ま

え実施することとされた「就学前の教育・保育

を一体として捉えた一貫した総合施設」（認定

こども園）については、2006（平成18）年6月

9日に、「就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律」が成立

し、2006年10月から施行された。この法律で

は、幼稚園、保育所等のうち、

① 就学前の子どもに教育・保育を提供する

機能（保育に欠ける子どもも欠けない子ど

もも受け入れて教育・保育を一体的に行う

機能）

② 地域における子育て支援を行う機能（す

べての子育て家庭を対象に、子育て不安に

対応した相談や親子のつどいの場の提供な

どを行う機能）

を備える施設について、都道府県が「認定こど

も園」として認定する仕組みを設けるとともに、

各般の特例措置を講ずることとしており、2007

（平成19）年4月1日現在、全国で94件の認定

が行われている。

４　幼稚園及び保育所の自己評価・外部評価と

情報提供の推進

幼稚園については、幼稚園が、幼児の状況や

地域の保育ニーズなどに応じた特色ある主体的

な教育活動を展開し、地域住民の信頼に応え、

地域に開かれた幼稚園として運営できるよう、
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区 分
1993年
10/1現在

1997年
8/1現在

2004年
6/1現在

2005年
6/1現在

2006年
6/1現在

公 立
318

（5.2）
330

（5.5）
2,328
（41.9）

2,377
（44.1）

2,415
（44.6）

私 立
2,541
（29.5）

3,867
（46.0）

7,091
（85.3）

7,182
（86.6）

7,248
（87.6）

合 計
2,859
（19.4）

4,197
（29.2）

9,419
（67.9）

9,559
（69.9）

9,663
（70.6）

資料：文部科学省資料
　注：上段は、実施箇所数、括弧内は、預かり保育を実施している幼稚園の割合。

第2－4－3表　預かり保育実施状況

第１節　就学前の児童の教育・保育を充実する



１　地域子ども教室と放課後児童クラブ

文部科学省では、前述したとおり、2004（平

成16）年度から3か年計画で、緊急かつ計画的

に、安全で安心して活動できる子どもたちの活

動拠点（居場所）を支援する「地域子ども教室

推進事業」を展開してきた（2006年度実施箇

所数：全国8,318か所）。2007（平成19）年度

からは、これを踏まえ「放課後子ども教室推進

事業」として、安全・安心な子どもの居場所を

設け、地域における学習活動や様々な体験活動

の推進を図っている。

また、厚生労働省が行う「放課後児童健全育

成事業」（放課後児童クラブ）は、保護者が労

働等により昼間家庭にいない、小学校に就学し

ているおおむね10歳未満の児童に対し、授業

の終了後に、児童館等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図るこ

とを目的とする事業である（2007年5月1日時

点：全国16,685か所、登録児童数74万 9,478

人）。

２　「放課後子どもプラン」の創設

2007（平成19）年度からは、文部科学省と

厚生労働省が連携し、地域社会の中で、放課後

等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくり

を推進するため、総合的な放課後対策として実

施する「放課後子どもプラン」を創設し、すべ

ての小学校区での実施を目指して推進を図って

いる。本プランは、各市町村において、教育委

員会が主導して福祉部局と連携を図り、文部科

学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労

働省の「放課後児童健全育成事業」を一体的あ

るいは連携して実施するものである。

なお、平成19年度予算において、放課後子

ども教室は、新規事業として、全国10,000か所

の小学校区において実施し、放課後児童クラブ

は、子ども・子育て応援プランの平成21年度

目標値17,500か所を大幅に前倒しするととも

に、必要なすべての小学校区（20,000か所）に

おいて実施することとしている。
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2002（平成14）年4月に「幼稚園設置基準」を

改正し、自己点検評価及びその結果の公表に努

めるとともに、積極的な情報提供を行っている

が、さらに、2007（平成19）年6月に改正され

た「学校教育法」においても、学校評価の実施

とその結果の公表を通じて、その教育水準の向

上に努めなければならないことが新たに定めら

れた。

保育所については、児童の視点に立ったサー

ビスの向上を目指し第三者評価事業を推進して

いる。2004（平成16）年5月には、保育を含む

福祉サービスの第三者評価事業の普及を図るた

め、第三者評価事業の推進体制や評価基準の指

針を定めた。さらに、保育所の特性に着目した

評価基準の指針について、2005（平成17）年5

月に通知を発出し、周知を図った。

５　事業所内託児施設の設置の推進

現在、労働者のための託児施設を事業所内に

設置・運営及び増築等を行う事業主または事業

主団体に、その費用の2分の1を支給する（両

立支援レベルアップ助成金　事業所内託児施設

設置・運営コース）ことにより、事業主の取組

を支援している。
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第２節 放課後対策を充実する


