
リカに次いで３番目であるが、「保育所の時
間延長など、多様な保育サービスの充実」や
「小児医療の充実」は５か国中最も高く、「育
児休業を取りやすい職場環境の整備」もス
ウェーデンに次いで高くなっている。

待機児童解消「先取り」プロジェクト
　2013（平成25）年度からの実施を目指して
「子ども・子育て新システム」（詳細につい
ては、第１部第１章第２節を参照。以下「新
システム」という。）の検討を進める一方で、
厳しい経済状況による影響もあり、待機児童
については、都市部を中心に深刻な問題と
なっていることから、新システムの実施を待
たずに速やかな対応を図るため、2010年10月、
内閣総理大臣指示により、「待機児童ゼロ特
命チーム」（以下「特命チーム」という。）が
設置された。特命チームでは、既成概念や既
存のルールにとらわれない、効果的な施策を

打ち出すため、待機児童の問題に意欲的に取
り組む地方自治体などからのヒアリングを踏
まえながら、同年11月29日に「国と自治体が
一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プ
ロジェクト」（以下「「先取り」プロジェクト」
という。）を取りまとめた。
　この「先取り」プロジェクトでは、足下の
待機児童の数を見て「後追い」で保育サービ
スを提供していくのではなく、潜在的な保育
ニーズ量を見通しながら、「先取り」で計画
的に進めていくとともに、新システムの考え
方を「先取り」した取組を行うこととしてい
る。2011年度では、待機児童解消に意欲的に
取り組む地方自治体を対象に実施することと
し、今後、「先取り」プロジェクトにおける
取組の結果、高い効果が得られ、かつ他の地
域においても同様の効果が期待できるものに
ついては、新システムの中で全国展開するこ
とを検討することとしている。

第1-1-4図 重要と考える育児支援（国際比較）

0 5040302010 60 70 80
教育費の支援、軽減

保育所の時間延長など、多様な保育サービスの充実
小児医療の充実

育児休業を取りやすい職場環境の整備
雇用の安定

出産・育児による休職後の職場復帰の保障の充実
子どもに対する犯罪の防止など、地域における治安の確保

子ども手当など、子育ての経済的負担を軽減するための手当の充実
フレックスタイムやパートタイム労働の導入など、柔軟な働き方の推進
扶養控除など、子育ての経済的負担を軽減するための税制上の措置

公園など、子どもを安心して育てられる環境の整備
男性の育児休業の取得促進
育児休業中の所得保障の充実

育児休業や短時間勤務などの制度利用がキャリアのハンデとならないための取組
ベビーシッターや保育ママなど、家庭保育支援の充実

子どもを生み育てることの喜び、楽しさの啓発
労働時間削減の推進

企業のファミリーフレンドリー政策の充実
特にない
その他

わからない

日本
（n＝1,248）
韓国
（n＝1,005）
アメリカ
（n＝1,000）
フランス
（n＝1,002）
スウェーデン
（n＝1,001）

（％）

資料：内閣府「少子化社会に関する国際意識調査報告書」（2011年）
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第1-1-5図 「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」概要

待機児童の現状

なぜ、今までは待機児童解消ができなかったのか？（行政の隘路）

待機児童解消「先取り」プロジェクト

自治体の【知恵】を吸収

子ども・子育て新システム

待機児童解消を阻む【壁】

「新システム」の前倒し

○３年連続で増加（2010年４月１日現在で待機児童総数は26,275人）
○「３歳未満児の公的保育サービスの提供割合」は23％（４人に１人）〔2010年４月１日現在〕

横並び意識
全国一律の制度で
なければならない

既存ルールへの
こだわり

保育は土地・施設を備え
た認可保育所の仕事

「制度外」への偏見
認可外保育所は全て質が
悪い

財政支援の既成概念
財政に余裕のある自治体に
は上乗せ支援なし

職員の確保と育成は
現場まかせ

お金を出せば自治体がや
るはず

待機児童が多い
都市部もカバー
上乗せ支援の対象自
治体を拡大

モデル実施
待機児童が多く「先取
り」発想で意欲的に取
り組む自治体から実施

保育ニーズの変動に
柔軟に対応

賃貸物件の活用や施設不
要の家庭的保育の拡充

質が良ければ
認可以外にも

認可外保育所でも最低基準
を満たす保育所には支援

共通部分は
国と自治体共同で
保育人材への研修プロ
グラムの開発と提供

効果が高く、他の地域への応用が期待できるものは全国展開

場所の不足 人材の不足制度のシバリ 財源の不足

壁を突破できない！

「待機児童解消『先取り』プロジェクト」で何が変わるのか？

保育を担う潜在的な人材の掘り起こしや再教育 共通部分は国と自治体共同で
保育士資格保有者の再就職支援のための効果的な研
修プログラムの作成、モデル的な研修及び相談会等
を行い、今後研修を実施する自治体の支援を図り、
潜在的な人材の掘り起こしや再教育の強化を図る

質を確保した認可外保育施設への公費助成 質が良ければ認可以外にも
「子ども・子育て新システム」での指定制の導入
を見据え、最低基準を満たす質の確保された認可
外保育施設を「先取り」で公費助成の対象とし、
供給の拡大につなげる

施設が不要な家庭的保育の拡充 保育ニーズの変動に柔軟に対応
複数の家庭的保育者（保育ママ）が同一の場所で
保育を実施（最大３ユニット・利用児童数９人ま
で）し、家庭的保育の拡充を図る

保育所整備のための土地借上げ支援 保育ニーズの変動に柔軟に対応
土地を賃借しての保育所整備に対し、土地借料補
助を行い、大都市部等用地取得困難な地域を中心
に、保育所整備を促進する

都市部もカバーした整備費の上乗せ支援 待機児童が多い都市部もカバー
待機児童の多い自治体が行う保育所整備費
用等については補助率嵩上げ
※通常１／２→嵩上げ後２／３

家庭的保育者（保育ママ）が自身の居宅等
において、少数の児童の保育を実施（３人
～５人）

保育士資格を取得していながら保育所等で
就労していない保育士等に対する研修事業
を実施

補助率嵩上げ要件の緩和を図り、賃貸物件による
保育所分園等の設置を促進する

モ

デ

ル

実

施

※本資料では、地方自治体を自治体と表記する。
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地方自治体における
待機児童解消に向けた取組事例

コラム

　待機児童については、都市部を中心に深刻
な問題となっており、速やかな解決が求めら
れていることから、内閣総理大臣の指示によ
り設置された「待機児童ゼロ特命チーム」に
おいて、2010（平成22）年11月29日に「国と
自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先
取り』プロジェクト」を取りまとめた。この
特命チームでの取りまとめに当たっては、待
機児童の問題に意欲的に取り組む地方自治体
からヒアリングを行ったので、これら地方自
治体の取組内容を以下に簡単に紹介する。

　大阪市では、待機児童数がかつて全国市区
町村の中で最多だったが、2001（平成13）か
ら2009（平成21）年度までで保育所定員枠を
9,117人分拡大し、2010年４月の待機児童数
は205人と大幅に減少した。
　特徴的な取組としては、保育所の本園の新
設・増改築による整備のほか、賃貸物件を利
用した分園の整備である。また、民間保育所
の整備については、大阪市の市有地や未利用
施設を活用し、はじめの10年間は無償貸与と
するなど、既存資源を活用している。

　世田谷区では、待機児童増加を踏まえた施
設整備計画を策定しており、2010年度には
1,527人の保育サービスの定員増を図ること
としている。
　特徴的な取組としては、区有地（公共施設
の敷地の一部など）や学校（小中学校の校庭
や教室）を使った私立保育園の整備がある。
　また、国家公務員宿舎跡地を利用し、私立
の認可保育所を2012（平成24）年４月に開設

予定である。仕組みは、国有地を世田谷区が
借りそれを事業者に貸すというものである。

　江東区では、直近３年間で保育サービスの
定員を1,992人増やしたが、供給が需要を呼
ぶような状況で、新たな整備計画を2010年４
月に策定し、５年間で2,520人の定員増を図
ることとしている。
　特徴的な取組としては、30戸以上の大型マ
ンションについて、１戸当たり125万円を区
に寄附するか、マンション内に保育園をつく
りそれを区に寄附してもらっている（「公共
施設整備協力金制度」）。
　また、区独自に整備費に係る補助制度をつ
くるとともに、不動産のリースを活用した認
可保育所の分園整備も行っている。後者につ
いては、区が、民間の土地・建物を借りて社
会福祉法人に転貸し、当該法人が認可保育所
の分園として運営している。
　さらに、グループ保育型家庭的保育室（「お
うち保育園」）として運営事業者がマンショ
ンの１室を借りて、そこで３人の保育員が９
人の１～２歳児を預かっている。

　足立区では、新しい路線が２線開業し、駅
前などの開発が進んだことで、この３年間で
人口が約２万人増え、特に30～40代の若い世
代の流入が顕著で、急激に保育に対する需要
も伸びている。
　特徴的な取組としては、保護者の選択肢を
増やすために、幼稚園の活用を考えており、
2010年度から区独自に幼稚園教育奨励助成事
業と銘打ち、幼稚園での預かり保育に補助を

（１）　大阪府大阪市

（２）　東京都世田谷区

（３）　東京都江東区

（４）　東京都足立区
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行っている。また、２歳児について幼稚園で
の年度当初から、子育て支援の一環としての
受入れを進めている。

　三鷹市では、近年住宅増が続いており、
2006（平成18）年４月からの３年間に人口が
約５千人増加し、市外から転入してくる就学
前の児童人口も増加傾向にある。これを予測
し、2004（平成16）年の「次世代育成支援行
動計画前期計画」に基づき、７年間に約600
人の受け入れ枠を拡大したが、2010年４月の
待機児童数はいまだ243人である。
　特徴的な取組としては、①閉園した公立幼
稚園施設を改修した公設民営保育所の増設、
②民間保育所(認可・認証)の積極的な誘致、
③家庭福祉員の増員、のほか、④市内の大学
病院に働きかけ、事業所内的な保育施設を整
備し、併せて病児保育施設も整備した。また、
⑤民間の認可保育所の分園設置及び増築の支

援を実施している。
 

　横浜市では、待機児童は2010年４月現在
1,552人おり、認可保育所を2010年には1,577
人分整備している。
　整備の具体的内容としては、市有地の貸付
や、既存建物の改修によるものが主流である
が、特徴的な取組としては、2010年には、民
間所有地と保育所整備運営法人のマッチング
事業を実施しており、既に民間保育所の４割
ほどが借地又は借家で運営している。
　また、市独自に認可外保育室（「横浜保育
室」）に対する助成をしており、さらに、家
庭的保育として共同型や特定非営利活動法人
型で整備を大幅に増やしている。
　加えて、幼稚園の通常の教育時間の前後に、
朝７時半から夜18時半まで預かり保育を行う
園を、「預かり保育幼稚園」として市独自に
認定・支援している。

（５）　東京都三鷹市

（６）　神奈川県横浜市
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