
子育て支援の保育現場 
での取り組み
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調布市立上石原保育園 
           主任  徳田 武史
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平成 7年
保育士 
就業者数 258,595人

うち男性 1,328人

保育士総数 0.5%

平成11年4月 
児童福祉法施行令の改正
により「保育士」という
名称に変更

平成15年11月 
児童福祉法改正により、
名称独占資格として規定
され、国家資格となる

平成12年 平成17年 平成22年

361,488人 419,296人 474,910人

4,666人 9,277人 13,160人

1.3% 2.2% 2.8%
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保護者

実施主体 地域

子ども

保育者
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保育所 幼稚園

所管省庁 厚生労働省 文部科学省

法令 児童福祉法／保育所保育指針 学校教育法／幼稚園教育要領

目的
日々保護者の委託を受けて、保育
に欠けるその乳児又は幼児を保育
すること(児童福祉法第39条)

幼児を保育し、適当な環境を与えて
その心身の発達を助長すること 

(学校教育法第77条)

対象年齢 主に０歳児～小学校就学前 満３歳～小学校就学前

保育者 保育士（保育士資格）ほか 幼稚園教諭（幼稚園教諭免許）

保育時間 原則８時間以上 標準４時間以上、３９週以上

入園選考 原則自治体へ申し込む、応諾義務 直接契約、建学の精神による選考

保育料 公定価格、家族の所得による 自由価格、所得によらず固定
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“ 養護 及び 教育 を一体的に行う ”

保育所保育指針　第１章２　保育所の役割

子どもが安定した生活
を送るために必要な
基礎的事項（生命の
保持及び情緒の安定に
関わる事項）を得させる

こと

生涯にわたる人間形成
の基礎づくりへ向けて、
生きる力やライフスキル
を指向しながら、健全な
心身の発達を助長する

こと
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合計特殊出生率
1.43 
出生数 

102万9,816人

急速な少子化

夫婦の平均予定
子ども数 

2.07人

希望が叶わない

３０代男性の 
約17%が 

週６０時間以上 
就業

子育ての孤立感

保育所の 
待機児童数 

 
21,371人

待機児童問題

放課後児童クラブ
利用できなかった

児童数 
9,945人

「小1の壁」

女性の就業率 

25〜29歳 74.9% 
35〜39歳 66.9%

Ｍ字カーブ
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子育てをめぐる課題の解決をめざします

こうした課題の解決に向けて、
『子ども・子育て支援新制度』では、次の取り組みを進めます。

質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供します

待機児童の解消のため、保育の受入れ人数を増やします

子どもが減少傾向にある地域の保育を支援します

待課題
3-1

子課題
3-2

子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、
地域の子育てを一層充実させます地

課題
2

※保育所は、必要な基準を満たした上で、利用定員20人以上の子どもを保育する施設を指します。

自宅

子ども・子育て支援の取り組みは、住民に最も身近な市町村が幼児期の学校教育・
保育、子育て支援のニーズを把握し、認定こども園・幼稚園・保育所などの整備を
計画的に進めます。

課題

１
課題

2
課題

3
親の働く状況の違いに

かかわらず、
質の高い幼児期の学校教育・
保育を受けられることが
望まれてきました。

核家族化や高齢化、
また地域での人間関係の
希薄化などにより、

家庭や地域での子育て力が
低下していると
言われています。

都市部を中心に保育所に入れない
待機児童が存在します。
一方、子どもの減少で、
近くに保育の場が

なくなった地域もあります。

質課題
１

幼稚園と保育所の良さをあわせ持つ【認定こども園】の普及を進めます。

地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させます。

【認定こども園】は、幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する施設であり、設置手続きの
簡素化や、財政支援の充実・強化などによりその普及を進めます。

すべての家庭を対象に、親子が交流できる拠点を増やすなど、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させる
ため、財政支援を強化します。

市町村は、待機児童解消を計画的に進め、国もこれを支援します。
地域のニーズを踏まえ、市町村が認定こども園、保育所などを計画的に整備します。また、少人数の子どもを預かる保育
ママ（家庭的保育）や小規模保育などの地域型保育も組み合わせ、待機児童の解消を計画的に進めます。

新たに、少人数の子どもを預かる保育などへの財政支援を行います。
少人数の子どもを預かる保育ママ（家庭的保育）や小規模保育などの地域型保育への財政支援（地域型保育給付）を
新たに行うことで、多様な保育を充実させ、受け入れられる子どもの人数を増やします。

身近な地域での保育機能を確保します。　
子どもが減少している地域では、保育所の統廃合などで、遠くの施設を利用したり、利用を断念したりしている実態が
あります。この改善のため、地域型保育給付（課題3-1参照）により少人数の保育施設などの安定的な運営を支援し、
身近な地域での保育機能を確保します。

地域の多様な保育ニーズに対応します。　
地域型保育の拠点は、認定こども園などと連携し保育内容の充実を図るとともに、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠
点、一時預かりなどを併設することで、地域の多様な保育ニーズにも対応します。

支援の例は？
○親子が交流できる拠点の設置数増加
○一時預かりの増加 
○放課後児童クラブの増加（対象を小学校６年生まで拡大）

子ども・子育て支援新制度の財源は？
消費税率引き上げによる増収分のうち7,000億円程度の財源を確保します。
さらに、その他の財源も含め合計１兆円超の財源確保をめざします。

取り組みを進めるのは誰？

認定こども園など

連携

地域型保育の拠点
（小規模保育など）

・放課後児童クラブ
・地域子育て支援拠点
・一時預かり

地域で
対応！

遠くて
通いにくい

【認定こども園】の主なメリットは？
○【認定こども園】は、保護者が働いている、いないにかか
　わらず利用できます。
○保護者の就労状況が変化しても、継続して利用でき
　ます。
○【認定こども園】に通っていない子どもの家庭も含め、
　「子育て相談」、「親子の集いの場」などの子育て支援を
　受けることができます。

子ども・子育て支援新制度の実施（平成27年4月） 
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　　新制度のポイント 
① 国の管轄がひとつに 
② 「市町村」ごとにルールをつくる 
③ 消費税ＵＰ分（＋α）が財源 
④ 「認定子ども園」制度の変更 
⑤ 地域の実情に応じた 

「子ども・子育て支援」の充実
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【需要面】 
保育の量拡大に伴って必要とされる保育士数は、 
平成29年度末で約46.0万人と推計  
【供給面】 
離職率（10.1%）等を考慮して推計した保育士数は、 
平成29年度末で約38.6万人と推計  
【結果】 
平成29年度末における保育士は、約7.4万人不足 
(出典)平成21年度保育士の需給等に関する調査研究報告書
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第２子 
誕生 

育休

市職労 
執行 
委員 
立候補

第３子 
誕生 

育休

金子 
保育園 
委託 
闘争

深大寺 
保育園 
委託

仙川 
保育園 
委託

第１子 
誕生

市職労 
執行 
委員 
立候補

調布市 
特定事業主
行動計画 
策定等 
検討委員

調布市 
保育計画 
策定検討 
委員
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バッティング練習とネットスローの練習では、年中クラスと年長クラスで競争もしました。年中クラスにはハンデとし
て、年長クラスより的に近づいて行いましたが、両方の競争で年長クラスが勝利しました♪しかし、年中クラスと年長ク
ラスは1点差という競った競争となりました。

楽しい時間はあっというまに過ぎてしまい、お別れの時間となってしまいました。
ジャビットとのお別れが寂しい子どもたちは「また来たね☆お友達も連れてきてね！！」と優しい言葉を…(>_最後にジ
ャビットに挨拶をして、一人ずつジャビットからプレゼントをもらいました。
みんなと野球が出来て、ジャビットもコーチたちも大満足です！

徳田先生
「ジャビットのふざけた感じが面白く，楽しんで野球体験をすることが出来ました。保育園ではドッジボールに取り組ん
でいますが，ボールの投げ方を教えてもらうことができ，とても良い刺激となりました。また，乳児の子どもたちもジャ
ビットとふれあうことができ，とても良い時間を過ごせました。」

元気よく体操するよ～☆ ジャビット見本！ 頭トントン～

バットとボールを合わせて！ 打てるかな～ いぇ～い♪
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　冬のすんだ青空が広がる2012年12月上旬、今年の「今井ゆうぞう賞」の最後の当選園「調布市立
下布田保育園」（東京都調布市）でたらこキユーピーダンスイベントを開催しました。
　とても元気な下布田保育園の子ども達は、ゆうぞうお兄さんとたらこキユーピーの登場におおよろ
こび。ダンスに参加してくれた3、4、5歳のクラスはもちろん、ホールの外から見学していた1、2歳
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9時50分
ホールに入ってくる園児の顔は興味津々。これから何が始まるんだろう？と、スタートまでじっ
と座って待ってくれました。0歳クラスから6歳クラスまで、約90名が揃い、10時にスタート。

戸部洋子アナウンサーの挨拶に、元気に応えてくれる園児たち。　
まずは、食べ物が身体の中でどう栄養になるか、図解の楽しい解説
を聞きながら、中には、「そこは小腸！」と声を上げる詳しい園児
も。

大きな紙芝居で、みんなで唱えるおまじないにも、「コゴミ、ふき
の葉、ふきのとう！」とたくさんの食材の名前を、めいっぱいの声
で唱えてくれました。

ラフくんも登場して、一緒に「どっこくん体操」など、身体を動かして、大盛り上がり！
すでに練習してくれていた甲斐もあり、とても上手で、踊りながら、歌いながら、みんないいう
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H26

認可

認可外 12件

5件

保育施設における死亡事故報告集計

※ 認可外保育所には 
　 自治体への報告義務がない

0.60件0.02件
利用児童 

１万人あたり
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　保育所等の推移 
　　（厚生労働白書）

5000

10000

15000

20000

25000

6750か所

9500か所

12250か所

15000か所

平成10年 平成14年 平成18年 平成22年 

入所人員（百人）
待機児童（十人）
公立保育所
私立保育所
認可外保育施設
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8

園の区分別に保育者の資質向上に必要なことの上位５項目をみると、「保育者の給与面での待遇改
善」「養成課程の教育内容の充実」「非正規雇用保育者の正規化」など、どの園の区分でも同じ項目
が並ぶ（表２－２）。また、国公立幼稚園・公営保育所では、非正規雇用保育者は５割前後となっ
ていることがわかる。

※各園の平均値を区分ごとに分析。保育者合計数と、雇用形態別の内訳が合致したサンプルのみを分析。
※（　）はサンプル数。

保育者の資質向上に必要なこと　　「保育者の給与面での待遇改善」は７割
　　

貴園の保育者の資質が向上するために必要だと思うことについて、あてはまる番号すべてに
○をつけてください。Ｑ

図２－２　保育者の資質の向上のために必要なこと（全体）

※複数回答。「その他」を含めた 28 項目のうち、50%以上の選択率であった９項目のみ図示。

71.8

66.2

59.2

54.9

54.3

54.3

（％）
0 20 40 60 8010 30 50 70

保育者の給与面での待遇改善 

61.9

59.6

52.0

表２－２　保育者の資質の向上のために必要なこと（園の区分別）

園長・所長・施設長、副園長（教頭）・副所長・副施設長、主任（担任をしない）を除く保育者について、
保育者の合計人数と雇用形態別の内訳人数をおたずねします。Ｑ

図２－３　保育者に占める正規雇用者・非正規雇用者の比率（園の区分別）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

国公立幼稚園
（456）

養成課程の教育内容の
充実　　　　　　66.9

非正規雇用保育者の
正規化　　　　　64.7

保育者同士が学び合う
園の風土づくり　　64.0

園内研修の内容の充実
　　　　　　　　60.5

管理職の指導力の向上
　　　　　　　　60.1

私立幼稚園
（921）

保育者の給与面での
待遇改善　　　　77.2

養成課程の教育内容の
充実　　　　　　68.6

保育者同士が学び合う
園の風土づくり　　60.6

管理職の指導力の向上
　　　　　　　　56.0

園内研修の内容の充実
55.3

公営保育所
（1,362）

職員配置基準の改善
　　　　　　　　72.6

非正規雇用保育者の
正規化　　　　　67.7

養成課程の教育内容の
充実　　　　　　　62.1

管理職の指導力の向上
　　　　　　　　61.2

保育者同士が学び合う
園の風土づくり　　59.5

私営保育所
（2,343）

保育者の給与面での
待遇改善　　　　83.4

養成課程の教育内容の
充実　　　　　　67.2

職員配置基準の改善
　　　　　　　　65.3

保育者同士が学び合う
園の風土づくり　　63.3

管理職の指導力の向上
60.1

認定こども園 
（139）

保育者の給与面での
待遇改善　　　　77.7

養成課程の教育内容の
充実　　　　　　69.1

保育者同士が学び合う
園の風土づくり　　65.5

園外研修に参加する機会
の保障　　　　　　59.7

管理職の指導力の向上
59.0

（％）

養成課程の教育内容の充実

保育者同士が学び合う園の風土づくり

管理職の指導力の向上

職員配置基準の改善
養成課程における実習指導の充実

園外研修に参加する機会の保障

園内研修の内容の充実
保育者のメンタル面のサポート

52.9

85.1

59.8

72.6

（％）

45.8

（119）

国公立（399）

私立（798）

公営（1,154）

私営（2,024）
保育所

幼稚園

認定こども園

47.1

14.9

54.2

40.2

27.4

正規雇用者 非正規雇用者

※複数回答。区分ごとに上位 5項目のみ表示。（　）内はサンプル数。

7

園の課題および保育者の資質向上２
園の課題をみると、07/08 年調査に比べて、どの園の区分でも「保育者の確保」「保育者の資質の
維持、向上」の「あてはまる」（「とても」＋「まあ」以下同）比率が増加している（図２－１ａ、
図２－１ｂ）。また、「新たな園児の獲得」の「あてはまる」比率は、 私立幼稚園では07年に比べて7.7
ポイント上昇し、８割を超えている（図２－１ｃ）。

2割の園は「保育者の資質の維持、向上」を園のもっとも重要な課題としてあげている

貴園の保育実践上、運営上の課題についておたずねします。Ｑ
図２－１ａ　「保育者の確保」
　　　　　　（園の区分別・経年比較）

図２－１ｂ　「保育者の資質の維持、向上」
　　　　　　（園の区分別・経年比較）

33.931.9

（％）
0 20 40 60 80 100

とてもあてはまる まああてはまる

39.9 42.4
55.7 37.7

とてもあてはまるまああてはまる

36.9 47.0
50.8 40.7
44.2 47.1
53.1 40.0
51.7 38.4
57.2 35.4
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図２－１ｃ　「新たな園児の獲得」( 園の区分別・経年比較 )

※図２－１ａ「保育者の確保」の項目は、07/08 年調査では「教員の確保」（幼稚園）、「保育士等の確保」（保育所）とたずねている。
※図２－１ｂ「保育者の資質の維持、向上」の項目は、07/08 年調査では「教員の質の維持、向上」（幼稚園）、「保育士等の質の維持、向上」（保育所）とたずねている。
※認定こども園については、経年データはないため、図から除外。（　）内はサンプル数。

貴園の保育実践上、運営上、もっとも重要な課題だと思うものについて、ご記入ください。Ｑ
表２－１　園の保育実践上、運営上におけるもっとも重要な課題（園の区分別）

※園運営上の課題をたずねた 22 項目のうち、もっとも重要な課題として１つ選択。（　）内はサンプル数。
☆は同率、同位。

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

全体
（5,221）

保育者の資質の維持、
向上　　　　　　 21.8 保育者の確保          13.4 施設・設備の充実　7.5

予算（補助金、保育料
など）の確保　　　7.3 新たな園児の獲得　　　　　7.1

幼稚園

国公立
（456）

保育者の資質の維持、
向上　　　　　　 23.0

施設・設備の充実
7.7 新たな園児の獲得    7.5

保育者の確保☆   　 6.8
安全、防犯の取り組み☆
　 　　　　　　　   6.8

障害のある子ども・特別に支援
を要する子どもの対応☆   　 5.5
園の統廃合☆　　　　　　    5.5

私立
（921）

新たな園児の獲得
　　　　　　　　 19.8

保育者の資質の維持、
向上    　　　　      18.1

予算（補助金、保育料
など）の確保    　  11.3 施設・設備の充実  　8.3 保育者の確保　　　　　　　6.8

保育所

公営
（1,362）

保育者の資質の維持、
向上　　　　　　 23.1 保育者の確保　     15.2 園の統廃合　 　　   7.5 施設・設備の充実  　6.5

障害のある子ども・特別に支援
を要する子どもの対応  　　  3.9

私営
（2,343）

保育者の資質の維持、
向上　　　　　　 22.1 保育者の確保　     16.6

予算（補助金、保育料
など）の確保 　　　9.3 施設・設備の充実 　7.8 新たな園児の獲得　　　　　4.8

認定こども園（139） 保育者の資質の維持、向上　　　　　　 23.0
予算（補助金、保育料
など）の確保   　   12.2 保育者の確保　  　  7.9 施設・設備の充実　 5.8

新たな園児の獲得☆   　　　 4.3
障害のある子ども・特別に支援
を要する子どもの対応☆         4.3 
安全、防犯の取り組み☆ 　　4.3
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（％）
100

保育所

幼稚園

国公立

私立

21.2 26.7
12 年調査（456）

12 年調査（921）

29.6 30.5

公営

私営

07/08 年調査（1,540）

12年調査（1,362）

07/08 年調査（1,478）

12 年調査（2,343）

8.4 26.8
13.1 25.3
20.3 36.5
19.6 35.1

とてもあてはまる まああてはまる

（％）
0 20 40 60 80 100

07/08 年調査（401）

07/08 年調査（1,203） 36.6
50.8

38.6
32.1

保育所

幼稚園



組合の意義私と保育現状と課題保育園って

19

¥0

¥80,000

¥160,000

¥240,000

¥320,000

公立認可 私立認可 私立認可外

経験年数 月給

6.68年7.22年

12.86年12.86年

7.22年 6.68年



組合の意義私と保育現状と課題保育園って

20

保育士への就業を希望しない理由
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47.5%賃金が希望と合わない

責任の重さ・事故への不安

他職種への興味

休暇が少ない・取りにくい

自身の健康・体力への不安
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Figure 3.9. Remuneration for ECEC staff compared to primary teachers 
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※ ECEC＝Early Childhood Education and Care（乳幼児期の教育とケア）
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全国レベル 都道府県レベル 市町村レベル

保育集会・学習会の開催

労働者側委員として政策形成に参画

現場で抱える悩み・課題を調査

賃金・労働条件を守り改善する運動
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滅ぶな「公立保育所」。 
　変化に適応できない種は滅びる。 
　「サービス」も同じだ。 
　 「新制度」が始まる時代に、 
　  「公立保育所」はどう向き合うのか？ 
　   「自治労」は考える。 
　    「公立保育所」を滅ぼしたくない。 
　      この「サービス」があり続ける世界のほうが 
　       きっと楽しいと思うから。 
　       「新制度」へ。難しい挑戦。 
　         しかし、いま「自治労」は思う。 
　          進化はいつだって挑戦からはじまるんだと。 

　            「自治労」は「新制度」へ。


