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Ⅰ　はじめに

　周知のとおり、現在の日本では少子化が大きな問題となっている。そのため、
教育機関の定員などに余裕が発生し、子供の数が多かった昭和の時代よりも子供
１人当たりが受けられる教育サービスは充実していても当然なはずである。しか
し、近年において保育園１）の定員に達したことで入園ができない乳幼児から小
学校就学前までの児童（以降、「待機児童」とする）が増加傾向にある。つまり、
子供の数が減っているのに保育サービスを満足に受けられない者が増加している
という矛盾が発生しているのである。本稿の第１の目的は、保育園の入園希望者
数が増加する要因と待機児童の現状について述べることである。
　近年、女性の社会進出や賃金の低下などにより、共働き世帯が増加している。
また、三世代世帯が減少傾向にあり、家庭内で育児ができる環境が整っていない
ことから、長時間育児をする保育園に需要が高まっている。保育園は大きく分け
て認可保育園と認可外保育園が存在する。そのなかでも、児童福祉法で定められ
た保育園設立の最低基準を満たしている認可保育園に入園を希望する児童が多
く、認可保育園に入園ができず一時的に認可外保育園に入園し、認可保育園の空
きを待つ児童は少なくない。厚生労働省で定められている「待機児童」とは、こ
の２種類の保育園が定員に達したことで、入園ができずにいる児童を指す。２）ま
た、このような待機児童は、東京都・千葉県・大阪府・神奈川県の首都圏や大都
市に多くみられる。そのため、本稿では特にこの４都府県に焦点をあてて待機児
童の現状について分析・考察を行う。
　本稿の第２の目的は、待機児童が増加する要因に基づいて、待機児童を解消さ
せる対策について述べることである。筆者は、待機児童が増加する要因として、

「家庭環境による問題」「保育園や保育士不足による問題」の２つが重要であると
考えた。そこで、特に 2013 年に待機児童問題を解消した神奈川県横浜市を例に
挙げ、待機児童解消への対策を考える。
　以下、本稿の構成は次の通りである。第Ⅱ章において、待機児童が問題視され
始めたきっかけや待機児童の定義、現状について触れる。第Ⅲ章では、待機児童
が増加する要因を「家庭環境による問題」、「保育園や保育士不足による問題」の
２つに分けて考察する。第Ⅳ章では、それらの対策法を述べる。

１）……児童福祉法では、保育所という言葉が用いられているが、本稿では一般的に使われている保育園を使用す
る。

２）……待機児童の正確な定義については、次章で説明する。
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Ⅱ　待機児童の定義と現状

１　待機児童について３）

　待機児童が社会問題として国民に知られはじめたのは、2001 年に小泉純一郎
元首相が「待機児童ゼロ作戦」を所信表明演説内で取り上げたことがきっかけで
ある。政策内容としては、「待機児童が多い地域の受け入れ態勢を整備すること
で、待機児童をゼロにする」といったもので、認可保育園の定員を 25％増やし、
待機児童をゼロにするための政策を行った。
　この政策が行われたことにより、2006 年から厚生労働省が定めている待機児
童の定義が変わった。2005 年までの待機児童の定義は、認可保育園に入園の申
し込みをしていたが入園できなかったため認可外保育園４）に入園し、その後も
認可保育園に申し込みを続けている児童を指すものであった（以降、旧定義とす
る）。しかし、政策が行われてから定義は新しくなり、認可保育園に入園できな
かったが、認可外保育園に入園することができた児童は待機児童に含まれなく
なった（以降、新定義とする）。つまり、近年の待機児童の定義とは、認可保育
園や認可外保育園に入園できずにいる児童のことを指す。
　ここで、政策が行われたときの待機児童数がゼロになったのかを調べた。図１
は、1995 年から 2016 年までの全国の待機児童数を表したものである。５）

３）……本稿では、通園可能な立地条件で、かつ希望する認可保育園とあまり差異がない他の保育園（認可外保育
園を含む）に入園可能であるが、兄弟で同じ保育園に通わせたいなどの理由で待機をしているいわゆる

「隠れ待機児童」は、現在の厚生労働省が定めている待機児童の定義には当てはまらないため、含まない
ものとする。また、認定こども園などの施設は保育園として考えないものとする。

４）……認可外保育園は、無認可保育園とも呼ばれているが、本稿では認可外保育園とする。
５）……猪熊（2014）p.30-31、並びに、厚生労働省（2013-2016）「保育所関連状況取りまとめ」より。はじめて厚

生労働省から待機児童数が公表されたのが 1995 年のため、それ以前のデータは不明である。また、この
データは各年４月１日の待機児童数を表している。

図１：旧定義と新定義の待機児童数の推移
注）出典：猪熊（2014）p.30-31、厚生労働省（2013-2016）を元に筆者作成
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　待機児童数を 2000 年と新定義になった 2001 年において比較すると、１万人以
上減少していることがわかる。ところが、2001 年を旧定義の待機児童数で比較
すると、待機児童数は却って増加していた。その後も、同じような状態が続いて
いる。つまり、この政策で待機児童問題は定義が変わっただけで、待機児童数は
ゼロにならなかったどころか減少さえしていないのである。６）続く福田康夫元首
相も、2008 年に「新・待機児童ゼロ作戦」を行い、待機児童問題は現在の首相
である安倍晋三首相にまで続いている。
　しかし、なぜここまで保育園に需要が高まっているのか。ここで、保育園がど
のような機関なのかを述べる。保育園とは、乳児からでも長時間子供を預けるこ
とが可能な児童福祉施設である。保育ができない親の代わりを務める施設のた
め、トイレトレーニング等の生活習慣を身に付けることができ、また、休園日が
一般企業の公休日と重なるよう、日曜日や祝日、年末年始に設けられている。７）

つまり、保育園は仕事や病気などで長時間育児ができない家庭を心身共に支える
重要な役割を担っている施設だといえる。
　ここで筆者は、保育園に入園を希望する児童が増加傾向にある要因として、

「共働き世帯の増加」と「三世代世帯の減少」の２つが関係していると考えた。
　第１に、共働き世帯の増加が入園児童数を増加させる要因であるかを考える。
図２は、専業主婦世帯数と共働き世帯数を表したものである。８）

６）……2007 年から 2016 年までの旧定義の待機児童数は公表されていない。
７）……休園日は施設によって異なる。
８）……独立行政法人労働政策研究・研修機構（2014）「専業主婦世帯と共働き世帯」より。また、2011 年のデー

タは、東日本大震災が発生したため、福島県や宮城県、岩手県を含んでいない。

図２：年別専業主婦世帯と共働き世帯
注）出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構（2014）を元に筆者作成
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　この図からわかるように、共働き世帯はほぼ一貫して増加しており、特に
1990 年頃から 2014 年まで共働き世帯が専業主婦世帯を上回っている。女性の社
会進出や非正規雇用の増加、賃金低下などの経済的問題が、共働き世帯を増加さ
せる要因になっていると考えられる。９）

　第２に、三世代で暮らす家庭が減少していることが保育園の入園児童数を増加
させる要因となっているかを考える。近年、三世代で暮らす家庭が減少してい
る。実際、1989 年の三世代世帯数は約 560 万世帯あったが、年々世帯数は減少
し、2015 年には 326 万世帯まで減少していることがわかった。10）つまり、育児に
時間が割けず、家族内で育児を分担できない共働き世帯が増えているため、近年
保育園の需要が高まっているといえる。
　さて、保育園は、共働き世帯を支える施設であることがわかった。しかし、共
働きだからというだけで保育園に入園できるわけではない。保育園に入園を希望
するためには、まず役所から保育園に入園の申し込みをする際に必要となる認定
証明書を発行してもらわなければならない。前述のような保育を必要とする環境
にある家庭が発行の対象となっており、認定証明書を発行された保護者は、入園
を希望する市役所あるいは区役所に書類を提出するようになっている。希望する
認可保育園が定員に達した場合、保育を必要とする環境や希望する保育園への入
園の理由などで入園の優先順位が役所によって決められ、順位が高い家庭の児童
が入園できる仕組みになっている。選考からはずれてしまった児童は、希望する
保育園に欠員がでるまでの間待機をするか11）、一時的に認可外保育園に入園する
かを選ぶことになる。つまり、証明書を発行された児童数が定員数を上回ってい
る状況においては、共働き世帯においても待機児童が発生している。
　しかし、現在の日本は少子化が進んでいるため、教育機関の定員などに余裕が
発生し、子供の数が多かった昭和の時代よりも子供１人当たりが受けられる教育
サービスは充実していてもよいはずである。猪熊（2014）によると、1980 年か
ら 1994 年のあいだに保育園の入園児童数が減少したことで、1983 年から 1993
年までの間に保育園の数も減少していた。その後、入園児童数は回復しはじめた
が、保育園を増設することがなかったと述べている。このことについて猪熊弘子
は、「バブル崩壊後の 10 年間に着実に保育園を増やしていれば、その後の 10 年
間、必要以上に慌てることはなかっただろう。」（猪熊［2014］p.66）と指摘して

９）……猪熊（2014）は、共働き世帯が専業主婦世帯を下回っている 1980 年から 1994 年まで間、保育園への入園
児童数は減少していたと述べている。

10）……厚生労働省（2015）「世帯数と世帯人員の状況」より。
11）……このとき、他の通園可能な立地条件の保育園も定員を満たしている場合は待機児童となる。
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いる。そこで、待機児童問題とは保育園を増設することで解消できるのではない
かと考えた。次節では、保育園の増設について考察する。

２　認可保育園と認可外保育園の違い
　前述のとおり、待機児童とは認可外保育園を含む保育園に入園できずにいる児
童を指す。しかし、なぜ認可保育園に入園を希望する児童が多いのか。ここで、
認可保育園と認可外保育園の違いを述べる。
　保育園は大きく２種類に分かれており、認可保育園と認可外保育園が存在す
る。認可保育園とは、自治体から保育士の人数や防災管理、保育時間、保育園の
面積や構造、遊具などの設備が児童福祉法で定められた最低基準に達していると
認められた保育園を指す。また、自治体から保育園設立の認可が下りているた
め、国からの補助金が発生し、保育費は安い。12）

　それに対し、認可外保育園は、児童福祉法で定められた最低基準に達していな
いため、国の認可が下りなかった保育園を指す。13）認可外保育園は国から補助金
が出ていないため、保育費は認可保育園より高く、所得に関係なく一律の金額で
ある。14）また、認可外保育園は、国から認可が下りていないため、経営方法は経
営者によって決められ、地域のニーズに合わせるなど自由に経営をすることがで
きる。したがって、設備や金銭面で、一定の基準に達していることが保障されて
いるために、安心して児童を預けられる環境が備わっている認可保育園に入園を
希望する児童が増加することは頷ける。
　さて、なぜ認可保育園に入園を希望する児童が増えているのに、その分の認可
保育園を増やさないのか。筆者は、認可保育園を設立するために必要な最低基準
に着目した。ここで、本稿で何度もでてきた児童福祉法で定められている最低基
準について述べる。表１は、認可保育園を設立するための最低基準の概要を表し
たものである。15）

12）……認可保育園の保育費は、世帯の所得によって決まる。つまり、所得が少なければ保育費は安く、所得が多
ければ逆に高くなる。しかし、高いといっても認可外保育園に比べると保育費は安い。

13）……病院内や会社内に設けられている小規模な保育園も、認可外保育園である場合が多い。
14）……認可外保育園は、施設ごとに保育費が異なっている。また、市町村によっては、認可外保育園に通園する

児童の保育費負担軽減を図るために、補助金がでるところがある。
15）……児童福祉法（1947）「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準　第五章　保育所」より。
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　まず筆者は、「ほふく室の面積」「屋外遊戯場の面積」の２つに着目した。
　第１に、ほふく室の面積について考察する。この表からわかるように、ほふく
室の面積は、乳幼児または幼児１人につき 3.3㎡以上の場所が必要と定められて
いる。ここで、乳幼児または幼児（０歳から２歳）17）の待機児童数を調べた。図
１を見ると、2016 年の待機児童数は 23,553 人となっており、そのうち０歳から
２歳の待機児童数が 20,446 人と、待機児童数の８割以上を占めていた。18）つま
り、待機児童は０歳から２歳に集中しており、この数の待機児童を解消するため
には、広い土地や定員を増やすために十分なだけの保育士の人数を確保しなけれ
ばならないことがわかった。
　第２に、屋外遊戯場の面積について考察する。児童福祉法により、屋外遊戯場
が造れない場合、保育園付近に公園や広場などの屋外遊戯場があれば、それらを
代用することができる。19）逆に言うなら、広い土地を確保できたとしても、園内
に遊戯場を造れない場合、公園などの付近に保育園を設立しなければならないと
いうことである。そのために、設立できる場所が限られてしまう。
　この２つから、児童福祉法で定められた最低基準を満たしにくいため、土地に
よっては容易に認可保育園を増設できないことがわかった。そこで、面積や職員
配置の対比などの規制緩和を行うことで認可保育園は設立しやすくなるのではな
いかと考えた。しかし、面積を狭めて職員配置の児童数を増やしてしまうと、保
育士の負担が増え、児童１人１人の保育に手がまわりにくくなり、保育サービス

16）……調理業務のすべてを委託する施設は、調理員を置かなくてもいいことになっている。
17）……ほふく室の面積の基準として、０歳から満２歳に満たない幼児が対象となっているが、厚生労働省の待機

児童数の年齢区分別が０歳と１歳から２歳に分けられているため、０歳から２歳の待機児童数を用いた。
18）……厚生労働省（2016）「保育所関連状況取りまとめ」より。
19）……保育園付近とは、保育園から幼児が日常的に使用できる距離を表す。

項目 概要

職員の職種 保育士、嘱託医、調理員16）

設備・面積の基準
（乳幼児から満２歳に満たない

幼児を入園対象とする場合）

乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所
乳児室の面積＝乳幼児１人につき 1.65㎡以上
ほふく室の面積＝乳幼児または幼児１人につき 3.3㎡以上
※乳児室またはほふく室には、保育に必要な用具を備えること

設備・面積の基準
（満２歳以上の幼児を入園対象

とする場合）

保育室または遊戯室、屋外遊戯場、調理室、便所
保育室または遊戯室の面積＝幼児１人につき 1.98㎡以上
屋外遊戯場の面積＝乳幼児または幼児１人につき 3.3㎡以上

職員配置
（乳幼児：保育士）

０歳児　　　３：１
１、２歳児　６：１
３歳児　　　20：１
４、５歳児　30：１

注）出典：児童福祉法（1947）第 32 条を元に筆者作成

表１　保育園の設備基準
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が低下してしまうだろう。近年、保育士の有効求人倍率は高く、保育士不足が待
機児童を引き起こす要因の１つともいわれている。そのなかで、保育士の負担を
増やすことは、保育士不足をより深刻化させるだろう。
　ところで、土地によっては容易に認可保育園を増設できないということは、土
地が空いていない一部の地域で待機児童は多く発生しているのだろうか。次節で
は、待機児童がどのような地域で多く発生しているのかを調べる。

３　待機児童の現状
　待機児童がどのような地域で多く発生しているのかを考える前に、近年の保育
園の定員や保育園数、保育園利用児童数はどうなっているのかを調べた。図３
は、保育園の定員や利用児童数などの状況を表したものである。20）

　図３を見ると、2007 年から 2014 年の定員数や保育園数が増加しており、2014
年の定員は約７万人分の余裕がある。しかし、同年の待機児童数（図１）は
21,371 人と、定員に待機児童数以上の余裕があっても待機児童数がゼロになって
いないことがわかった。その要因として、多くの保育園を必要としている地域に
保育園が設立できていないのではないかと考えた。そこで、図３のすべての項目
において数字が高かった 2014 年のデータを使い、待機児童数が多い都道府県と、
前年と比べてそれらの都道府県の保育園や定員が増加していたのかを調べる。
　第１に、待機児童数が多い都道府県を調べた。厚生労働省（2014）「保育所
関連状況取りまとめ」によると、待機児童数が多い都道府県は、東京都（8,672

20）……厚生労働省（2014・2016）「保育所関連状況取りまとめ」より。2011 年のデータは、東日本大震災が発生
したため、岩手県陸前高田市・大槌町、宮城県山元町・女川町・南三陸町、福島県浪江町、広野町、富岡
町の８市町は含んでいない。また、このデータは各年４月１日の数値を表している。

図３：保育園の定員・利用児童数などの状況
注）出典：厚生労働省（2014・2016）を元に筆者作成
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21）……ここでは、1,000 人以上の待機児童がいる都道府県を挙げている。また、関東・関西の都会圏外である沖
縄県においても待機児童が多く発生する理由として、沖縄タイムス＋プラス（2015）は、県内の保育士の
給与が県外より低いことで発生した保育士不足や、それにより保育園が増設できないことが原因だと述べ
ている。それに加え、厚生労働省（2014）「人口動態統計（確定数）の概況」によると、沖縄県の出生率
は 11.6％と全国で１番高い水準であった。よって、子供の数が増加していることも１つの要因だと考えら
える。

22）……待機児童がゼロになった地域は、青森県・山形県・群馬県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・
鳥取県・香川県・愛媛県・宮崎県の 12 県である。人口や人口増加率が低く、面積が広い県では待機児童
問題はあまり発生していなかった。

23）……表２の数字は、３府県の政令指定都市や中核市を含めた数である。また、このデータは４月１日の数値を
表している。

人）・沖縄県（2,160 人）・千葉県（1,251 人）・大阪府（1,124 人）・神奈川県（1,079
人）と、特に関東・関西都会の５都府県に多くの待機児童がいることがわかっ
た。21）また、都市部である首都圏の東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県と、近畿
圏の大阪府・兵庫県・京都府の７都府県や全国の政令指定都市、中核市の待機
児童数を合わせると 16,746 人となり、この結果から、７割以上の待機児童が都
市部に集中していることがわかった。さらに、待機児童がゼロの地域が 12 県22）

あったこともわかった。つまり、待機児童は４都府県に多くいることがわかっ
た。
　そこで、本節では、待機児童数が多かった５都府県のうち、関東・関西の都会
圏である東京都・千葉県・大阪府・神奈川県の４都府県に焦点をあてて、考察し
ていくことにする。
　第２に、待機児童数が多い４都府県は、前年の 2013 年に比べて定員と保育園
数が増加しているのかを調べた。23）表２は、対前年の保育園数・定員数・待機児
童数の増減を表したものである。

　この表からわかるように、４都府県の保育園数や定員数は増加しており、児童
の受け入れ数を増やしたことがわかった。その一方で、東京都のみ待機児童数が
減少していなかった。理由としては、東京都の子供の数が増加していることが考
えられる。実際、４都府県のなかで東京都のみ子供の数が前年と比べて増加して

都府県 保育園数の増減（ヶ所） 定員数の増減（人） 待機児童数の増減（人）

東京都 105 9,454 555

千葉県 34 2,814 ▲ 89

大阪府 24 2,954 ▲ 266

神奈川県 106 8,735 ▲ 383

注）出典：厚生労働省（2013・2014）「保育所関連状況取りまとめ」を元に筆者作成

表２　2014年における保育園数・定員数・待機児童数の対前年
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いた。また、東京都は年々子供の数が増加傾向にあるため、保育園数を今以上に
増設しなければ今後も待機児童は増加し続けるだろう。24）

Ⅲ　待機児童が増加する要因

１　家庭環境による問題
　さて、Ⅱ章まで待機児童数の現状について述べてきた。本章では、なぜ待機児
童が増加するのかを考える。筆者は待機児童が増加する要因として、「共働き世
帯の増加」「核家族の増加」「離婚件数の増加」「保育士不足」「保育園不足」の
５つが関係していると考えた。この５つを、前半３つの「家庭環境による問題」
と、後半２つの「保育園や保育士不足による問題」の２つに大きく分けて考察し
ていく。
　まず前半の「家庭環境による問題」についてである。第１に、共働き世帯の増
加について考察していく。前述のとおり、共働き世帯の増加により、保育園の需
要が高まっている。また、待機児童は東京都・千葉県・大阪府・神奈川県の４都
府県で多く発生していたことがわかった。そこで、都道府県別で共働き世帯を調
べ、共働き世帯の増加が待機児童を増加させる要因となっているのかを考える。
総務省統計局（2013）「25〜44 歳の育児をしている女性の都道府県別有業率」に
よると、2012 年の育児をしている者の有業率が高い都道府県は島根県・山形県・
福井県と、首都圏や大都市とは異なる３県に多いことがわかった。25）しかし、脚
注 22 で述べたように、島根県を除く２県は待機児童数がゼロになっている。
　そこで、この３県に多い理由として、三世代世帯が多いことが関係しているの
ではないかと考えた。総務省統計局（2010）「国勢調査」によると、三世代世帯
が多い都道府県は山形県・福井県・新潟県・秋田県という結果であった。その一
方で、核家族世帯が多い都道府県に東京都・鹿児島県・大阪府・神奈川県が挙
がっていた。26）つまり、共働き世帯が多い都道府県は三世代世帯も多いため、共
働き世帯の増加ではなく、核家族の共働き世帯が増加していることが待機児童を
増加させる１つの要因であることがわかった。
　第２は、離婚件数の増加が待機児童数の増加と関係しているのではないかと考
え、離婚件数が増加傾向にあるかを調べた。図４は 1967 年から 2014 年までの全
国の離婚件数を表したものである。

24）……総務省統計局（2014）「我が国のこどもの数−『こどもの日』にちなんで−」より。
25）……2014 年のデータが存在しなかったため、2012 年のものを使う。
26）……2012 年のデータが存在しなかったため、2010 年のものを使う。
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　総務省統計局（2016）「出生・死亡数と婚姻・離婚件数」27）によると、1967 年
の約８万件から 1983 年まで離婚件数は増加傾向にあったことが分かった。1985
年からはゆるやかに減少していたが、1991 年からまた増加を始め、2002 年には
約 29 万件にまで上り過去最高件数となっている。しかし、2003 年から 2014 年
までの離婚件数は再度ゆるやかに減少していることがわかった。28）

　だが、前述のとおり、待機児童は４都府県で多く発生している。そのため、都
道府県別で離婚件数を調べた。統計局（2016）「都道府県別出生・死亡数と婚
姻・離婚件数」によると、離婚件数が多い都道府県は順に、東京都・大阪府・神
奈川県と、人口の多い首都圏や大都市で多くみられることがわかった。この結果
から、離婚件数が多い４都府県では待機児童が多いことが分かった。
　したがって、日本全国の平均でみると、共働き世帯の核家族の増加は待機児童
の増加につながるが、離婚件数の増加は待機児童の増加にはつながらない。しか
し、人口の多い都市部では離婚件数の多さが待機児童を増加させる可能性がある
と考えられる。

２　保育園や保育士不足による問題
　さて、後半の「保育園や保育士不足による問題」についてである。第３として
は、Ⅱ章の２節で少し述べた保育士不足について考える。
　近年、保育士不足が原因で保育園が新しく開園できないという問題が発生して
いる。厚生労働省（2015）「保育士等に関する関係資料」によると、保育士の有

27）……1945 年から 1972 年までアメリカが沖縄県を統治していたため、1972 年以前のデータは沖縄県を含んでい
ない。

28）……離婚件数が減少している理由として、人口の減少や結婚する男女が減少していることが考えられる。

図４：全国年別離婚件数
注）出典：総務省統計局（2016）を元に筆者作成
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効求人倍率は 2011 年の 1.36 倍から上がっており、2014 年には 2.18 倍にまで上
がっていたことがわかった。また、有効求人倍率が１番高い都道府県は東京都と
なっており、2011 年の 3.27 倍から 2014 年には 5.37 倍にまで上がっていた。土
地があったとしても、保育士不足で保育園が設立できなければ待機児童の解消に
繋がらないため、保育士不足はとても大きな問題だといえる。そこで、保育士不
足が起こる要因として、「長時間労働」「保育士の給与」の２つが関係していると
考えた。
　はじめに、長時間労働が関係しているかを考える。保育園は、長時間開園して
いるため、労働時間が長いのではないかと考えた。そのため、保育士の労働時間
について調べた。横井（2007）は、東京都社会福祉協議会29）保育士会会員が所
属する保育園に勤めている 20 歳から 55 歳以上の保育士や看護師を対象に、「保
育者の労働環境と専門性に関する調査」を行った。30）そこで取り上げられた正規
職員の１日の拘束時間を見ると、８時間以上９時間未満という答えが７割以上を
占めていた。つまり、７割以上の保育士は、労働基準法で定められた労働時間内
で働いているため、長時間労働とは言えないことがわかった。
　次に、保育士の給与について考える。近年、保育士不足の要因として、給与が
低いことがよく問題として挙げられている。さて、国家資格である保育士の給与
はどれほど低いのか。表３は、保育士とその他の国家資格を必要とする職業の給
与額を比較したものである。

　この表からわかるように、保育士は他の国家資格を必要とする職業と比べて給
与額が低いことがわかった。31）これでは、資格を持っていても保育士にならない
人（以降、潜在保育士とする）が増加していくだろう。実際、潜在保育士は増加
傾向にあり、2013 年の保育士資格所有者の約 119 万人に対して、潜在保育士は

29）……東京都社会福祉協議会とは、社会福祉に関わる問題を解決し、福祉サービスの向上に努める非営利の民間
団体である。

30）……この調査は、2005 年６月から７月にかけて行われたものである。なお、この調査では正規職員と非正規職
員に行っているが、本稿では正規職員のデータのみを使用する。

31）……厚生労働省（2014）「賃金構造基本統計調査」より。

職業 年齢（歳） 勤続年数（年） 給与額（単位：千円）

保育士 34.8 7.6 216.1

看護師 38.9 7.7 329

福祉施設介護員 39.5 5.7 219.7

幼稚園教諭 32.4 7.8 231.4

注）厚生労働省（2014）「賃金構造基本統計調査」を元に筆者作成

表３　保育士とその他の職業の給与額の比較（男女計）
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約 76 万人と６割以上を占めている。32）保育士を希望しない理由としては、給与
が希望と合わないことが１番多く、他には責任の重さや事故への不安なども挙
がっていた。また、これらの理由が解消されたときに就業を希望すると答えたの
は 63.6％となっており、給与の改善が必須であることがわかった。
　さて、なぜ保育士の給与は低いのか。理由としては、運営費から人件費を出し
ていることが関係している。認可保育園の運営費は、国や自治体が負担してお
り、全体の 1/2 を国が負担し、残りの 1/2 を自治体が負担している場合と、すべ
て自治体が地方税で負担する場合の２種類がある。また、保育園の定員数や児童
の入園数などによって運営費の金額が異なり、４月に保育園の定員を満たしてい
ると満額近くの運営費が出る。このような運営費の７割から保育士の人件費が出
ている。つまり、０歳から２歳の児童を受け入れると、３歳から５歳の職員配置
より職員を多く必要とするため、１人当たりの給与が少なくなるといえる。した
がって、保育士不足を解消するためには、運営費の見直しが必要だということが
わかった。
　第４は、保育園不足について考える。前述のとおり、認可保育園の増設ができ
ない理由として、設備基準を満たす土地の確保が難しいことを挙げた。それに加
えて、保育予算の問題も関係していると考えられる。認可保育園は、主に地方税
でまかなわれているため、認可保育園を増設すればするほど自治体の負担も多く
なる。また、猪熊（2014）によると、新しく保育園を設立するための施設整備費
も一般財源からまかなうようになっていると述べており、現在のような自治体の
財政状態が悪いなかでは、予算的に増設が難しいことがわかる。
　さて、次章では待機児童を解消するための対策について考察していく。

Ⅳ　対策

　前章では、待機児童が増加する要因として、「核家族の共働き世帯の増加」「低
すぎる保育士の給与額」「設備基準を満たす土地の確保」「保育予算の問題」の４
つが関係していることを述べた。それでは、どのような対策を行えば待機児童は
解消されるのだろうか。
　第１は、保育予算を増やすことである。ここで、待機児童数をゼロにした神
奈川県横浜市の取り組みを述べる。横浜市は、2009 年に１番の選挙公約として、
待機児童の解消を打ち出していた林文子元市長に変わった。その後、2010 年か

32）……厚生労働省（2015）「保育士等に関する関係資料」より。
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ら横浜市は待機児童を解消するために一般会計予算から保育予算を増やす政策を
行った。こども青少年局保育対策課（2014）「横浜市の保育所待機児童の状況と
対策について」によると、2009 年度の待機児童対策予算（保育園運営費は含ま
ない）は約 72 億円だったが、2012 年度には約 157 億円にまで予算が増えている
ことがわかった。また、保育所運営費予算も、2009 年度の約 544 億円から 2012
年度には約 677 億円にまで増えていた。
　さて、待機児童対策予算を増やしたことで、待機児童数はどのように減少した
のかを調べた。表４は、2010 年から 2013 年までの横浜市の受け入れ数を表した
ものである。

　2010 年の待機児童数である 1,552 人は、政令指定都市のなかで１番多い数字で
あった。しかし、2012 年には前年から約 800 人の待機児童数を減少させ、翌年
の 2013 年には待機児童数がゼロになっている。33）また、保育園数が 2011 年から
2013 年の３年間で 121 ヶ所も増設されている。
　横浜市では他にも、送迎保育ステーションという取り組みが行われた。これ
は、入園可能な保育園が自宅から離れていても通園できるよう、バス等で指定保
育園までの送迎を行うものである。また、就業時間と保育園の開園・閉園時間が
合わない家庭のために、登園前や降園後も児童を預かるといったサービスであ
る。この横浜市の例から、保育予算を増やすことは待機児童対策につながってい
ることがわかる。
　第２に、廃校施設の活用である。近年、少子化が進んでいるため、廃校や合併
する学校が増えている。そのため、廃校施設を保育園として再活用することを対
策として考えた。文部科学省（2013）「余裕教室・廃校施設の状況」によると、
2013 年度までの公立学校の廃校数は 5,801 件であった。待機児童問題が発生し
ている地域として定めた４都府県の廃校数をみると、東京都（245 件）・千葉県

（100 件）・大阪府（114 件）・神奈川県（133 件）と、１都府県当たり 100 件以上

33）……厚生労働省（2010-2013）「保育所関連状況取りまとめ」より。また、このデータは４月１日の数値を表し
ている。

2010 2011 2012 2013

保育園数（ヶ所） 436 459 507 580

定員（人） 38,295 40,007 43,607 48,916

利用児童数（人） 38,335 40,705 43,332 47,072

待機児童数（人） 1,552 971 179 0

注）出典：厚生労働省（2010-2013）「保育所関連状況取りまとめ」を元に筆者作成

表４　2010年から 2013年までの横浜市の受け入れ数増加
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の廃校施設があることがわかった。そのうち、活用の用途が決まっていない施設
は全国に 1,081 件あり、理由としては、老朽化が進んでいることなどが挙げられ
ていた。廃校施設を保育園として再利用できれば、今以上に児童の定員数は増加
し、認可保育園を設立するための面積や屋外遊戯場などの基準も十分満たせるだ
ろう。しかし、保育士不足が解消されなければ、待機児童解消の対策にはならな
い。
　第３に、保育士の給与を上げることである。前述のとおり、潜在保育士は６割
以上存在し、保育士の職に就かない理由として、給与が希望と合わないことが１
番多く挙がっていた。２つ目の対策で述べたように、廃校施設を再利用できても
保育士が足りなければ開園できない。つまり、保育士不足を解消しなければ待機
児童は解消されない。そのため、保育予算を増やすことや廃校施設の活用を行う
より先に、保育士の給与を引き上げなければならない。このことを実施するに
は、より多くの保育園運営費をまかなうことが必要である。そのためには、地方
税の徴収率を上げることが対策として必要であると筆者は考える。

Ⅴ　おわりに

　本稿では、待機児童が増加している要因を考えるために、まず保育園に入園を
希望する児童が増加している要因を考察した。理由としては、女性の社会進出や
賃金低下などによる共働き世帯の増加や、三世代で暮らす家庭の減少が関係して
いることがわかった。つまり、家庭内で育児を分担できない世帯が増加している
ため、保育園の需要が高まっていると述べた。
　そこで、入園を希望する児童が多い認可保育園に着目し、多くの認可保育園を
設立することで待機児童問題は解消されるのではないかと考え、児童福祉法の設
備基準を調べた。しかし、設備基準を満たすためには広い土地などが必要なた
め、容易に認可保育園を増設できないことがわかった。
　しかし、2007 年から 2014 年までの保育園の定員数や保育園数は年々増加して
いることがわかった。また、2014 年の保育園の定員数は約７万人分の余裕があっ
た。そこで筆者は、待機児童問題は地域格差が大きいのではないかと考え、待機
児童数が多い都道府県を調べた。すると、2014 年の待機児童数の７割以上が東
京都・千葉県・大阪府・神奈川県などの首都圏や大都市に集中していることが明
らかとなった。そこで、本稿では分析の焦点をこの４都府県に定め、待機児童問
題について述べた。また、この４都府県でも保育園数や定員数が増加しており、
東京都以外の待機児童数は減少していたことが明らかになった。
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　次に、待機児童が増加する要因を述べた。筆者は、「家庭環境による問題」「保
育園や保育士不足による問題」の２つに分けて考察した。その結果、「核家族の
共働き世帯の増加」「低すぎる保育士の給与額」「設備基準を満たす土地の確保」

「保育予算の問題」の４つが要因であることがわかった。
　対策として、筆者は「保育予算の増額」「廃校施設の活用」「保育士の給与額引
き上げ」の３つを挙げた。そのなかで、特に保育士の給与額の引き上げが問題の
解消に必要なことが明らかになった。
　本稿では待機児童が増加している要因と対策について考察した。そこでは、保
育園を認可保育園と認可外保育園の２つに分け、認可保育園のみに焦点をあてて
考察した。しかし、現状では人数の点からして認可保育園だけでなく認可外保育
園の役割も大きい。認可外保育園の役割をも検討することが今後の課題である。
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