
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大和市の“今”を伝えたい・・・ 
市議会議員  

 和地ひとみレポート 

２０１４年８月３日 

№127 

 延期していた『大和東保育園』の一時預かり事業がスタート 

保育士不足を補う工夫の検討も今後は必要では 

■大和東保育園の一時預かり事業スタート 
 
…待機児童の問題は良くニュースなどで取り上げられ
ますが、子育て世代で保育園を日常的に利用していな
い方が、急にお子様を預ける必要がある際に利用でき
る「一時預かり保育」の不足も当事者にとっては大き
な問題です。東大和市では『玉川上水保育園』『向原保
育園』『子ども家庭支援センターかるがも』で一時預か
り事業を行っていますが、この度『大和東保育園』で
も一時保育事業がスタートしました。（各施設の条件な
どは裏面を参照） 

…一時預かり事業は、認可保育所などが通常の保育と
は別枠で子どもを受け入れるもので、一般的には通常
の認可保育所や保育ママさん（現在、東大和市には 2

名の保育 ママさんがいます）などに預けられていな
い子どもが対象となっています。そして保護者の方の
短期間、短時間、不定期な就労により家庭での保育が
困難な場合や、傷病、入院、冠婚葬祭等により、緊急・
一時的に家庭での保育が困難な場合のほか、育児中の
方がリフレッシュしたい場合などに利用することが可
能です。 

…しかし、一時預かり事業にも定員があるため、希望
した方全員がこの事業を利用することができない場合
が多くみられます。今回、大和東保育園で一時預かり
事業がスタートしたことにより、市内全体の一時預か
り事業の定員数が 18 名から 21 名に増えたため、多少
は利便性がアップしたことは喜ばしいことです。 
 

■保育士確保も問題に 
 
…今回、新たに一時預かり事業をスタートさせた『大
和東保育園』ですが、当初のスタート時期は７月１日
を予定していました。しかし、６月２７日の時点で保
育士の確保に目処が立たず、事業スタートを延期。  
その時点では開始時期も未定でした。しかし８月１日
より事業をスタート。なんとか当初予定から 1 ヶ月遅
れでスタートさせることができました。 

…保育サービスの不足については、施設を増やすよう
に要望する声が多いところですが、たとえ施設を増や
したとしても、今回の例のように運営していくうえで
必要な保育士が確保できないのでは、サービスは  
スタートできません。一般の企業でも定年が 65歳まで
引き上げられ、65 歳を過ぎてもまだまだ元気に活躍さ
れている方も多くなっている昨今ですので、引退され
た保育士の方にお手伝い頂けないかと考えるところで
すが、現在、東大和市では既に、そういう方々にお手
伝いも頂いているのが現状です。保育士不足は全国的
に問題となっており、その原因として「比較的賃金が
安い」という他に、人手不足からくる「労働負担の増 

 

 

加」「時間外勤務の多さ」などが発生 

しており、悪循環に陥っている状況です。 

…国や東京都のレベルでも、この保育士不足の問題
に手を付ける必要があることは言うまでもありま
せんが、今回の「大和東保育園」での一時預かり事
業の開始延期の例からも東大和市としての対策も
今後は検討することも必要だと考えます。 
 

■多世代コミュニティは活用できないか 
…このような状況を改善する対策として、京都市の
シルバー人材センターでは「ばぁばサービス ピノ
キオ」という一時預かり保育センターを運営してい
ます。保育士一人に対して保育できる子どもの人数
は年齢ごとに決まっていますが、このセンターでは
引退された保育士の資格を持つ方と補助をする方
約 90名の『おばあちゃん候補』が登録し、上手に
シフトを組んで一時預かりサービスを行っており、
1 年で述べ 4000 人程度の利用者に対応していま
す。 

…核家族化が進む中で、多世代の交流が減少してい
る中、この「ばぁばサービス ピノキオ」の利用者
の声は「昔ながらの遊びを教えてもらえる」「いわ
ゆる『しつけ』をしてもらえる」「子どももおばあ
ちゃんの家に行くような気持ちで楽しく行ってい
る」など、一度利用された方はファンになることが
ほとんどです。和地ひとみも、この事業に関心があ
ったため、1度訪問し、様々なことを伺ってきまし
た。一番気になったのは事業の採算性。いくら良い
事業でも採算がとれなければ継続できないと考え
たからです。京都市のシルバー人材センターの方の
お話では、利用料金と補助金でトントンというとこ
ろとのこと。また、この事業に対して登録されてい
る方の報酬はシルバー人材センターにある様々な
事業の中でも特に高額ではないそうです。しかし、
登録されている方々は、報酬ではなく、子どもとの
触れ合い、やりがいを主な目的として活躍されてい
るとのお話でした。 

…この「ばぁばサービス ピノキオ」が多くの自治
体から注目されている理由としては、子育て支援と
いう点だけではなく、高齢者の活躍の場を作るこ
と、多世代コミュニティを作ることに有効だからで
す。一方で、注目されながらも実施に至っている自
治体が少ないのも事実。しかし、実際に京都市では
実現できています。今後の子育て支援の充実のため
にも、このような事業を東大和市でも前向きに検討
することが必要だと今回の例でも感じました。 

今後、様々な機会に提案していきたいと思います。 
 

 



 

 

※参考※ （社）京都市シルバー人材センター 「ばぁばサービス ピノキオ」 

【対象】生後 6 カ月～9歳まで 【保育時間】8：00～21：00 【保育料】 ￥600（1時間） 
※同一世帯で 2人以上同時に預かりの場合は 2人目から半額 
※食事やおやつ等は保護者が持参させる。 
※年末年始以外は土日も可。 
※急な場合でも電話して「人数に空き」があれば預かり可 
 

 

実施園 玉川上水保育園 向原保育園 
子ども家庭支援 
センターかるがも 

大和東保育園 

住 所 桜が丘 4-29-18 向原 1-4-2 立野 1-1034-2 清原 2-2-2 

電 話 042-566-8672 042-563-3833 
042-565-3655 

（予約専用電話） 
042-561-2958 

受付時間 8：30～17：00 9：00～16：30 8：30～17：00 10：00～16：00 

対象児童 

市内在住で、認可保育園
に入園していなく、生後
57 日から就学前までの
集団保育が可能の乳幼
児 

市内在住で、認可保育園
に入園していなく、1 歳
児以上で集団保育が可
能な未就学児 

市内在住で、認可保育園
に入園していなく、1 歳
児以上で集団保育が可
能な未就学児 

市内在住で、認可保育園
に入園していなく、1 歳
児以上で集団保育が可能
な未就学児 

保育日 
月～金 

（祝日、年末年始は除く） 
月～金 

（祝日、年末年始は除く） 
月～土 

（祝日、年末年始は除く） 
月～金 

（祝日、年末年始は除く） 

保育時間 

/利用料 

１日： 9：00～16：00 
半日： 9：00～13：00 

：12：00～16：00 
 
１日：￥３，３００ 
半日：￥１，８００ 
 
※給食・おやつ代込 
※8：30～9：00、 
 16：00～17：00 別に
費用請求あり 

１日： 9：00～17：00 
半日： 9：00～13：00 

：13：00～17：00 
 
【１・２歳児】 
１日：￥３，０００ 
半日：￥１，５００ 
【３歳児以上】 
１日：￥２，４００ 
半日：￥１，２００ 
 
※食事代 ：￥３００ 
※おやつ代：￥１５０ 

１日： 9：00～17：00 
半日： 9：00～13：00 

：13：00～17：00 
 
１日：￥２，４００ 
半日：￥１，２００ 

 

１日： 9：00～16：00 
半日： 9：00～13：00 

：12：00～16：00 
 
１日：￥３，０００ 
半日：￥１，５００ 
 
※食事代 ：￥３００ 

※おやつ代：￥１５０ 

定 員 3 名 ５名 １０名 3 名 

利用限度 週３回まで 週３回まで 週３回まで 週３回まで 

申込方法 ・事前に利用児童の登録
が必要。 

・予約は、前月の１５日
までに希望日を申請
いただき、２５日に利
用日を決定。 

・園に直接申込 

・事前に利用児童の登録
が必要。 

・予約は、利用日の   
1 ヶ月前から先着順
に受付。 

・園に直接申込 

・事前に利用児童の登録
が必要。 

・1 ヶ月先まで予約可

能。受付専用電話で 

予約 

・事前に利用児童の登録
が必要。 

・予約は、前月の２５日
から希望日の３日前ま
でに予約可能。 

・園に直接申込 

■ 連絡先  和地 ひとみ事務所   HP：http://www.wachi1103.jp 

wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・ＦＡＸ】 ０４２－５１６－８５４６  

〒207-0005 東大和市高木３－２７４－２－１０２   

 

【プロフィール】 

１９７０年 東京都北区生まれ。／父の転勤で１歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学校
で児童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山奥の
小学校で臨時教諭として担任を２年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親しまれた。
／「学校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを経営。店頭
公開から一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。その後、人
材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然とした不安感じ
る。帰国後もベンチャー企業を選び不動産投資会社に勤務。／同じビジネス界出身の加藤公一代議士との出会いに触発され、政
治への道を志して２０１０年末に退社。現在、新人東大和市議会議員として、日々、奮闘中。 

 
東大和市 市議会議員 

和地 ひとみ 

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート 

「身近なようで知らなかった市政、議会。伝えることがスタートだと思います。」 

東大和市の一時預かり事業実施状況一覧 


