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平成２７年４月１日現在の保育所などの待機児童数の集計

東大和市は新定義では初の一桁に
■東大和市の待機児童数は

■都内では

…５月２７日、東大和市から今年度の４月１日現在の
待機児童数について集計が出ました。現在、東大和市
には公立保育園１園、私立保育園 16 園、小規模保育
所１園、保育ママ２名、認定こども園１園と計２１の
保育関係施設があります。そして、現在ホームページ
で提示された各施設の定員数合計は 2,176 人です。
…市は「東大和市次世代育成支援計画（後期計画）～
すこやか親子支援 5 か年計画②～」に沿って、平成 22
年度から平成 26 年度までの 5 年間に取り組むべき子
育て支援施策を進めてきました。その中の『東大和市
保育計画』に基づき待機児童解消に向けても推し進め、
今年度の４月１日現在の待機児童数については新定義
では初の一桁代となりました。６年前の平成 21 年
4 月 1 日時点では、保育施設は 15 園、定員は 1,645
人。その後、民設民営化を推し進めるとともに、保育
園を１園新設。また、既存の園についても増改築を進
めてきました。また、勤務時間の多様化にも対応する
ため延長保育に対応する保育園も増やしています。

…共働きの家庭の増加、
また、女性の社会進出の促進も
影響し、どこの自治体でも待機児童解消は大きな課題。
最新の数字である今年の４月１日現在のデータはまだ
出ていませんが、昨年の４月１日現在の都内の市区町村
の認可保育所待機児童数ランキングで東大和市は 45
位。左記のとおり東大和市の待機児童数は新定義で
14 人に対し、待機児童数１位の世田谷区は 1,109 人と
大きく開きがあります。

【東大和市の過去３年間の待機児童数の推移】
新定義
旧定義

【H２６年４月１日の都内市区町村の認可保育所待機児童数
の上位自治体と近隣自治体の順位】
順位
市区町村名
待機児童数
１
世田谷区
1,109 人
２
大田区
613 人
３
板橋区
515 人
…
…
…
20
小平市
167 人
32
東村山市
97 人
44
武蔵村山市
21 人
45
東大和市
14 人

平成２７年４月１日現在

4人

65 人

■今後は

平成２６年４月１日現在

14 人

68 人

平成２５年４月１日現在

79 人

133 人

※新定義と旧定義
平成 19 年 3 月 30 日付の厚労省からの通知に基づくもの。
認可保育園に入所申し込みが提出された児童で入所要件
に該当しているにもかかわらず入所していない児童のうち、
主に以下に該当する児童を除いた数が新定義。
⇒認証保育所、保育室、保育ママで保育されている場合
は除外。
⇒現在、保育園には入っているが、第１希望でないところの
ために第１希望への転園を希望している場合は除外。
⇒ほかに入園可能な保育所があるにもかかわらず、特定の
保育園を希望している、あるいは保護者の私的な理由等に
より待機している場合は除外。
このような除外があるため、旧定義と比べると新定義のほう
が待機児童は少ない数字となる。
…待機児童の人数の定義については、様々な意見があ
るところですが、東大和市全体の定員数は確実に増え
ています。また、今年度の予算では保育士不足を解消
するために、民間保育園における保育士採用 に係る
経費に対し助成金を交付する「保育士確保推進助成金」
として３００万円の予算を計上しています。

…現在、東大和市では平成 27 年 3 月に策定した「東大
和市子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度から平
成 31 年度までの 5 年間の計画）」に基づき、様々な子
育て支援施策を実施しています。現在は、待機児童問題
については解消の方向で進んでいますが、今後の人口の
推移と照らし合わせて、計画的に進めていくことが求め
られます。なぜなら、人口推計では大きな流れとして子
どもの数は減少となるからです。長期的にみた施設計画
を進め、今後、増加する高齢者のための施設等に移行で
きるなどの汎用性のあるものを検討することも合わせ
て行っていく必要もあると思います。
…また、保育園の他に、今後、大きな課題となるのが学
童保育の定員の確保です。今年度から小学校 6 年生まで
入所申請のできるようになった学童保育所については、
まだまだ不足している状況です。市が平成 25 年に実施
した子育て支援に対する市民へのニーズ調査（０歳児～
5 歳児の家庭：48％回収で 576 回答、就学児の家庭：
43.25％回収で 346 回答、かるがも広場での対面回答
51）では「これからも東大和市で子どもを産み育てた
いと希望する人の割合」は以下の結果でした。（裏面に
続く）
【これからも東大和市で子どもを産み育てたい比率】
平成 25 年度
5 年後の目標
未就学児家庭
54.3％
60％
就学児家庭
37.3％
50％

今後、市はこの数値をアップさせることを目標にし、
事業の評価や改善を行っていきます。

■日本一子育てしやすい町
…４月の選挙で尾崎市長は「日本一子育てしやすい町」
を目指すことを大きな政策として掲げました。
2 期目はまだスタートしたばかりですが、保育所の待
機児童解消だけが子育てのしやすさではありません。
前述のニーズ調査で就学児の家庭の満足度が低いこと
は学童保育の定員不足や教育なども大きく関わってき
ていることだと推察できます。

…現状、順調に計画を推し進めている保育園待機児童
の解消だけではなく、東大和市で教育を受けさせたい
といわれるような施策や取り組みを今後はもっと推し
進めていくことが必要です。子どもたちの 1 年はとて
も重要です。市では目標を 5 年後で設定していますが、
1 日でも早く子育て、教育の向上を目指すよう、様々
な提言をしていきたいと思います。

新学校給食センター新築事業の入札結果

ひとまず、計画通りに・・・
■６月１日の入札

■次のステップに

…前号で取り上げたとおり、５月の臨時議会で補正予
算を可決した新学校給食センター新築事業について、
６月１日に入札が実施されました。
昨今の建設資材の高騰、人件費の高騰などの影響を受
け、他自治体の公共建設事業の入札で不調が続く中、
東大和市の新学校給食センター新築事業の入札も不調
になるのでは…と心配されていました。
…また、今回の事業はその事業予算の規模の大きさか
ら、地元企業にも事業を担当してもらうため（≒地元
への経済効果も考え）、地元企業を含めたジョイントベ
ンチャーを条件としていました。このことにより、入
札としてはハードルが上がることになり、地元企業へ
の還元は譲れないながらも、入札の結果については結
果が出るまでは安心できない状況でした。
…しかし、今回下記のとおり、入札が予定価格内で成
立し、新学校給食センター新築事業は計画通り進めら
れることとなりました。

…現在は、各企業とは仮契約を
締結している状況で、本契約に
ついては６月１６日から開催される第２回市議会定例
会において審議され、可決となった時点で本契約の締
結となります。
…議会では、今後の市場の動向によって費用が変更す
る余地のある契約なのか＝「双方で協議し…」といっ
たような文言がどの範囲までとなる契約になるのか等
をきちんと確認していきたいと思います。
…現状は建設までは、目処がたった新学校給食センタ
ーですが、今後、運営を外部委託することを予定して
いる市にとっては運営会社についても入札を行うこと
となると思います。給食センターは完成したが、運営
会社が見つからないというようなことのないよう、ま
た、子供たちに栄養面、食育面で充実した給食を提供
できる業者を研究するなど、次のステップへの準備に
も遅滞なく取り組んでもらい、この大事業が本当に良
い事業となるように進めてもらいたいと思います。

【落札事業者と落札価格】 ※価格は税込
工 種

落札価格

建築

共同企業体名称

1,226,091,600 円

第１構成員

第２構成員（市内）

淺沼・大和建設共同事業体

（株）淺沼組

(有)大和建設

厨房・給排水衛生設備

987,271,200 円

大成温調・吉川建設共同事業体

大成温調（株）

吉川施設工業（株）

空気調和設備

463,104,000 円

八重洲・尾崎建設共同事業体

八重洲工業（株）

（株）尾崎管機工業

電気設備

276,264,000 円

村山電気（株）

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。駅前で配布するレポートは毎回、最新号です。

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」
【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。帰国後は、不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広報などに従事。２０１１年４月、初当選。現在、
市議会議員 2 期目。顔の見える議員として、日々奮闘中。
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