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残念ながら順位を下げ…次の課題も浮き彫りに
■東大和市の結果は

■評価ポイントの変化

…東大和市は平成 27 年から「日本一子育てしやすいま
ちづくり」を目指して、子どもたちや子育て世代を応
援する施策を重点施策として様々な取組みを行ってき
ました。その結果、日経新聞社と日経 BP 社の共働き
子育て家庭向け情報サイト「日経 DUAL」が 2015 年
から毎年、人口の多い主要自治体を調査して行う“共
働き子育てしやすい街”の総合ランキングで東大和市
は平成 28 年（2016 年）第 4 位、平成 29 年（2017 年）
第 3 位と上位にランキングされました。
この結果は、実際に施策を進めている市の自信ならび
にモチベーションアップにもなったとともに、市民の
東大和市への誇りと愛着心を押し上げたと思います。
…そして平成 30 年（2018 年）のこの調査の総合ラン
キングの東大和市の結果は、残念ながら順位を下げ、
総合 21 位というものでした。

…日経 DUAL の記事を見ると「この調査で最重要視
しているのは、今年も例年通り『保育園入園を希望
する人がどれくらい入れるか（入りやすさ）』といっ
た保育園に関する整備状況」とのこと。次いで「『子
育て世帯に向けた補助・サービス』、『学童保育の整
備状況』などをそれぞれ評価」しているとのことで
す。
また、記事には「共働きをしながら子どもを育てや
すい自治体とはどんな街なのか、そこには様々な視
点が存在することでしょう。しかし日経 DUAL では
特に「共働きをする際に必須になる施設（インフラ）
と補助（お金・サービス）」の 2 点に注目し、ランキ
ングしました。
」とのことでした。
…そこで、東大和市が一桁台の上位にランキングさ
れた年の評価ポイントと今回の（2018 年）の評価ポ
イントを改めて確認したところ、以下の通りでした。
太字は、前年と変化のない評価ポイントです。

■2018 年のランキング結果は
…昨年 12 月に発表された 2018 年の調査対象は首都圏
（東京・神奈川・埼玉・千葉）
、中京圏（愛知・岐阜・
三重）、関西圏（大阪・兵庫・京都）の主要市区と全国
の政令指定都市、道府県庁所在地の 162 自治体。その
うち、回答のあった自治体は 143 でその結果は以下の
通りです。
【総合ランキング】
1 位 68 点
3 位 66 点
5 位 65 点
6 位 64 点
8 位 63 点
10 位 61 点

※太字は東京都
宇都宮市（栃木県） 新宿区（東京都）
厚木市（神奈川県） 千代田区（東京都）
松戸市（千葉県）
板橋区（東京都） 福生市（東京都）
荒川区（東京都） 葛飾区（東京都）
柏市（千葉県） 杉並区（東京都）
豊島区（東京都）
13 位 59 点
浦安市（千葉県） 渋谷区（東京都）
船橋市（千葉県）
16 位 58 点
武蔵野市（東京都）
17 位 57 点
堺市（大阪府） 品川区（東京都）
羽村市（東京都） 大和市（神奈川県）
21 位 56 点
東大和市（東京都） 福岡市（福岡県）
23 位 55 点
大分市（大分県） 国立市（東京都）
静岡市（静岡県） 文京区（東京都）
…また、上記の通り、東京都の自治体が多くランキン
グされている中で、東大和市の都内順位は 13 位という
結果となっています。

【2016 年の評価ポイント：12 点】
①認可園に入りたい人が入れているか
②認可園の定員増に力を入れているか
③認可外保育園などの受け皿がどのくらい用意されてい
るか
④ファミリーサポートセンターの充実度
⑤病児保育に預けやすいか
⑥認可園の保育料が高いか安いか
⑦都認証保育所など認可外園に通う家庭への助成があ
るか
⑧未就学児がいる世帯へのサービス・現物支給があるか
⑨学童保育が充実しているか
⑩保育士確保へ自治体独自の取り組みがあるか
⑪母親の再就職を後押しする制度があるか
⑫未就学児の人数・ファミリーサポートセンターの運営補
助に係る経費
【2017 年の評価ポイント：12 点】
①認可保育園に入りたい人が入れているか
②認可保育園、今後の新設計画
③認可外保育園などの受け皿がどのくらい用意されてい
るか、利用者への助成はあるか
④ファミリーサポートセンターの充実度
⑤病児保育に預けやすいか
⑥認可園の保育料が高いか安いか
⑦未就学児がいる世帯へのサービス・現物支給があるか
⑧学童保育が充実しているか
⑨保育士確保へ自治体独自の取り組みがあるか
⑩保育の質担保への取り組み
⑪幼稚園の活用
⑫未就学児の人数助に係る経費
（裏面に続く）

【2018 年の評価ポイント：13 点】
①認可保育園に入りたい人が入れているか
②認可保育園の保育利用枠の今後の増設状況
③認可外保育園などの受け皿がどのくらい用意されている
か、利用者への助成はあるか
④病児保育施設の充実度
⑤幼児教育・保育無償化以上に保育料値下げなどしている
か
⑥未就学児がいる世帯へのサービス・現物支給があるか
⑦学童保育が充実しているか
⑧保育士確保へ自治体独自の取り組みがあるか
⑨保育の質担保への取り組み
⑩産後ケアへの取り組み
⑪不妊治療助成を実施しているか
⑫児童虐待に対応する支援拠点の整備
⑬未就学児の人数
…このように、評価ポイントの変化を見ると普遍的に
“子育て”支援に必要とされていることがある一方で、
新たな問題、制度の変化などによりニーズが変化してい
るように感じます。
…2018 年の評価ポイントを見ると「児童虐待に対応す
る支援の拠点の整備」や「不妊治療助成を実施している
か」といった、新たな視点が追加されたとともに、少子
化という問題のそもそも論の「未就学児の人数」という
点も追加されています。

■東大和市の取組みと課題
…“子育てしやすい街”という点はこのランキングが全
てではありませんが、やはり順位を下げてしまったとい
うことは気になるところ。言い換えれば、利用者である
子育て世代のニーズに対して、自治体がどのようなこと
に取り組んでいるのか、他の自治体がどのようなサービ
スを実現し、ニーズに応えているのかということがわか
るものなので、参考にはすべきです。
…ランキングを下げてしまった東大和市ですが、このラ
ンキングに関係のある新たな取組みも来年度予算には
盛り込まれています。新規事業としては『ファミリーサ
ポートセンターの運営補助に係る経費』、
『医療的ケアを
必要とする児童の支援に係る経費』、
『小規模保育に係る
経費』、
『保育園の園舎増築＝定員拡大に係る補助』、
『不
妊検査及び一般不妊治療助成に係る経費』などが挙げら
れます。
…一方で今まで一桁台と順調に対応できていた待機児
童については、保育の無償化を見据えてのニーズ増など
により、今年度からは深刻な状況となってきました。
…平成 30 年度は入園の申し込みも以前より多く、現状
では待機児童数が３桁になっている状況。東大和市の人
口の推計等を見ても、対象年齢の子どもの人数は若干減
ってきていますが、市では今後もニーズが増加すると見
込み、定員を増やしています。しかし、その取組もみ、
入園ニーズに追いついていないのが現状とのこと。

…市としては「国のこれからの幼児教育と保育の無償
化への期待と、それに伴い前倒し的に早く申し込みを
したほうが有利ではないかというような予測による申
し込みの増など」が主な要因として考えられるとして
います。また、女性の就業率 80％を国が目指している
中、東大和市の状況は目標よりかなり低い状況だった
ため、その結果を受けて市では今後の保育園入園に対
するニーズの試算を行ったとのことですが、その試算
が少し甘かったことも判明しているとのことでした。
今後はさらなる予測の上方修正を行わないと対応でき
ない状況となっているようです。
…また、平成 30 年４月に民設民営学童保育所が開所
し、現在、公立 11 カ所、民間２カ所の計 13 カ所ある
学童保育所ですが、学童保育でも待機児童の問題が深
刻化しています。東大和市では学童保育所に入れなか
った児童の対応のために児童館事業の中の一環として
“ランドセル来館”を行っていますが、有料でおやつ
が付く学童保育と無料の（おやつはない）
“ランドセル
来館”に対するニーズが交錯し、複雑化しているよう
で、本来的な学童保育のニーズが把握しづらい状況の
ように思います。しかし、現実的に、国等への報告の
基準日である平成 30 年５月１日現在の学童保育所の
待機児童数は 104 人となっているため、この問題解消
のためにも、本当の意味でのニーズを把握し、それに
対する対応を行う必要があるように感じます。

■保育無償化と子育てに対する認識の変化
…子育て、保育に関する大きな変化は今年の 10 月から
実施される幼児教育・保育無償化。3～5 歳児の認可保
育所や幼稚園に預ける保育料は原則、全世帯が無償化。
0～2 歳児の保育料に関しては住民税非課税の低所得世
帯については無償化になります。子育て世帯にとって
はありがたい施策である一方、保育無償化によってこ
れまで子どもを保育所に預けていなかった世帯の潜在
需要まで掘り起こされることで、待機児童が増えるこ
とが予想されます。実際、この無償化に対して多くの
自治体で保育所利用申込者が増えることを予想してお
り、東大和市でも上記の通り、当初の予測の修正が必
要となっています。
…児童虐待、子どもの貧困など、子ども達を取り巻く
環境や問題も変化。社会で子ども達を育て、見守ると
いうことの必要性、そして幼児教育・保育無償化、さ
らに女性の就業率の向上の必要性という動きの中、
様々なニーズへの対応だけでなく、真に住みやすい街、
日本の将来といった大きな視点で見た際の課題は山積
みのように感じます。
…女性の就業率が 80％を超えるスウェーデンでは国全
体で待機児童はほぼゼロ。このようなことを実現する
には自治体の努力だけではなく、国としての大きな方
向転換も必要です。そして、この時代の変化を日本人
一人ひとりや企業が受け入れるという柔軟さも、様々
な課題解決には不可欠だと思いました。
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