
33 保育園・幼稚園 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

0.88 1.44 2.33 2 0

未実施 88 91 93 96

未実施 未実施 未実施 99

安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

分野目標

保育園や幼稚園など、乳幼児のための施設は、相互の連携が図られ、どの子どもにも同じよう
に質の高いサービスが多様に提供されているまちを目指す。

幼稚園・保育園・認定こども園など区内のすべての子ども施設が地域の子育て支援施設として
機能し、子育て世代が不安を抱かずに暮らすことができるようになっているまちを目指す。

保育を必要とする子どものために、柔軟に利用できる良質なサービスが整えられているまちを
目指す。

現状と課題

保育園や幼稚園は、在宅の乳幼児親子に対する子育て支援施設としての役割も期待されている
が、既存施設には専用のスペースがなく、職員体制も十分ではない。民営化による新園設置や
認定こども園化に際して、子育て支援機能を整備する必要がある。

現在、区内の保育園・幼稚園等は、保護者の就労条件などにより利用上の制約がある。今後
は、就学前のどの子にも必要に応じて適切な幼児教育・保育及び子育て支援の機会を提供し、
保護者の多様なニーズに対応できる施設へと機能を拡充していくことが求められている。

児童数の減少にもかかわらず、保育需要は低年齢児を中心に増加傾向にあり、特に近年は育児
休業制度の浸透に伴い産休明け児よりも育休明け児の増加が目立っている。１７年度から１９
年度にかけて待機児数は年々増加しており、待機児解消への対応が求められている。

これまでの子ども施策は、保護者のニーズに沿った子育て支援中心で進められてきたが、今後
は子どもの生活や遊びの変化が及す影響について検証し、子育て支援や幼児教育・保育施策に
ついても子どもの育ちに焦点を当てた検討が必要となっている。

保育園の施設・設備の老朽化が進み、建替えや大規模修繕が必要となっている。区立施設につ
いては民営化や耐震改修の計画に基づき長期的な整備を進めるとともに、民間施設については
施設整備補助制度等による支援を検討する必要がある。

成果指標
と目標値 地域子育て支援事業が役立ったと感じてい

る利用者数（利用者アンケート）の増加
（人）

保育サービスに対する満足度（公私保育所
等の在園児保護者アンケート）の向上
（％）

成果指標

認可保育園の待機児率（翌年4月1日現
在、待機児童数／入所児童数、厚生労働省
定義）の減少（％）

16

8,205,131

26,561

保育園民営化に伴う新保育園施設建設の支援

8,380,279

－

－

27,141

就学前のどの子にも、必要に応じて適切な
幼児教育・保育及び子育て支援の機会が提
供でき、保護者の多様なニーズへの対応が
可能になるとともに、待機児を減少させる
ことができる。

認証保育所の設置を誘導するとともに、家庭福祉員
を増員する。

認証保育所・家庭福祉員の増設 認可保育園のみでは受入れ困難な低年齢児
について待機児を減少させることができ
る。

認定こども園の推進

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

区立幼稚園２園の認定こども園への転換を推進す
る。

取り組み

区立幼稚園の管理・幼児教育の調査研究・幼児総合施設の設
置推進

教育経営分野・学校教育分野

一時保育・病後児保育・年末保育・休日保育・総合相談窓口
事務の実施

成果指標に対する効果

子どもたちに快適で安全な保育環境を整え
ることができるとともに、多様な保育サー
ビスの拡充や地域の子育て支援の取組みを
充実できる。

「１０か年計画」に基づき区立保育園の民営化を進
め、新保育園の施設建設及び運営を支援する。

区民一人あたりコスト(円) 26,745

17

分野のコスト（決算）（千円）
8,236,915

子育て支援分野

障害児の保育・発達支援・児童虐待の防止・子育て支援 子ども健康分野・子ども育成分野



様式３

保育園・幼稚園 （２０年度）

3301

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

未実施 88 91 93

95 98 97 99

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 2,554 2,382 2,396 2,270

概要

事業２

実績 407 376 346 333 326

概要

保育需要の微増傾向が続いているため、民営化と並行して区立保育園における定員の確保
及びサービスの維持・向上を図る必要があるが、保育園職員の高齢化と人員確保が問題に
なりつつある。

施設・設備の老朽化が著しく、耐震改修が必要な園もあり、安全で快適な保育環境の維持
が困難になりつつある園が多い。

保育環境向上のため、１８年度から食器改善に取り組み、また１９年度から午睡用ベッド
の導入も進めてているが、施設状況によりそれらの導入に困難を伴う園が少なくない。

区立幼稚園管理事務

安全や衛生など適切な管理運営を行い、児童に良好な教育環境を提供している。

区立保育園での産休明け保育、延長保育等が拡充され、区民はニーズに合った保育サービ
スをいつでも利用することができる。

施設の衛生や安全確保のためのさまざまな工夫がなされ、安全管理や危機管理が行き届い
ている。

成果指標
と目標値

子どもの発育や発達状況に応じて適切な保育環境が提供されている。

成果指標

保育サービスに対する満足度(区立
保育園の在園児保護者アンケート）
の向上（％）

教育目標や経営方針、日常の教育活
動の様子などを分かりやすく伝えて
いると感じている保護者の割合の増
加（％）

区立幼稚園在園児数（人。５月１日現在）

安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

区立保育園運営

安全や衛生など適切な管理運営を行い、児童に良好な保育環境を提供している。
耐震改修計画対象園について仮園舎を確保して保育業務を支障なく継続するとともに、全
保育園で耐震安全対策を講じている。

区立保育園平均在園児数（人）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

21,331

16

22,521

6,680,675

１０か年計画
　領域Ⅱ－１　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進
　主な取組み　多様な保育サービスの拡充

次世代育成支援行動計画
　体系３　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

17

施策のコスト（決算）（千円）

21,636区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

6,569,6586,957,104

18 19



様式３

入園相談 （２０年度）

3302

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

26 43 71 61

0.88 1.44 2.33 2

98.1 98.3 98.3 98.5

95.8 96.1 96.5 97.5

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 36,590 36,272 36,882 37,319

概要

事業２

実績 376 346 333 304

概要

誰もが利用できる保育サービス

施策目標

選考基準に基づき、適正な入所事務が行われ、乳幼児を持つ親は待機することなく希望す
る保育園や幼稚園の利用ができている。

保育園や幼稚園の保育料等の督促、催告、口座振替の拡充などの対策が適正に行われ、高
い収入率が維持されている。

他自治体との受・委託数の均衡が図られ、待機児童数の減少に寄与している。

成果指標
と目標値

成果指標

認可保育園の待機児童数（翌年度
の4月1日現在）の減少（人）

認可保育園の待機児率（待機児童
数/入所児童数<4月>)の減少（％）

保育園保育料収入率の上昇・維持
（％）

区立幼稚園保育料収入率の上昇
（％）

現状と
課題

定員の弾力化や入所率の向上などにより、区民の在園児数は増加しているが、申込数がそ
れを上回る傾向にあるため、待機児童及び待機児率は増加している。また、建て替え民営
化が完了するまでは、定員の増が見込めず、逆に工事期間中の募集停止などにより一時的
に定員が減少するなど、当面は待機児童数及び待機児率を減少させることが困難な状況で
ある。

保育園保育料の収入率は、すでに高い水準に達しており、今後もさらに上昇させるよう努
めるが、これ以上上昇させることは極めて困難な状況である。また、税制改正に伴う所得
税の税率引き下げによる影響により、平成２０年度以降の保育料収入の減が見込まれるこ
となどから保育料の額や階層区分などの見直しが必要である。

区内認可保育園では、区外に居住する児童の受け入れも行っており、一方、区民を他区市
町村へ保育の委託を行っている。平成１８年度までは、委託数を受託数が上回っており、
近隣区との間に不均衡が生じている。

＜主な取組み＞

認可保育園入所事務

年間延在園児童数（人。区民）

認可保育園入所の受付け、障害児の判定会・審査会の開催、入所選考会の開催、入所後の
状況調査などの実施により、適正な入所事務を行うとともに、保育料の賦課・収納、未収
金対策事務も行う。また、地区別、年齢別などの待機児の状況を把握し、認証保育所の誘
導、家庭福祉員の増員、定員の弾力化などの待機児解消のための各種施策に必要な資料を
提供する。

区立幼稚園入園事務

区立幼稚園園児在園数（人。翌年度5月1日現在）

教育委員会との連携を図りながら、区立幼稚園入園事務を適正に行うとともに、入園料・
保育料の収納及び未収金対策事務も行う。翌年4月入園の募集に当たっては、ホームページ
等で事前に案内し、9月ごろに受付を行う予定。認定こども園への転換を予定しているみず
のとう及びやよい幼稚園については、幼児総合施設推進計画に基づき、前年度に引き続き
クラス数を縮小する。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

83,957 90,444 89,961

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　領域Ⅱ-１　　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進
　 主な取組み　多様な保育サービスの拡充

（２）次世代育成支援行動計画
　体系３　　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

区民一人あたりコスト（円） 272 294 291



様式３

民間保育 （２０年度）

3303

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

未実施 90 91 93

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 6,978 8,556 8,786 9,367

概要

事業２

実績 157 183 191 216

概要

多様で選択できる保育サービス

施策目標

区民は自分の就労形態やライフスタイルにあった保育サービスを、さまざまなメニューから
選択し、身近な場所で利用することができている。

認証保育所・保育室を利用する児童の保護者は、保育料にかかる保護者負担の軽減が図ら
れ、利用しやすくなっている。

成果指標
と目標値

成果指標

保育サービスに対する満足度（私立
保育園・認証保育所・保育室・課程
福祉員の在園児保護者アンケート）
の向上（％）

現状と
課題

民営化した５園の私立保育園のうち４園は区立保育園施設をそのまま使用しているため、将
来的には大幅な改修もしくは建替えの必要がある。そのうち、耐震評価でBランクとなって
いる1園については、計画的な改修の必要となっている。

家庭福祉員は、待機児の解消策として有効なものとして増員が求められている。この増員の
ためには、家庭福祉員への支援体制整備が必要となっている。しかし、定数に空きがないな
ど保育現場の実情から支援策実施について認可保育所の協力を得ることが難しい状況であ
る。

待機児が多くなっている地域において認証保育所が開設できるよう事業者を誘導し、待機児
解消につなげる必要がある。

＜主な取組み＞

児童の保育委託

区内私立・区外公私立保育園サービスを利用した延児童数

区内の私立保育園及び区外の効率保育園に対し、入所した区内在住児童にかかる保育経費を
支払うことでサービス水準を整え、利用者が選択しやすくしている。

家庭福祉員

家庭福祉員を利用した延べ児童数

児童の養育に技能と経験を有する家庭福祉員が自宅で家庭的雰囲気を特色とした保育を行う
ことで、待機児童の解消とともに就労と子育ての両立を支援している。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 1,859 1,812 1884 2,496

概要

事業４

実績 ― ― ― 180 190

概要

認証保育所

区内・区外の認証保育所サービスを利用した延児童数

東京都の認証保育所制度に基づいて認証された区内・区外の保育所に対し、入所した区内在
住児童にかかる運営費の補助を行うことでサービス水準を整え、利用者が選択しやすくして
いる。また、待機児が多い地域における認証保育所の開設を支援していく。

認証保育所等保護者補助

負担の軽減が図られた世帯数

認証保育所・保育室を利用する児童の保育料について補助を行い、保護者負担の軽減を図る
とともに待機児童を解消する。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

1,146,384 1,378,248 1,426,994

区の計画との関係

10か年計画
　領域Ⅱ－１　　　　さまざまなさ－ビスで支えられる子育て支援の推進
　おもな取り組み　 多様な保育サービスの拡充
次世代育成支援行動計画
　体系３　　　　　　　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

区民一人あたりコスト（円） 3,711 4,475 4,622



様式３

保育計画 （２０年度）

3304

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

未実施 78 82 88

未実施 87 87 93

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 5 7 9 9 10

概要

事業２

実績

概要

整えられる保育環境

施策目標

快適で安全な保育環境の整備を進めるとともに入所定員の拡大を図り、認可・認証等の保育
施設に入所することができている。

民営化を着実に進めることにより、限られた資源のなかで、様々な保育サービスの拡充が図
られ、区民が安定的に利用できている。

成果指標
と目標値

成果指標

認可・認証保育所における在園児保護者
の延長保育に対する満足度の向上（％）

希望した保育サービスを利用できている
と感じている保護者の増加（％）

現状と
課題

定員の弾力化等を進めているが、年度途中から、特に０～２歳児について待機児の増加が見
られ、認証保育所の誘致や、建て替え時の保育所定員の拡大を図りながら、待機児解消を
図っていく必要がある。

区立保育所の施設については老朽化が進んでいるとともに、地域の乳幼児親子が利用できる
施設や一時保育に対応できる施設構成になっていない。

民営化を進めることにより、限られた資源のなかで、現在の保育所定員を維持したうえで、
区立園を含めて様々な保育サービスを拡充したが、事業者の選定を含めて民営化には保護者
の理解と協力が必要である。

＜主な取組み＞

(仮称）新桃が丘保育園開設準備

民営化園数（箇所）

２１年度に開設する（仮称）新桃が丘保育園について、桃丘小学校施設における仮園舎を整
備し、仮園舎による運営と事業者との園児の引継ぎを行なうとともに、事業者による新施設
の建設を行う。

２２年度及び２３年度における区立保育園の建替え・民営化園の事業者選定

２２年度及び２３年度に建替え・民営化を行う新井保育園、南江古田保育園について、建設
及び設置運営を行う事業者を募集し選定を行なう。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

次世代育成支援行動計画（後期）策定準備

次世代育成支援対策推進法に基づき平成17年3月に策定した次世代育成支援行動計画（前
期）の計画期間が平成21年度に満了するのに伴い、平成22～26年度を計画期間とする後期
計画を平成21年度中に策定するにあたりニーズ調査等を行い基礎資料を整備し、後期計画
の検討を始める。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

17,686 198,565 50,479

区の計画との関係

１０か年計画
　領域Ⅱ－１　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進
　主な取組み　多様な保育サービスの拡充

次世代育成支援行動計画
　体系３　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

区民一人あたりコスト（円） 57 645 163



様式３

保育指導 （２０年度）

3305

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

未実施 88 91 93

未実施 92 93 95

未実施 86 79 86

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 未実施 88 91 93

概要

事業２

実績 1,656 1,695 2,198 2,300

概要

高い保育水準で運営される保育園

施策目標

区内のすべての保育園が高い保育水準で運営されている。

区内のすべての保育園が地域の子育て支援施設として機能している。

成果指標
と目標値

成果指標

保育サービスに対する満足度(区立
保育園の在園児保護者アンケート）
の向上（％）

集団生活の中で社会性の基礎が培わ
れていると感じている保護者の増加
（％）

子育てに肯定感を持つ人（乳幼児ふ
れあい体験参加中高生アンケート）
の増加（％）

現状と
課題

区内のすべての保育園で高い保育水準が確保されるよう努めているが、更なる利用者の立場
に立った保育サービスの提供を図るため、第三者評価の受診を推進し、客観的・専門的な評
価を受けていく。

子育て教室における体験者の参加が、区内の地域により偏りが見られるので、周知方法の工
夫を図っていきたい。

＜主な取組み＞

保育園運営指導

保育サービスに対する満足度比率（％）

区内のすべての保育園で高い保育水準が確保されるよう、保育園職員の資質向上を図る研修
や新保育所保育指針の周知、実務指導、安全で豊かな給食を確保する栄養指導、園児の衛
生・健康管理や事故防止に関する看護指導を行なう。

保育園子育て教室

子育て教室等参加者数（人）

乳幼児をもつ親の育児不安を解消するため、区立保育園において電話や面談による相談を受
け、保育体験の場を提供する。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 879 758 604 560

概要

事業４

実績

概要

乳幼児ふれあい体験事業

乳幼児ふれあい体験参加者数（人）

中高生が区立保育園において乳幼児とふれあう体験を通じて、親となるための準備と生命の
尊さや心身の発達について学習する機会を提供する。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

－ － 102,395

区の計画との関係

１０か年計画
　領域Ⅱ－１　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進
　主な取組み　多様な保育サービスの拡充

次世代育成支援行動計画
　体系３　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

区民一人あたりコスト（円） － － 332



様式３

幼児研究センター （２０年度）

3306

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

未実施 92 93 95

未実施 88 91 93

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績

概要

事業２

実績 11

概要

質の高い幼児教育と子育て

施策目標

中野区の子どもや子育ての現状と課題が把握され、新たな施策展開に寄与している。

区内の幼児教育関係者が幅広く連携して、質の高い幼児教育・保育を実践している。

地域の子育て支援力が向上している。

成果指標
と目標値

成果指標

集団生活の中で社会性の基礎が培わ
れていると感じている保護者の増加
（％）

保育サービスに対する満足度（公私
保育所等の在園児保護者アンケー
ト）の向上（％）

現状と
課題

１９年度４月に開設した幼児研究センターにおいて、子どもや子育ての現状把握のためにア
ンケートを実施し、調査分析に取り掛かり始めた。調査結果を施策の基礎資料として提供し
ていく。

幼児研究センターにおいて、区内の幼児教育関係者が幅広く交流、研鑚できる場としての合
同研究を開始した。合同研究参加園や分科会の拡大を図る必要がある。また、来年度保育所
保育指針と幼稚園教育要領が改訂されるので、両者の幼児教育の整合を図るための取組みが
必要となってくる。

幼児教育・子育て支援をする中で、子どもへの対応だけでなく、保護者や地域の養育力の向
上支援も求められている。また、幼児教育を担っている様々な施設従事者や、地域の子育て
支援グループなどが活動の中で遭遇する様々な困難に対して、適切な助言者の存在が求めら
れている。

＜主な取組み＞

子育て・幼児教育課題の研究

19年４月、幼児研究センター開設。
子どもの現状と課題についての研究
１９年実施したアンケート調査「中野区の子どもの生活や遊びの状況と意識に関する調査」
から抽出した課題について、追加調査をしていく。

幼児教育内容の合同研究の支援

合同研究開催回数（回）

２テーマ程度の分科会方式による固定メンバー継続型合同研究。
必要に応じて講演会などの全員参加型単発合同研究。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

保育アドバイザーとしての地域活動への支援

施設従事者、子育て支援グループへの助言等。地域の子育てネットワークづくりが進んだ段
階では、地域協議への助言なども行なっていく。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

－ － －

区の計画との関係

10か年計画
　領域Ⅱ－１　質の高い幼児教育・保育の実施
　主な取組み　①（仮称）子育て・幼児教育センターの設置

次世代育成支援行動計画
　 体系３    安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち
　　　取組みの内容  11  子どもたちがいきいきと学び、成長することができる教育環境を整備します

区民一人あたりコスト（円） － － －



様式３

認定こども園 （２０年度）

3307

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- - 周知
周知・推
進

- -
事業者
選定

改修工
事・子育
て支援事
業

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - 周知 周知・推進

概要

事業２

実績 - - 選定 事業・工事

概要

整えられる幼児教育環境

施策目標

保育・幼児教育の新たな選択肢となる認定こども園が区内各地に展開している。

区立幼稚園２園が民間の運営する認定こども園に転換している。

成果指標
と目標値

成果指標

区内で認定こども園になった園の数
〔中期〕

区立幼稚園２園の転換に向けた進捗
〔短期〕

現状と
課題

現在、区内の保育園・幼稚園等は、保護者の就労条件などにより利用上の制約がある。今後
は、就学前のどの子にも必要に応じて適切な幼児教育・保育及び子育て支援の機会を提供
し、保護者の多様なニーズに対応できる施設へと機能を拡充していくことが求められてい
る。

区立幼稚園４園が設置されて以来、幼稚園の需要が供給量に満たず、私立園が縮小し相対的
に公の割合が大きくなってきた。今後も一層の少子化と幼稚園需要の縮小が見込まれる一
方、０～２才の保育需要などは拡大している。

＜主な取組み＞

認定こども園の推進

幼児総合施設（認定こども園）を推進していくための行動計画である「幼児総合施設推進計
画」に基づき、制度周知を図りつつ、就学前のどの子にも必要に応じて適切な幼児教育・保
育及び子育て支援の機会を提供し、保護者の多様なニーズに対応できる認定こども園化を促
進する。

区立幼稚園の認定こども園への転換

・転換後の事業に委託し、子育て支援事業を実施
・認定こども園として必要となる施設改修工事（第１期）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

－ － －

区の計画との関係

１０か年計画
　領域Ⅱ－１　質の高い幼児教育・保育の実施
　主な取組み　２　乳幼児のための多様な保育や教育機会の充実

次世代育成支援行動計画
　体系３　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち
　　取組みの内容　11　子どもたちがいきいきと学び、成長することができる教育環境を整備します

区民一人あたりコスト（円） － － －


