
32 保育園・幼稚園 分野（22年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 26目標

1.44 2.33 4.78 4 0

43 71 144 120 0

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。

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（％）

成果指標
と目標値

認可保育園の待機児童数（翌年度の4
月1日現在）（人）

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。

成果指標

保育サービスに対する満足度（公私保育所
等 在園児保護者 ケ ト） 向上

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。

91 92 93 95 96

未実施 未実施 95 99 100

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。

と目標値

地域子育て支援事業が役立ったと感じ
ている利用者割合（利用者アンケー
ト）の増加（％）

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。２０年度から２１年度
にかけて待機児数は大幅に増加しており、待機児解消への対応が一層求められている。

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
ては中長期的な展望に立った民営化計画や耐震改修等の施設改築・改修計画に基づき施設整備を
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。

等の在園児保護者アンケート）の向上
（％）

連携の内容

区立幼稚園を転換した認定こども園の運営状況を検
証するとともに、私立幼稚園の認定こども園へ転換
を支援する。

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。

取り組み

認定こども園の推進

重点取り組み

22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

認証保育所・家庭福祉員の増設と連携保育所制度の導

連携により期待される効果

部内各分野、保健福祉
部、教育委員会事務局
との情報交換、企画調
整分野、基本計画分野
との調整

連携による成果

連携による実績

成果指標に対する効果

学校施設を含めた区有施設の活用が
適切に行われ、円滑に区立保育園の
建替え・民営化推進することができ
る。

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、待機児の減少も期待
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
の増員を図る。また、家庭福祉員の増員を図る体制
を整えるために、連携保育所制度の導入を進める。

中長期展望に立った民営化と新保育園施設建設の支援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。

中長期展望に立って区立保育園の民営化を計画的に
進めるとともに、民間事業者による新保育園の施設
建設及び運営を支援する。

18

8,380,279

27,141 28,842区民一人あたりコスト(円) 27,906

8,645,940

21

分野のコスト（決算）（千円）

19

8,995,243

20



様式３

保育計画 （２２年度）

3201

18 19 20 21 22目標 （達成度）

82 87 84 90 90

87 88 86 90 90

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 9 9 10 11 12

概要

事業２

実績

概要

待機児童が大幅に増加している。そのため、認証保育所の開設支援や園舎建替え時の定員
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。

区立保育園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、現在の定員を維持したうえで、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。また、保育園について新園の近隣地域住民に理解してもらう必要がある。

民営化園数（箇所）<私立園・指定管理者園　>

23年度に開設する（仮称）南江古田保育園について、事業者による新施設の建設を行う。

平成２５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

平成２５年度に建替え・民営化を行う沼袋西保育園について、建設及び設置運営を行う事
業者を募集し選定を行う。

＜主な取組み＞

（仮称）南江古田保育園開設準備

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
（％）
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割合
（％）

現状と
課題

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、区全体として、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。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

10か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　おもな取組み　多様な保育サービスの拡充

次世代育成支援行動計画（後期計画）
　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） 645 163 719

198,565 50,479 224,132
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21



様式３

区立保育園 （２２年度）

3202

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

91 92 93 95

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 2,396 2,407 2,249 2,130

概要

事業２

実績

概要

保育需要の増加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。

保育環境向上のため、１８年度から食器改善に取り組んでいるが、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。

各施設・設備の経年が高くなり、計画的な修繕を進めているが、老朽化のため快適な保育
環境の維持が困難な園も多い。

区立保育園平均在園児数（人）

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する。

＜主な取組み＞

区立保育園運営

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）
（％）

現状と
課題

安全で快適に過ごせる保育園

施策目標

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。

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。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　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（後期計画）
　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） 21,636 19,715 18,949

6,680,675 6,108,050 5,909,875
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21



様式３

幼稚園 （２２年度）

3203

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

96.8 97.2 96.2 99

- 84.2 86.4 65.6 60

2

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 346 333 299 269 160

概要

事業２ 私立幼稚園等保護者補助

実績 34,122 33,671 33,657 - 35,940

概要

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。

私立幼稚園の通園にかかる経費（保育料及び入園料）については公私格差是正措置を講じて
いるが、保護者にとって依然として大きな経済的負担となっている。

区立幼稚園在園児数（人。５月１日現在）

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。

延べ交付人員

私立幼稚園等に通園する幼児の保育料の一部補助　(月額１１,５００円）

＜主な取組み＞

区立幼稚園管理事務

成果指標
と目標値

成果指標

区立幼稚園が園内の環境美化に努
め、施設の整備や維持補修などの安
全管理を適切に行なっていると感じ
ている保護者の割合（％）
保育料や入園料のために経済的な負
担が重いと感じる保護者の割合〔長
期〕

区内で認定こども園になった園の数

集団の中で環境や遊びを通して育つ子ども

施策目標

子どもの発育や発達状況に応じて適切な教育環境が提供されている。

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。

現状と
課題

保護者は子育てにかかる経済的負担が重いと感じることなく幼児教育を受けさせられる。

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園が私立の認定こども園へ円滑に転換され、運営が開始されている。

18 19 20 21 ２２目標

事業３ 私立幼稚園等就園奨励費補助

実績 1,374 1,247 1,185 - 1,315

概要

事業４ 私立幼稚園入園料補助

実績 1,076 1,059 1,080 - 1,173

概要

事業５

実績 周知
周知・推
進

周知・推
進

周知・推
進

概要

事業６

実績 - 選定
事業・工
事

事業・工
事

転換・開
設

概要

区民一人あたりコスト（円） 1,773 1,833 2,399 －

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　主な取組み　多様な保育サービスの拡充、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（後期計画）
体系２　多様な援助に支えられる子育て家庭
体系３　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

・区立幼稚園２園を21年度末で閉園し、22年度から開設した学校法人運営の認定こども園に
対し、開設当初の運営が円滑に行なわれるよう、必要な補助を行なう。
・認定こども園として新たに利用者へ提供する機能に対し、類型に応じて必要な補助を行な
う。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

国基準による所得制限内にある保護者に対して、私立幼稚園等に通園する幼児の保育料等の
一部補助（６２，２００円～２９４,０００円）

交付人員

私立幼稚園等に入園した際に支払った入園料の一部を補助する。
（園児一人につき３０，０００円）

認定こども園の推進

21

547,504 567,847 748,117 －

20

・国において、運営者の利便性向上を含めた認定こども園制度改正の動きがあり、こうした
動向に注視しながら適切な情報提供に努める。
・併せて、区として認定こども園の支援策を検討する。

区立幼稚園の認定こども園への転換

交付人員



様式３

入園相談 （２２年度）

3204

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

98.3 98.3 97.6 98.5

96.1 96.5 97.0 97.5

96.8 97.5 96.8 97.5

16 16 20 21

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 36,882 35,829 36,484 38,628

概要

事業２

実績 346 333 269 160

概要

保育園の新設、定員の弾力化、高い入所率などにより、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。

保育園入園申込みの受付窓口について、平成２０年度は４箇所（地域子ども家庭支援セン
ター）増えて、区内２０箇所になった。今後、地域センターの窓口再編が予定される中、
地域における窓口を確保することが課題である。

保育園保育料の収入率は高い水準に達しているため、今後も高水準を維持するよう努め
る。また、税制改正(所得税の税率引き下げ)の影響により、平成２０年度以降の保育料収入
が減少傾向にあるが、２２年度税制改正(扶養控除廃止)の影響による保育料収入の増加見込
について、試算を行っていきたい。

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情報を
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。

＜主な取組み＞

認可保育園入所事務

成果指標
と目標値

成果指標

保育園保育料収入率（％）

区立幼稚園保育料収入率（％）

保育園入所率(％)

入園申込窓口数

現状と
課題

誰もが利用できる保育サービス

施策目標

保育園定員に対して高い入所率が維持され、 大限保育園が利用されている。

判りやすい入園案内や区報、ホームページによる案内が行われ、乳幼児を持つ親は安心し
て相談ができている。また、身近な窓口で入園の申し込みができている。

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。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　領域Ⅱ-１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　 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（後期計画）
　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） 291 301 309

89,961 93,351 96,494
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21



様式３

民間保育 （２２年度）

3205

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

80 82 72 90

92 93 92 90

94 95 91 90

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 8,786 8,828 10,201 12,400

概要

事業２

実績 191 148 222 260

概要

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。平成21年度中
に、家庭福祉員を支援できる「連携保育所」の制度を導入していく。

＜主な取組み＞

児童の保育委託

成果指標
と目標値

成果指標

希望した保育施設を利用している割
合（私立保育園・認証保育所・保育
室・家庭福祉員保護者アンケート）
（％）

現状と
課題

待機児解消策として、待機児が多くなっている地域への認証保育所の開設誘致を行うとと
もに、保護者が積極的に選択するよう誘導する必要がある。

民営化した７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、計画的な改修が必要となっている。

待機児の解消策として、家庭福祉員の増員も求められている。増員にあたっては、資格緩
和と労働負荷の軽減に向けた支援体制整備を行う必要があるが、現在の待機児状況から支
援を行うべき保育園側に協力の余裕がなくなっている。

施設利用の満足度（私立園保護者ア
ンケート）(％）

施設利用の満足度（認証保育所保護
者アンケート）(％）

多様で選択できる保育サービス

施策目標

区民に自身の就労形態やライフスタイルにあった様々な民間保育メニューが提供され、積
極的に選択されている。

民間保育施設において、区民ニーズに応える形で、適切に保育環境の維持、向上が行われ
ている。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 1,884 2,310 2,685 3,700

概要

事業４

実績 ― 231 272 320

概要

区の計画との関係

10か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１　　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　主な取り組み　多様な保育サービスの拡充
　　　　　　　　　　私立保育園の改築支援、認証保育所新規開設支援、家庭福祉員の充実
次世代育成支援行動計画（後期計画）
　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） 4,622 6,907 7,886

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）

18 19 20 21

1,426,994 2,140,100 2,459,394

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



様式３

保育指導 （２２年度）

3206

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

91 92 93 95

93 94 94 100

79 84 77 90

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 未実施 88 91 94

概要

事業２

実績 2,198 2,917 2,738 2,930

概要

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。

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。

＜主な取組み＞

保育園運営指導

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）
（％）

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割合
（％）

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）
の割合（％）

現状と
課題

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。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 604 486 453 500

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　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（後期計画）
　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） － 332 324

ー 102,395 101,077
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

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。

21

乳幼児ふれあい体験事業



様式３

幼児研究センター （２２年度）

3207

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

- - - （指標変更） 50

- - - （指標変更） 60

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 基礎調査課題調査詳細調査基礎調査

概要

事業２

実績 29 12

概要

中野の子どもや子育ての現状把握のため１９年度に実施した基礎調査及び、そこから見え
てきた課題について20年度以降に実施した詳細調査を調査報告書にまとめ、今後の保育施
策に生かしていく。

合同研究を立上げて１期目が満了となり、現在２期目の合同研究が実施されている。引き
続き、幼児教育の整合を図り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、
合同研究を実施していく。

子どもの現状と課題についての調査（3年サイクル）

子どもの現状と課題についての研究を３年サイクルで実施。１９年度に基礎調査として、
「子どもの生活や遊びの実態把握調査」を実施。そこから明らかになった課題のうち、２
０年度に「遊び」と「身のこなし」について調査し、２１年度に詳細調査を行って「子ど
もの身体づくりに関する調査報告書」にまとめる。調査結果は、今後の保育施策に生かし
ていく。

保育アドバイザーとしての地域活動への支援

幼児関連施設から保育アドバイザーへの相談件数
（件）

現在は、子ども家庭支援センターの子ども家庭相談員が保育アドバイザーを兼務し、幼児
教育関連施設からの相談に対応している。将来的には、子育て支援グループへの助言や地
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想定してい
る。

＜主な取組み＞

子育て・幼児教育課題の研究

成果指標
と目標値

成果指標

調査研究結果に基づく幼児教育・保
育の取り組み件数（累計・件）

小学校１年の担任からみた就学前の集団生活
を通して社会性の基礎が培われていると感じ
る子どもの割合（平均％）

現状と
課題

質の高い幼児教育・保育

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。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

10か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　主な取組み　幼児研究センターの運営

次世代育成支援行動計画（後期計画）
　 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） 96 48 71

29,776 14,765 22,093
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21
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