大田区における保活の現状と課題
アンケート調査報告 および 提言
「普通の親子が普通に保育園へ入れる大田区へ！」

２０１６年４月８日
大田区保育園情報コミュニティ
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1. はじめに
首都圏を中心に待機児童および負担の大きい保活（保育園入園活動）は社会的問題に
なっています。大田区も同様の状況にあり、復職を希望する親たちは多くの負担を感じ
ております。区として様々な取り組みを行ってくださっていることに感謝をした上で、
今後より実態にあった保育サービスを行っていただくために、保活の現状・課題を明ら
かにし、当事者として望ましい解決策を提言申し上げたく、このような機会を持たせて
いただきました。
2. 要旨
この春大田区で保活をした親が最も負担・不満を感じているのは以下 6 点です。
詳細は【3.アンケート結果】で紹介します。
(ア) 現在の保活の負荷の高さ
1.

妊娠中、出産直後の保活の身体的負荷

2.

保育サービス情報収集に必要な工数

3.

認可保育園の選考時期の遅さによる職場復帰・入園準備

(イ) 保活結果への不公平感
1.

認可外保育園以外の保育サービスを受ける人の経済的負担の高さ

2.

フルタイム勤務以外または高収入世帯の認可保育園指数の不公平感

(ウ) 区の取組への違和感
1.

低年齢向け託児先の拡充では解消されない不安・ニーズ

3. アンケート結果
i.

アンケート実施概要
2016 年 3 月 26 日～4 月 1 日
WEB アンケートにて 203 名の回答
（うち、集計に用いた有効回答数は 191 名分）
191 名の回答者の属性は、以下のようになっている。
性別
1.0%
4.2%
女性
男性
答えたくない

94.8%

3

今回（2016 年度 4 月入園）保育園入園申し込みを行った子どもの数
1.0% 0.5%
3.7%
1人
2人
2人(双子)

（無回答）

94.8%

保育園入園申し込みを行った子どもが何人目か
3.1%

1.0%
3.1%
11.5%

1人目
2人目
3人目以降

複数の子供について申し込み

81.2%

（無回答）

保育園入園申し込みを行ったクラス（年齢）
0.0% 0.0% 0.5%
1.6%

0歳児
1歳児

5.2%

2歳児

43.5%

4 歳児
5 歳児

49.2%

居住エリア

3 歳児

（無回答）

【ベース： 全体（N=191）】

2.1%
15.2%

調布、馬込地区
矢口、千鳥地区

12.0%

42.4%

大森北〜平和島地区
大森中〜羽田地区

（無回答）

28.3%

4

想定指数

【ベース： 全体（N=191）】

1.6%
8.9%

1.6%
8.9%

2.6%

20点以下
21点
22点

11.0%

23点
24点
25点以上
答えたくない

65.4%

世帯年収
【ベース： 全体（N=191）】

0.5% 7.3%
3.7%

0.5%

19.4%

22.5%

22.0%
24.1%

ii.

300万円未満
300万円以上600万円未満
600万円以上800万円未満
800万円以上1000万円未満
1000万円以上1500万円未満
1500万円以上2000万円未満
2000万円以上
答えたくない

アンケート結果（全体）
① ４月からの託児状況
アンケート回答者のうち 93%が何かしらの託児先に決定しているが、7％は
アンケート時点でいまだ託児先が未定である。認可保育園に入園することが
できているのは 38.2％のみである。また認可保育園にはいれなかった人の利
用予定の保育サービスとして最も多いのは、認証保育所である。
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エリア別に見てみると、認可保育園に入園する子どもの割合が多いのは大
森中~羽田地区や矢口・千鳥地区であり、大森北~平和島地区では認証保育所
や保育ママの利用割合が比較的多い。（当データは 4/7 区議会議員懇談会後に
追加した）

【 ベース：
全体（N=191）】
1. 調布、馬込地区
2. 矢口、千鳥地区
3. 大森北〜平和島地区
4. 大森中〜羽田地区
（無回答）
総計

1.
2.
3.
4.
5.
6.
認可保育 小規模保 家庭福祉 認証保育 定期利用 無認可保
園
育所
員（保育 所
保育事業 育所
ママ）
29.6%
42.6%
26.1%
65.5%
25.0%
38.2%

13.6%
3.7%
4.3%
13.8%
0.0%
9.4%

2.5%
1.9%
17.4%
6.9%
25.0%
5.2%

33.3%
33.3%
43.5%
3.4%
25.0%
29.8%

6.2%
11.1%
4.3%
6.9%
25.0%
7.9%

7.
8.
その他の 預け先が
保育サー ない
ビス・託
児先

3.7%
0.0%
4.3%
0.0%
0.0%
2.1%

1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.5%

9.9%
7.4%
0.0%
3.4%
0.0%
6.8%

託児先が決まっていない人の中には、
「退職」という対応を余儀なくされる
人もいる。少数ながら、決して無視することはできない。

育児休業を延長する人のコメントとしては、
「半年のみ育休延長可能
な為、しかし半年以内に決まらなければ退職しなければならない。
（調布・
馬込地区／0 歳）」
「近隣に頼れる親戚はおらず、認可・認証を含め保育園
は全滅だった為やむを得ず延長せざるをえなかった。（矢口・千鳥地区／
1 歳）
」
、退職を余儀なくされる人のコメントとしては、
「昨年秋に既に育
休延長済みなので、退職せざるを得ないと思います。悔しいです。
（調布・
馬込地区／1 歳）」
「会社の育休期間がおわり、預けられる場所もないため、
退職せざるをえない。
（矢口・千鳥地区／1 歳）」といった声が挙げられた。
② 今後の認可保育園への申し込み意向
認可保育園以外の保育サービスの利用が内定している人のうち、半数以上
が今年度中に再度認可保育園への申し込みを行う意思がある。

6

認可保育園への申し込みを今後考えている人の理由としては、「認可外保育園
の保育料が高いこと」
、
「保育園の設備に不満があること」、「今の園では 3 歳
以降保育が受けられないこと」等が挙げられた。
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③ 適正だと感じる保育料
適正だと感じる月額保育料については、3 万円以上 5 万円未満が最多となっ
ている。多くの認可外保育サービスの月額利用料金が 5 万円を超えることを
踏まえると、②の認可保育園申し込み意向理由と同様、経済的負担を高いと感
じる層が一定存在することがうかがえる。

④ 利用したい保育サービス
保育料が適正だと感じる金額だったとして、利用したい保育サービスを聞
いたところ、小規模保育所、定期利用保育、保育ママなど、期限付きの保育サ
ービスの利用希望は少なくなっていた。小規模保育所の対象ではない 0 歳児
を分けて分析した結果においても、同様の結果であった。
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⑤ 保育サービスの選択時重視する点
保育サービスを選択する際に重視する点（複数回答）として最も多く挙げら
れたのは、
「自宅や職場からのアクセスの良さ」であり、この点は最重視点と
しても他の項目と差をつけて高い。
「保育時間（１日のうち何時から何時まで
預けられるか）
」
、
「保育期間（何歳から何歳まで預けられるか）」については、
複数回答では重視していると答えつつも最重視点としては挙げていない人も
多く、
「重視したいがその点を優先すると子どもを保育園に入れられない」と
いう状況が推測できる。

⑥ 保活の開始時期
半数近くの人が、妊娠中および産後三ヶ月未満という早期に保活を開始し
ており、身体的な負担が大きかったであろうことがうかがえる。
産後3ヶ月より
前： 47.4%

『保活』開始時期
【ベース： 全体（N=191）】

50%
40%

35.3

30%

22.6

20%

16.8

12.1

10%

3.2

7.4

2.6

0%
妊娠中

産後
3ヶ月
未満

産後
4~6ヶ月
未満

産後
7~9ヶ月
未満
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産後
産後
10~12ヶ月 1年以上
未満

特に
『保活』は
していない

⑦ 問い合わせを行った保育サービスの数
認可保育園、認証保育園ともに、3~5 件の問い合わせ、見学を行った人が多
く、全体の 4 分の 1 以上はともに 6 件以上の問い合わせを行っていた。逆に、
子どもの年齢制限による要因も考えられるが、小規模保育所やその他保育サ
ービス（保育ママ、定期利用保育等）への問い合わせ、見学は行っていない人
が多い。
電話問合せをおこなった数

【 ベース：
全体（N=191）】

見学に行った数

電話問合せ/見学をおこなっていない
３件以上６件未満
１０件以上１５件未満
２０件以上

0%

25%

50%

３件未満
６件以上９件未満
１５件以上２０件未満

75%

100% 0%

25%

20件
～

1～
2件

50%

75%

100%

認可保育園

小規模保育所

認証保育所

幼稚園

その他保育サービス

※具体的数値は下表を参照
【 ベース：
全体（N=191）】

0件

1～
2件

電話問合せをおこなった数
3～
6～
10～ 15～
5件
9件
14件 19件

0件

見学に行った数
3～
6～
10～
5件
9件
14件

15～
19件

20件
～

認可保育園

17%

16%

37%

18%

9%

1%

1%

14%

21%

39%

19%

7%

0%

0%

小規模保育所

71%

19%

8%

1%

1%

0%

0%

74%

22%

4%

1%

0%

0%

0%

認証保育所

13%

17%

31%

16%

12%

3%

7%

18%

21%

31%

15%

9%

3%

2%

幼稚園

93%

6%

1%

0%

0%

0%

0%

93%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

その他保育サービス

61%

26%

10%

2%

1%

0%

1%

67%

23%

9%

1%

0%

0%

1%

⑧ 保育サービスの決定時期
利用する保育サービスが決定した時期は、半数近くが入園予定時期の１ヶ
月前以降という時間的に余裕のないタイミングであった。
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利用保育サービス内定時期
【ベース： 全体（N=191）】

45.5

50%

入園1ヶ月前時点で
未定： 47.7%

40%
30%

23.6

16.8

20%
10%

1.6
0%

7.3

5.2

入園
入園
6ヶ月以上 4～6ヶ月
前
前

入園
1～3ヶ月
前

入園
入園
2～4週間 2週間
前
未満

未だ
決まって
いない

⑨ 保活で大変だったこと
保活で大変だったこととして挙げられたのは、大きく分けて多い方から「妊
娠中など早期から役所および保育園に足を運ばなければならず身体的負担が
多かった」、「認可外保育園の情報や申し込み手続きが一元化されておらず負
担が大きかった」
、
「認可保育園結果発表の時期が遅く、その後の活動や復職に
支障が出た」といった声が挙がった。
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iii.

アンケート結果（フリーコメント）

有効回答 191 名中、70 名からコメントを得た。多かった声としては、
「認可外保育園の申
し込み・管理一元化希望」
「選考基準指数、調整指数への不満」
「3 歳以降の保育園枠への不
安」
「認可外保育料への補助希望」
「IT を用いた情報提供希望」
「認可保育園結果発表が遅い」
「高収入家庭への不公平感」等が挙がっていた。多くの声は、これまでに見てきた本アンケ
ートの定量データで多く出ていた声と一致すると考えられる。「選考基準指数、調整指数へ
の不満」
「高収入家庭への不公平感」といった、認可保育園入園基準関連の不満については、
定量データでは拾いきれていなかったが、多く挙げられていたため、今後さらなる調査検討
が必要になると考えられる。
結果として、
「大田区での子育てを考えられない」といった区民減少につながる声や、
「二
人目以降の出産をためらう」といった少子化につながる声も複数挙げられていた。
フリーコメント詳細については、報告書最後に添付した「6.（付録）フリーコメント詳細」
を参照されたい。
iv.

アンケート考察
アンケート全体結果からは、現在の保活およびその結果に対して３つの声を聴くこと

ができると思います。まずアンケート全体結果の⑥⑦⑨およびフリーコメントからは、
保活の時期や情報収集にあたっての負荷の高さ(ア)、アンケート全体結果②③④および
フリーコメントからは、認可保育園の承諾に至らなかった親たちの不公平感(イ)が、そ
して④およびフリーコメントからは、区が注力する小規模保育園の拡充に対して、親た
ちはそれを望んでいない可能性(ウ)が示唆されています。
まとめると以下の通りです。
(ア) 現在の保活の負荷の高さ
1.

妊娠中、出産直後の保活の身体的負荷

2.

保育サービス情報収集に必要な工数

3.

認可保育園の選考時期の遅さによる職場復帰・入園準備

(イ) 保活結果への不公平感
1.

認可外保育園以外の保育サービスを受ける人の経済的負担の高さ

2.

フルタイム勤務以外または高収入世帯の認可保育園指数の不公平感

(ウ) 区の取組への違和感
1.

低年齢向け託児先の拡充では解消されない不安・ニーズ
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4. 提言
以上、アンケート結果から、大田区の保活を取り巻く現状と課題が抽出された。各課
題については、以下のような具体的アクションにつなげていただくべく、提言をさせて
いただく。

普通の親子が普通に保育園へ入れる大田区へ！
（ア）現在の保活の負荷の高さ
1.

妊娠中、出産直後の保活の身体的負荷
⇒Web での認可保育園ボーダー指数公開など、IT を用いた保育園情報の
提供を積極的に推進する。

2.

保育サービス情報収集に要する膨大な工数
⇒認可外保育園の情報や申込手続きについても、認可保育園同様、区役所
で情報の集約・一元化を行う。

3.

認可保育園の選考時期の遅さによる職場復帰・入園準備への悪影響
⇒認可保育園の選考結果発表時期を早める。

（イ）保活結果への不公平感
1.

認可外保育園以外の保育サービスを受ける人の経済的負担の高さ
⇒利用者の保育費用の軽減につながるよう、認可外保育園利用者へのク
ーポン提供や、保育園自体への補助金増額を行う。

2.

フルタイム勤務以外または高収入世帯の認可保育園指数の不公平感
⇒指数決定の基準（なぜフルタイム勤務でないと不利なのか、なぜ高収入
家庭だと不利なのか、等）を認可入園希望者に向けて理解が進むよう説明
責任を果たす。時代に即していない等、不適切な基準がないかを改めて検
討する。

（ウ）区の取組への違和感
1.

低年齢向け託児先の拡充では解消されない不安・ニーズ
⇒短期的には、託児期限終了後の見通し（小規模保育園を卒園した 3 歳
以降に十分な受け皿がある見込みがあるのか、等）をしっかりと利用（予
定）者に向けて説明する。中長期的には、就学前まで安心して子どもを預
けることのできる保育施設が増えるよう対策を行う。

以上、提言させていただいた各アクションについて、区においても何卒検討をいただ
き、適宜進捗状況について機会を設けディスカッションさせていただきたい。
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5. 連絡先
大田区保育園情報コミュニティ 主催者
氏名：渡邊麻奈美
電話番号：090-3627-8029
メールアドレス：s.manami1030@gmail.com
6. （付録）フリーコメント詳細
有効回答 191 名中、70 名からコメントを得た。以下、声の多かった内容の順に、コメン
トを原文のまま掲載する。コメントのあとに記載した（ ）内の回答者情報は、
（地区・子
どもの本年 4/1 時点での年齢・本年 4 月からの託児先）となっている。また、内容によって
は、1 回答者の意見を分割して掲載している場合がある。
認可外保育園の申し込み・管理一元化希望
●定期利用保育の申し込みをしたが、これも「申込方法は各保育園に問い合わせてください」
ではなく、区役所がまとめて聞いて書類に記載すればいいのではないか。保育園も同じ電話
対応をすることになりたいへんだと思う。あと、区の斡旋ならばフォーマットをそろえてほ
しい。／

一度の申込で区の管轄の保育サービスには申込みたいものに申込ができるよう

にしてほしい。認可/保育ママ/定期利用保育、それぞれ申込方法と時期が違い、把握するの
も申込のために何度も足を運ぶのもたいへんだった／

認証保育園の情報をもっとわかり

やすくまとめてほしい。
（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
●なんとか認証保育園に入ることができたものの、この先認可保育園に転園出来るのか、二
人目の子供が出来たらまた同じ努力と無駄なお金が発生するのかと思うと不安でなりませ
ん。保育士の確保、保育園の増設ももちろん望みますが、認可保育園と認証保育園の管理一
元化にまずは取り組んで頂きたいです。
（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
●今回ギリギリのタイミングで預け先が決まったが、それまでは今後の預け先を確保する
ために認証保育園をもっと範囲を広げて探したり、幼稚園の情報も集めていたが、いつまで
保活をすればいいのかと不安ばかりだった。
保活をやったことはよかったとは思うが、いまの保活は保護者だけでなく区役所も認証、無
認可、その他保育サービスに従事する人たちにものすごく手間と無駄な時間とコストをか
けさせていると思う。 （大森北〜平和島地区、1 歳・区内認証）
●認可、認証、定期利用、幼稚園等、保育サービスを一元化し、申し込みも発表も一元化す
べきだと思う。
（矢口、千鳥地区・0 歳・定期利用保育）
● 認可と同じように認証保育園も一括で取りまとめて募集する仕組みがあれば、余計なお
金の入金や、同じような内容の入園申込書を何枚も記入して園に持参する手間が省けると
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思いました。
認可保育園を十分確保するのに時間がかかるのは理解していますが、保活の無駄な労力を
減らすための仕組みづくりも並行して進めていただきたいです。 （調布、馬込地区・1 歳・
区内認証）
●認証保育園の申し込みを一元化出来ないものでしょうか？認証保育園の存在意義にも関
わる問題かと思いますが、いちいち電話で問い合わせが必要で、申し込み締め切りや発表の
時期もまちまちで、
非常に効率が悪いです。確実な内定のためには多数の申し込みが必要で、
そのことが３月末まで辞退者が続出する状況を作っていると言えます。（矢口、千鳥地区・
0 歳・区内認証）
選考基準指数、調整指数への不満
●3 歳児の申し込みの際、保育園の見通しが厳しいので幼稚園を併願をしたら、兄弟同時申
し込み(0 歳兄弟有りで 4 月入園を同時申し込み)の加点を取り消すと言われた。無認可保育
園や認証保育園を併願するのは問題ないのに、なぜ幼稚園併願だと兄弟加点がなくなるの
か、後々考えてみると納得がいかない。
（調布、馬込地区・0 歳・認可）
●現在保育サービスを必要としている家庭は、収入や保育施設の預かり状況、家族の疾病な
ど、現在の制度で加点されるような物差しでは測れない多様な状況です。そのような状況の
なかで、倍率の高い認可保育園を調べ、見学し、申し込み、不承諾され、認可外の保育園を
探すことは、大きな矛盾を抱えています。
・保育サービスを必要としている家庭に十分な定員の保育所の設立
・認可保育園の保育サービスの質の担保／保育園教員の待遇の見直し
・保育サービスを受けるために必要な加点制度の見直し
をお願いすると共に、時代に即した制度への改訂をお願いいたします。 （調布、馬込地区・
1 歳・区内認証）
● 今の認可の選考基準では、認可以外に保育施設に預けているとポイントが加点される仕
組みだが、それだとどこにも預けていない人はいつまでたっても預け先が見つからない可
能性が高い。
既に認可以外の施設に預けており、経済的に保育費用を払う余裕のある家庭は、
加点しなくても良いように思います。一人でも多くの方に預け先の枠を譲って欲しいです。
（矢口、千鳥地区・0 歳・区内認証）
●産休のかたもパートで４月から正社員に決っている人も同じ点数にすべきだと思います。
産休の正社員さんが４月から子供の保育してもらわなければ社員として残れないのと一緒
でパートで４月から正社員に決っている人も子供を保育してもらわないと仕事を失うとい
うことと、同じだと思うからです。
まとめると保育を必要としてる時間と始まりははほぼ一緒にもかかわらず、就労証明書に
は現在のことしかかけないためどうしてもこれから正社員にかわることが決っている人に
はフリな点数だと思うからです。
（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
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●指数の基準を見直しして欲しいです。非常勤の指数、兄弟加点など。 （調布、馬込地区・
0 歳・区内認証）
●保育園を増やす事と保育士の給料引き上げ、何卒よろしくお願いいたします！
選考方法について。フルタイム＋加点でないと認可入園は厳しく、求職中やパートタイム勤
務はほぼ無謀に思えました。(大田区に限らず他区もですが。)
急遽生活困難になり今から働きたい。妊娠を機に仕事を辞めざるを得なかった。持病のため
長い時間働けないなど様々な理由があっての勤務状況だと思います。
フルタイムとパートタイムでの点数にここまで差が出てしまうと始めから入園の希望が持
てません。もっと保育の必要性を重視した選考基準であればと思います。
（大森中〜羽田地
区・1 歳・小規模）
3 歳以降の保育園枠への不安
●三歳時の壁、転園問題を早く解決してもらいたい。（矢口、千鳥地区・1 歳・未定）
●小規模保育所に決まったのですが、小規模だけでなく認証保育所も二歳までのところも
多く、3 歳のときの転園が今から不安です。定員見込みなどを早くから情報開示してほしい
です。
（大森北〜平和島地区、1 歳・小規模）
●小規模保育所を増やしていますが、2 歳以降の受け皿はどうするのか、責任と危機感を持
って対応頂きたいです。
（調布、馬込地区・1 歳・小規模）
●小規模保育所を増やして待機児童を減らすのも大切なことだが、就学前まで安心して預
けられる保育環境の整備をお願いしたい。（大森北〜平和島地区、1 歳・区内認証）
● 認可で 3 歳児クラスの受け皿を増やしてほしい。 0 1 2 歳児クラスの事ばかり考えてい
る（ 大森中〜羽田地区・2 歳・定期利用保育）
認可外保育料への補助希望
●認証や無認可しか入れなかった人への補助金を増やしてほしい。（調布、馬込地区・1 歳・
区内無認可）
●せめて 22 点の人は全員入れるようお願いします！！もしくは小規模、認証に必ず入れる
ような仕組みつくりを願います。認証保育園通園への補助金も他の区に比べ手厚いとは言
えません。
（調布、馬込地区・0 歳・区内認証）
●保育園に入れず、延長保育のある幼稚園にいれた場合、補助を出してもらいたい。
（矢口、
千鳥地区・1 歳・未定）
● 認可や定期利用が不承諾でした。認証保育園へ入園します。認証保育園の補助金をふや
してほしいです。毎月 6 万円の負担がかなり大きいです。せめて認可と同額くらいにして
ほしい。また認証園を認可にするなどの対策を早めて頂きたいです。 （調布、馬込地区・
1 歳・区内認証）
●認証保育園の入園料の補助（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
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IT を用いた情報提供希望
●前年度のボーダー指数をなぜ問い合わせさせるのかわからない。私はひたすら電話で問
い合わせたが、2 年分あると言われたり 3 年分答えられると言われたり人により対応がマチ
マチ。pdf を一つネットに開示すればお互いに仕事が減るのではないか。何百件とあるであ
ろうその電話対応にもお給料が発生してると思うとモヤモヤする。
（矢口、千鳥地区・1 歳・
区内認証）
●各保育園の状況は、HP でもっと公開してください。IT を利用して、入れる園のシミュレ
ーションできるサイトを作ってください。そうすることで随分保活が楽にわかりやすいも
のになります。
（矢口、千鳥地区・1 歳・認可）
● 指数をネット上に公開しないのはなぜですか？保育サービス課へ子どもを連れていくこ
と、電話での問い合わせが必要なこと、会社を休んでまで保育サービス課に行くことは、と
っても負担になりますので、ネット上に公開することを強く要望します。
（調布、馬込地区・
1 歳・認可）
● 申し込みをできるだけオンライン化して欲しい。
（基本オンライン、希望者だけ書類など）
（調布、馬込地区・1 歳・定期利用保育）
認可保育園結果発表が遅い
●23 区内でも大田区はとりわけ認可の発表期間が遅く、補助が少ないです。もっと早く結
果がわかれば認証の見学に猶予があります。もっと認証の給付額を増やせば認可との差も
無くなるとおもいます。ただ単に園の数を増やすだけでなく、色んな保育形態で預ける側が
選べる保育環境を整えて欲しいです（矢口、千鳥地区・1 歳・定期利用保育）
●やはり、1 次選考、2 次選考がギリギリすぎるので少しでも早めに結果と対策をしてほし
い。結果がでなければ待つしかないので不安が増すだけ。
どうかお願いします‼︎（調布、馬込地区・1 歳・小規模）
●他の区に比べて、認可保育園の結果発表が遅いです。改善してください。認可の発表に合
わせて、認証保育園や定期利用保育の結果発表も遅くなります。
現時点で保育先が見つかっておらず、このままだと 4 月に退職となりそうです。本当に困
っています。
（調布、馬込地区・1 歳・未定）
● 認可園の結果発表をもっと早めてほしい。早生まれの子に関しては別枠で対応するなど
工夫してほしい。
各産院と連携して、出産予定の人数を把握し、適正な保育園の数の運営をしてほしい。（調
布、馬込地区・0 歳・保育ママ）
高収入家庭への不公平感
●世帯年収が高いと不利なのは、税金を多く支払っているのに腑に落ちないと思います。世
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田谷区では、認可に入れる際に、年収の高い方と低い方を交互に入れていると聞きました。
金額を多く支払ってもいいので、希望の認可に入りたかったです。
（調布、馬込地区・2 歳・
区内認証）
●多くの税金を払っている家庭の子が保育園に入れず、入園できたとしてもさらに多くの
保育料を払わないといけない状況が納得いかない。保育料は一律にしてほしい。保育園を増
やすだけでなく保育士の質も維持・向上してほしい。（矢口、千鳥地区・0 歳・区内認証）
●大田区の保育制度は高所得者に非常に厳しいです。一定の住民税を納めている以上、子育
て支援を受ける権利があります。認可保育園のキャパがあることは理解してるので、認証保
育所やベビーシッターサービスの補助を検討願います。
（調布、馬込地区・0 歳・区内認証）
● 認可保育園の審査基準に年収は除外して欲しい。税金を多く納めているにも関わらず、
不利なのは納得がいかない。
（矢口、千鳥地区・0 歳・託児取りやめ）
認可外保育園の充実を希望
●認可保育園を増やすのは難しいと思うので、保育ママや認証保育園が増えればいいなと
思ってます。
（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
● 認定こども園を作ってほしい。働きながら預けるが、保育だけでなく幼稚園のように教
育をやってもらいたい。
（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
●保育士さんに十分なお給料を用意し、続けたいと思うような環境にしてあげること。保育
士の人数を増やして個人の負荷を軽くすること。また、幼稚園の時間延長保育と長期休暇の
預かり実施を早急に実現して欲しいです！（大森北〜平和島地区・1 歳・保育ママ）
特定地域の保育園不足への不満
●結局、認可に内定をもらうために認証に 0 歳児で預ける方が増えているので、認可の 0 歳
児枠を増やした方がいいと思います。マンションが増えているので、仲池上 2 丁目地区に
認可保育園を作っていただきたい。
全認可保育園でリトミックを取り入れてほしい。
（調布、
馬込地区・0 歳・認可）
●調布地域に認可保育園、幼保一体の認定こども園を作って欲しい。この地域は近隣住人
(老人)の建築反対運動があると太田区役所の人が話をしていたそう。延長保育のある幼稚園
も増えると良い。(料金が保育園並に安くないと意味がないが。)小規模保育園を増やしても、
３歳以降預ける保育園が少ないので、待機児童が減らないと思う。幼稚園や小学校、児童館
などの空き部屋に保育施設を作る事はできないだろうか？
先日、世田谷区長がテレビに出ていたが、世田谷区は今年度以降、認可保育園をたくさん増
やす計画があるとの事。世田谷区も近隣住人(老人)の猛反発があるようだが、区長はそれを
跳ね返す勢いで認可保育園建設を推し進めているように感じた。世田谷区長は待機児童対
策に本気であると思う。太田区長は待機児童対策に本気であると感じない。危機感を持って
欲しい！（調布、馬込地区・1 歳・小規模）
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●保育園も大変ですが分娩場所も減っていて分娩難民もでてる現状をどうにかして欲しい
です。また、個人的なことですが大田区北馬込の端に住んでおり保育園選びで家から一番近
い認可でもあるいて 25 分以上かかります。毎日のことで小さい子供を連れて通うのは大変
なのでもう少し近い場所に保育園がほしいです（調布、馬込地区・1 歳・小規模）
区職員対応への不満
●区役所で申請書を提出した際、保育が必要な理由をより詳細に別紙に記載して合わせて
提出したのですが、受理してくれた方が奥のスタッフとその手紙を見ながら笑っている様
子が見れ、実情はわかりませんが、とても不快な思いをしました。こちらは保活が厳しい現
状を知り必死になっているのに、嘲笑われているように感じました。区役所の方の対応もよ
り真剣に、親身になっていただきたいと思います。
（調布、馬込地区・1 歳・区内認証）
●認可保育園の一次選考の時にもっとアドバイスが欲しかったです。何も分からずただ家
から近い順に希望を出して落選しました。初めての保活で個人で情報収集をするには限界
があります。もっと親身になって対応して欲しいです。 （調布、馬込地区・1 歳・定期利
用保育）
●保育サービスアドバイザーに何度か聞きに行ったが、有効な対策とかは教えてくれなか
った。
「いろんな保育園があります。保活を楽しんでください」とのアドバイスを受けたが、
保育園が決まるまで地獄だった。母と子の貴重な育児休暇を返して欲しい。 （調布、馬込
地区・0 歳・区外認証）
年度途中入園が難しい
●2 月下旬産まれの子供の保活をしたのですが、0 歳児 4 月入園が不可能にもかかわらず、
もっとも厳しいといわれている 1 歳児 4 月枠に加点などの緩和措置がないという事実に最
初は本当に絶望しました。認証保育園も産まれてからの先着順が多く、早生まれの子供はそ
れだけで大変なハンデを追っています。この早生まれ問題にも、なんとかご対応いただきた
いと心から願う次第です。
（矢口、千鳥地区・1 歳・定期利用保育）
●本来であれば満 1 歳までの育休を希望していましたが、4 月入園でないといつ仕事に復帰
できるかわからないというこの現状のために生後 7 ヶ月での職場復帰を決意しました。長
く子どもと過ごしたいという想いから、4 月入園のために産む時期まで考えなければならな
いし、途中入園が叶わないこの現状はとても不条理でなりません。せめて一定数の途中入園
枠を設けるなり、行政側からの働きかけを希望します。
（調布、馬込地区・0 歳・認可）
区の保育関連計画のわかりやすい提示を希望
●今住んでいる地域が好きなので、ぜひ保育園環境を整えていただいて、これからも大田区
に住み続けたいと思っています。保育園問題について、地域ごとに区が抽出している課題、
そしてそれを解決するために検討している対策を、わかりやすいよう提示していただける
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と、
今後の家族計画も立てやすく、
安心して大田区に住めます。
よろしくお願いいたします。
（調布、馬込地区・0 歳・区外無認可）
●妊娠・出産・育児において、区が保育園入園希望者の見込み数を把握するなど、実態に沿
った策を打つための調査をされている感じはしませんでした。我が家は幸い認証保育園に
入れましたが、3 歳児からの預け先は見えていないままです。今年なんとか小規模・認証な
ど 2 歳児までは預かってもらえる園に決まった人のほとんどは、2～3 年後 3 歳になるとき
に認可保育園に申し込むと思います。そして、5 年後小学校に進学するころには学童保育が
必要になります。そのような見込みも踏まえた対策をお願いしたいです。そして、対策が打
たれることになったらば、その旨をお教えいただきたいです。馬込付近に来春認可保育園が
いくつか新設されるとお聞きしましたが、マンションや大規模な社宅が建設中なので、きっ
とまた“激戦”となるのでしょう。子供を保育園に預けることが“激戦”と言われましたが、
本来“戦い”と称されるのはどうかと思うところです。今回の“保活”を通して不安しか感
じないので、大田区では子育てするのは難しいのかと今のところ思っています。
（調布、馬
込地区・0 歳・区内認証）
その他
●説明会を開いてほしい（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
●0 歳児で申し込める選択肢が少なく、認可保育園に落ちてしまい、認証保育園も空き待ち
の順番がかなり先だったため、遠方の保育園も含めて探さなければならなくなり、負担が重
かったです。区を横断した保育園探しのサポートをお願いしたいです。（矢口、千鳥地区・
0 歳・保育ママ）
● １歳で認可に入れず、定期利用を利用。この 4 月から２歳で認可に、入れましたが、ま
た慣らし保育を求められました。かなり強い口調で。すでに復帰していて、ただでさえ休み
がち、昨年も慣らし保育で休んだのに、かなり困る。園によって慣らし保育ゼロのところも
あるし、
そもそも働いているのに、
保育料も払ってるしおかしい制度。区が指導してほしい。
同じく認可内定後、説明会、オリエンテーション、健康診断と全て平日の 10 時以降、3 日
間。半日休みも出来ず困った。育休復帰からを想定しての設置日だろうが、これだけ認可に
入れないで、復帰してやっと認可に入れる状況の人が多いのに、この対応も変えてほしい。
区が指導してほしい。
（矢口、千鳥地区・2 歳・認可）
●1 人目だから認可は諦める、なんておかしい。2 人目なら一緒の園に入れないかも、と心
配しなければならないなんておかしい。児童館では保活について不安の声しか聞きません
でした。どの保育園に入りやすいかだけに注目しなければならず、保育方針を吟味して保育
園を選ぶなんて、夢の夢で絶望しました。
安心して日中預けられる保育園の整備をお願いします。健やかに子育てして全力で働きた
いだけなんです。
（矢口、千鳥地区・0 歳・区内認証）
●アレルギー対応を小規模保育園でもきちんとして選択肢を広げてほしい。
（調布、馬込地
20

区・1 歳・区内無認可）
● こちらのアンケートを業務的に受け取るのではなく、作成者、回答者の心の叫びとして
受け取って頂きたい。
（調布、馬込地区・0 歳・区内認証）
●これ以上小規模を増やすなら 0 歳から 2 歳は全員小規模、認可は 3 歳から利用としてく
ださい。それでも認可園の足りないエリアは既存の認可園、小学校、中学校の園庭や校庭に
仮設を建てて対応してください。少子化に向かっている中、新しい建物を一から作るのは不
毛な事だとわかっています。だから仮設で対応でも構わないと思うのです。被災地など仮設
で暮らす園児も多く、そもそも学校は避難場所も請け負ってるはずです。一番安全な場所な
はずです。今の状況は一部の世帯が税金がふんだんに使われている公共施設、サービスを独
占しているだけです。
（調布、馬込地区・1 歳・区内認証）
●どうでもいいから、本当に保育園に入れたい。本当に勘弁してほしい。
（大森中〜羽田地
区・1 歳・定期利用保育）
●区のスタッフに「目黒線沿線は共働き世帯が多い割に保育所が少ない」と言われた。そう
いう自覚があるならもっと保育所を増やすか、近接の区に減点なしで応募できるようにし
たりアクションをとってほしい。
（調布、馬込地区・1 歳・区内認証）
●区役所の方は、他人事です。自分の担当地域で、入所できない人がいる場合は、ペナルテ
ィが発生するなど、その位切実で、一緒に考えて頂きたい。それくらい、皆困っている。
（矢
口、千鳥地区・0 歳・区内認証）
● 今回は幸いにも入園することができましたが、入園できなかった方のことを思うと、心
から喜ぶことができません。
どうか、
これから生まれてくる子供たちとその家族のためにも、
待機児童問題に真摯に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願い致します。（大
森中〜羽田地区・0 歳・認可）
●潜在待機児童がものすごい数にのぼることが明かされたので、認可保育園の増設計画を
抜本的にあらためてほしい。小規模や認証では補えないというのが実感。また、民営化で保
育内容がよくなったケースと、まったくダメになったケース両方をきき、保護者としてはど
ちらにころぶかわからないというのがとても不安。区が保育内容や、安全面などに責任をも
ってほしい。
（大森中〜羽田地区・0 歳・認可）
● 働きたい母親が仕事を無理せず続けられるよう、安心して子供を託せる居場所を増やし
てください。
無理なことではないはずです。いま、これだけ保育園か問題になるということは、それだけ
必要とされているのです。女性が働きたいという意欲をこれ以上、台無しにしないでくださ
い。これから出産するであろう若い世代に辛い思いをして欲しくありません。待機児童にカ
ウントされなくても、不本意ながら育休を延ばしたり、仕事を一旦やめた人は多いと思いま
す。統計上の数字は減っても、それは解消したのではありませんよね。あきらめて、個人レ
ベルで不利益を耐える人があまりに多いです。（調布、馬込地区・0 歳・未定）
●入れる様に改善と保育料の見直しをお願いします。（ 大森中〜羽田地区・1 歳・認可）
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●入園した点数を人数まで教えて欲しい。22 点と言われても残り全員 23 点以上なら加点
なしは望みが薄いことが分かり他園の候補も考えやすい（調布、馬込地区・0 歳・区内認証）
●認可、認証保育園に入れるには 0 歳児が入りやすいと聞き、育休を切り上げて 0 才で認
可保育園に入れました。本当なら 1 歳まで自宅で育てたかったです（矢口、千鳥地区・0 歳・
認可）
●認可保育園を増やしてほしい（矢口、千鳥地区・0 歳・定期利用保育）
● 保育園に加えて、
就学後にぶつかる放課後預かる施設についても早急に対策を望みます。
（調布、馬込地区・0 歳・認可）
●保育園も巡回バスをつくれば良いと思う。そうすれば人気のない遠くの保育園や駅が遠
い保育園でも通園圏内に入れる事ができるので。
（大森中〜羽田地区・0 歳・認可）
●本当にこういう事が原因で増設が進まないのであれば、国としてどうかしていると思う。
http://www.landerblue.co.jp/blog/?p=25791
（調布、馬込地区・1 歳・区内認証）
大変な保活を経験したことで、二人目以降の出産への意欲が下がっている声も挙げられ
ており、少子化への影響が懸念される。
子どもを持つことへの意欲低下
●この 4 月希望の園で内定を得ることができ、ギリギリまで預け先が見つからない人から
見れば私は保活で苦労していないと言われるのかもしれない。しかし、私はこの結果を得る
ために(加点を得るために復職を早めて)必要のない多額の保育料を払い、なによりも貴重な
子供と過ごす時間を犠牲にした。４月に認可園に入れるならば、それまで子供と過ごしたか
った。
二人目を考えているが、保活が大変なので、一人目が保育園を退園しないで済むよう考えな
ければならない。授かりものなのにいつ授かれば苦労せずに済むか考えなければならない。
制度に振り回されてうんざりしている。
（矢口、千鳥地区・1 歳・認可）
●小規模保育に内定を頂け、仕事に復帰できることにはなりましたが 2 歳までしか通えな
いので保活がまた必要です。二人目も欲しいと思っているのですが、卒園タイミングで出産
すると認可へ入ることができず保育園のために若くもないのに妊娠タイミングを調整しな
ければならず負担です。認可園に入れていれば悩まなくていいのに。
子供にしても現状では転園が必須になるため環境の変化が負担になるのではないかと心配
です。
（調布、馬込地区・1 歳・小規模）
●2 人目も欲しいがまた保活があるのかと思うと上の子との年齢差や誕生月、上の子の認可
転園希望園(1 歳〜の園だと同じところに入れられないかもなど)を考慮する必要があり悲し
くなる
働きながら子育て出来る施設を増やしてください（調布、馬込地区・0 歳・区内認証）
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●認可保育園に入れるために、様々な情報やコツがある事を後で聞きました。保育ママに預
けていないのに、加点が必要だから、預けている偽装をしたり、一旦離婚をしたりと。普通
の共働き（祖父祖母は遠方）では、希望する認可保育園に入る事は無理なのでしょうか？こ
れでは、今住んでいる大田区で 2 人目を考えられません。どうか、待機児童をゼロにして欲
しいです。
宜しくお願い致します！（不明・1 歳・定期利用保育）
● 二人目の出産を希望していますが、一人目の保育園内定までの道のりが辛かったので、
今から億劫です。少子化で政府は人口減を懸念しているにもかかわらず、子育て政策に対し
て、大した策も講じず自治体任せ。自治体は政府の指示がないと動きません。責任のなすり
合いにはうんざりです。大田区は都内の中でも土地も広く人口も多い、本来ならもっと子育
て世代が暮らしやすい土地であって欲しいと思います。政府の指示を待たずとも、区民のた
めに将来のためにも、今、子どもたちを育てる・任せられる場所をください。一人目の保育
園入園までの道のりがもっと改善され、職場復帰の時期を調整できるようになれば、私たち
はもっと心に余裕を持ち、次の出産に向けたライフプランを考えることができて、結果的に
は区にも国にも、私たち家族にとってもいい結果がもたらされると思います。（調布、馬込
地区・0 歳・認可）
最後に、区職員への御礼の声も複数挙がっていたので、掲載させていただく。
区の対応への御礼
●3 月末に繰り上がりで小規模園に決まりました。ギリギリまでの調整には心より感謝して
います。これからより一層の負荷軽減に向けて共に解決策を探っていきたいです。（調布、
馬込地区・1 歳・小規模）
●何度か窓口へ伺いましたが、その度に丁寧な対応をしてくださり、ありがとうございまし
た。今回は不承諾となり、認証保育園に入ることになりましたが、区としてもかなり努力さ
れていることは非常に感じておりました。色々な要望を受け、ご苦労されていると思います
が、今後ともよろしくお願いいたします。（矢口、千鳥地区・1 歳・区内認証）
●大変な混雑のなか、質問したことにはとても丁寧に対応していただけたので、そこは嬉し
く思いました。が、子供を保育園に預けられるという安心感をもって子育てがしたいので、
保育施設の拡充をお願いします。
（大森中〜羽田地区・1 歳・小規模）
●第 1 子が生まれた 7 年前から子供が生まれる度に(今回は第 3 子)保育園探しで苦労して
います。大田区も少しずつ保育園を増やすなど努力して頂いていると思います。第１子のと
きは窓口でろくに話も聞いてくれなかった頃と比べると、最近ではいろいろな保育施設を
提案してくれるようになりました。
しかし、7 年前からこの時期になると入園ができるかハラハラするという変わらない現状に
も腹立たしい気持ちもあります。
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どうか、希望する人が少しでも多く入園できる環境作りを、早急にお願いします。（調布、
馬込地区・0 歳・認可）
●電話・窓口等で対応いただいた方は皆さん親切でした。が、根本的に保育園の数が増えな
ければお互いの負担は増えるばかりですまた数だけでなく園庭や環境、有資格保育士も必
ず考慮頂きたいです。この地域に多いお寺や神社にご協力頂けないでしょうか。 （調布、
馬込地区・1 歳・定期利用保育）
●窓口や電話問合せにはいつも丁寧に回答くださった区職員の方へは感謝しております（調
布、馬込地区・0 歳・区内認証）
以上
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