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い ず めりだ

今年の通常国会に、子供・子育て拠出金を最
終的に3,000億円程度確保して待機児童解消

子 供・子 育て 支 援 制 度 と

て現代の日本が解決すべき重要問題である。

■都道府県別待機児童実情
（2017年4月1日時点）
（公開資料より）

地 方・都 市 部の 格 差 問 題

待機児童解消問題は、
働き方改革と相まっ

長岡市 平均時給 1,044円
（1日５−６時間、
週５−６日：14−5万円ボーナスなし）
963件
新宿区 平均 20．
８万円

のための支援の拡大や保育の運営費に使途を

（他、
ボーナス40万円程度）

拡大する法案が審議されている。

60,110件
㏌deed
（2018年1月検索）

少子化が進む中、
対応が必要な政策として
基本的な方向は良いのだが、
制度設計を誤る

つまり、
大都市圏では、
正規雇用が中心で年

と地方と都市部の格差を拡大して、
日本全体

収300万円程度の求人が平均的であるが、
地

の少子化に拍車をかける恐れもあるのではな
いかという点を懸念している。
新潟県を例にとると年度はじめの待機児童
数はほぼゼロである。全国的にみても幼稚園
では、
少子化の影響もあり園児数の減少が続

方では、
非正規雇用が中心で、
年収は、
200万
（都道府県数）
平成29年4月1日現在
（19）
■ 100人未満
（15）
■ 100人以上500人未満
■ 500人以上1,000人未満 （ 5）
■ 1,000人以上3,000人未満 （ 7）
■ 3,000人以上5,000人未満 （ 0）
（ 1）
■ 5,000人以上
注：各都道府県には指定都市・中核市を含む。

円弱が求人の平均的な姿ということになる。

■幼稚園の在園者数と
保育所の利用児童数推移(万人)
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いている。
少子化が進行する中で概ね大都市

若い保育士の大都市圏への集中は、
これか

150

圏を中心に待機児童問題が深刻化していると

ら家庭を築き子供をもうける世代の都市部へ

100

いう傾向がある。
地方では、
施設があるにもか

の流出を意味する。
地方の少子化に拍車をか

50

かわらずである。

け、
ますます、
地方を疲弊させかねない。

このため、
近年、
地方の保育士が、
経済力を

実際、
地方と大都市の保育士の給与を比較

もつ勤務条件の良い都市部の保育園、
幼稚園

すると大きな格差が存在する。
試しに、
求人専

にスカウトされるという現象が生じている。

門検索サイトを使って、
長岡市と新宿区を比較
してみると、
給与額だけでなく、
勤務条件にも
大きな格差があることがみえる。
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幼稚園在園者数
特定地域型保育事業利用児童数
幼保連携型認定こども園利用児童数
保育所利用児童数
幼稚園型認定こども園利用児童数

（参考）
幼稚園と保育所の推移
http://www.garbagenews.net/archives/2092001.html
http://www.garbagenews.net/archives/2087326.html
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地方で保育士の仕事をすることが
魅力的になるように
このような状況を放置すれば、
若者が将

と子供部屋がなくなる。
少子化問題への対

来の人生設計を考えて、
大都市圏への就職

応として待機児童問題に取り組んだ結果

や転職を考えることは自然な流れであり、
日

が、
住宅事情の良くない都市部への人口集

本全体で考えれば少子化を促進しかねな

中を進め結果として、
少子化に寄与する方

いのではないか。

向にならないよう制度設計を慎重に行う
必要がある。

合計特殊出生率が最も低いのは東京都
である。
待機児童の問題も当然存在するが

本来、
大都市で働こうが、
地方で働こう

加えて、
住宅事情の問題も指摘される。
つ

が保育という仕事の価値は同じであり、
待

運営費は、
地方で保育士の仕事をすること

まり、
２LDK、
３DK等のマンションで子供を

遇面で差が生じさせるべきでない。

が魅力的になるようにも使えるよう運営費

２−３人育てることが可能だろうかという

全国から徴収した供出金を大都市圏中

国政

問題である。
夫婦の寝室と書斎を確保する

心に待機児童解消策に充てるなら、
保育の

の使途を検討していくべきではないかと考
えている。
多くの人の賛同を期待したい。

のここに 注目
権限が付与されることになっています。更に、大規模な災害が
発生した場合は、内閣総理大臣の権限として、災害緊急事態の

２月初旬から豪雪が続いています。
改めて、お見舞い申し上げます。
戦 後 、災 害 対 策

布告がなされることになります。
ただし、災害は、毎回顔が違うといわれますが、世界各国でみ
られる緊急事態宣言や戒厳令とは異なり、4つ列挙された事項
に緊急政令の制定が認められるのみです。

は 、河 川 法 、砂 防

また、
「激甚災害の指定」がよく取り沙汰されますが、正式名

法 、森 林 法 、災 害

は、
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法

救助法、消防法、警

律」
といい、
指定を受けると国が財政措置をするという意味で

察 法 、自 衛 隊 法 等

あり、
実際の活動は、
やはり自治体ということになります。

各省縦割りで実施
されてきました。
近 年 で は 、東 海 村
JCO事故を教訓に原子力災害特別措置法も制定されました。

大雪は、制度上の災害だと主張したのは田中角栄元総理だ
と言われています。平成30年豪雪については、いくつかの市
町村で災害救助法の弾力適用（国基準に届かないものの対象

災害対応は、全ての行政分野に関わる異常事態です。当然、

とする）を行いましたが、平成24年当時、国基準に若干届かな

個別縦割り対応では、行政対応はうまくいきません。そこで、

いものの被害の甚大さに鑑み弾力適用した例にならい、県に

1959年9月の伊勢湾台風を契機に制定されたのが、災害対策基

働きかけ、迅速に判断してもらったものです。これにより、除

本法（災対法）です。

雪に対して一定の補助金が出ることになります。高齢化が進

災害時には、この災対法に基づき、都道府県、市町村に災害対
応及応急措置を実施する義務が課せられ、同時に首長に一定の

展する中、
体力の限界を感じたら、
最寄りの自治体に相談して
みてください。
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