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１．問題関心と調査方法 

1-1. 調査の背景と目的 

近年、保育園をめぐる紛争が多発している。「保育園落ちた日本死ね！！！」が平成 28 年

の流行語大賞を受賞するなど、待機児童問題が社会的な注目を集めている。その一方で、保

育園建設が近隣住民に反対されるケースが相次いで報道されている。例えば、千葉県市川市

では 2016 年４月に開設予定だった私立の認可保育所の計画に対し、交通量の増加や騒音を

心配した住民たちが運営予定の社会福祉法人や市に白紙撤回を求める要望書を提出し、結

果として計画は中止になった1。東京都目黒区でも、2015 年４月の入園募集を始めていた認

可保育所が、子どもの声による騒音などを心配した住民による反対運動が起きたことによ

って開園を延期した2。神戸市灘区では、保育園の近隣住民の１人が、防音設備の設置や慰

謝料 100 万円の支払いを求める裁判を神戸地裁に起こす事態になっている3。 

毎日新聞の調査によると、近隣住民の反対などで保育所開設を断念した事例が 2012 年

度以降、全国で少なくとも 11 件、住民の要望を受け設計を変更するなどしたため開設が遅

れたケースは 15 件あると報じられている4。東京都が 2014 年に都内の全 62 区市町村に

実施したアンケート調査によると、約 7割の 42 区市町が、保育園などの子どもの声につい

て「苦情を受けたことがある」と回答したという5。また、朝日新聞のアンケートによると、

2017 年 4 月に開園を予定していた認可保育所や小規模保育所などのうち、計画断念や開園

遅れとなった施設が、都内 12 区市で計 23 件（定員数では 1200 人分）あり、地域住民との

調整難航を理由に挙げたのはそのうち５区市８件（532 人分）に上る6。「子どもの声が騒音」

という理由により保育園立地に反対する住民の立場に、同感できるか、できないかをたずね

た厚生労働省の調査では、「全く同感できない」が 26.4％、「あまり同感できない」が 38.5％、

「ある程度同感できる」が 29.7％、「とても同感できる」が 5.4％となっており7、保育園の

建設が住民との紛争を引き起こす可能性が示唆される。 

                                                      
1 朝日新聞「保育園の開設、住民の理解得るには」（2016 年 4 月 14 日） 
2 朝日新聞「保育園新設、遠い春 目黒で住民反対、突如の開園延期」（2015 年 3 月 30 日） 
3 朝日新聞「『保育園うるさい』提訴 近隣住民、防音設備求める」（2014 年 9 月 5 日） 
4 毎日新聞「＜保育所＞住民反対で断念 11 件、開設遅れ 15 件 本紙調査」（2016 年 4 月 24 日）、毎日新聞

「保育所新設、立ち往生『子どもの声、騒がしい』『送迎の車、不安』環境守りたい近隣住民」（2016 年

4 月 24 日） 
5 産経ニュース「子供の声は『騒音』か…脅迫、訴訟、保育所そばに『ドクロ』『般若』の看板まで」（2014

年 10 月 18 日）、URL: http://www.sankei.com/affairs/news/141018/afr1410180001-n1.html（2017 年 4

月 8 日取得） 
6 朝日新聞「（どうする保育）自治体アンケート 23 保育施設、計画断念や延期 1200 人分影響／東京都」

（2017 年 03 月 07 日） 
7 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社「少子高齢社会等調査検討事業報告書」（2015 年 3

月）。なお、性別・年齢階級別では、40～49 歳女性が「ある程度同感できる」40.9％、「とても同感でき

る」9.0%で、他の性別・年齢階級より高くなっている。 
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保育園と近隣住民の紛争は今に始まった話ではない。1970 年代後半から 1980 年代前半

にも、東京都を中心として保育施設をめぐる住民との紛争が報じられている8。例えば、渋

谷区元代々木では、1974 年に区が計画した保育園に対し、住民が「騒音がつきものの保育

園は不適当」「保育園は毎日長時間最高 75 ホンもの騒音を発生させる。公共の福祉の名で

騒音などを一方的に導入するのは、環境権の重大な侵害」として、渋谷簡易裁判所に建設中

止を請求した9。目黒区鷹番では、区が 1974 年に計画した保育園に対し、予定地に面した 15

軒が「鷹番保育園を環境に適するように建てることを願う会」を結成し、区に計画の変更を

迫り、長期にわたって紛争化している10。他にも、話し合いがこじれ、着工が延びたケース

（杉並、世田谷区など）や、やむなく設計変更したケース（武蔵野市）があると報じられて

いる11。当時は団塊の世代の子育て期にあたり（第 2 次ベビーブーム）、共働き世帯も増加

していたことから、保育施設の整備が急速に進んでいる12。そのため、東京のような都市部

では住宅地に建設されるケースもあり、住民との紛争が生じたと考えられる。そして現在、

保育園建設が喫緊の課題となる中で、再び近隣住民との軋轢が発生してきている。 

保育園紛争はなぜ起こるのか。言い換えれば、近隣住民は保育園計画になぜ反対するのか。

少子化や待機児童が重大な社会問題となり、保育園新設の必要性が高まる中で、ともすれば、

反対は社会全体の利益を阻害する「身勝手」「エゴ」と非難されがちである。しかし、本当

にそうであるかどうかは慎重に検討する必要がある。社会的に「必要」とされる施設建設へ

の住民の反対は、迷惑施設研究や NIMBY(not-in-my-backyard)研究によって議論されてき

た。その中で、周辺住民の反対は単に無知や偏狭な利己的関心によるものではなく、手続き

的不公正や配分的不公正、施設の「必要性」への疑義といった問題と関っていることが明ら

かにされてきた13。保育園紛争においても、その発生原因を明らかにし、解決への道を模索

するためには、事態の経緯や関係者の主張を具体的かつ慎重に検討する必要がある。 

 

1-2. 調査方法 

以上の問題関心から、杉並保育園紛争の事例調査を行う。杉並区では、2016 年 4 月に田

中区長が「保育緊急事態」を宣言し、同年度中に計 2000 人規模の保育施設整備を目指すこ

                                                      
8 詳細は巻末の付録資料Ⅷを参照されたい。 
9 朝日新聞「二年ぶり、住民と合意 元代々木保育園 騒音問題解決し着工へ」（1977 年 10 月 1 日）、読売

新聞「区側譲歩で調停成立 元代々木保育園 音対策盛り３年ぶり」（1977 年 12 月 21 日） 
10 読売新聞「『騒音だ』『いや、天使の声』…保育園めぐり対立／東京・目黒区鷹番」（1978 年 5 月 25 日）、

朝日新聞「都公害審、調査へ 目黒区の保育園騒音」（1981 年 5 月 1 日）、読売新聞「園児の声は騒音か 

初の職権あっせん 都公害審『放置できぬ』 鷹番保育園紛争」（1981 年 7 月 29 日）、朝日新聞「住民側も

調停案拒否 目黒の保育園騒音紛争」（1983 年 10 月 20 日）、朝日新聞「園児の騒音に防音装置 区側、苦

情に対応策 目黒区立鷹番保育園 隣接住民『効果ない』と納得せず」（1983 年 12 月 29 日） 
11 読売新聞「子供の声は騒音か」（1976 年 1 月 20 日） 
12 厚生労働省「平成 15 年 社会福祉施設等調査結果の概況」、URL: http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/fukushi/03/sisetu8.html（取得日：2016 年 5 月 18 日） 
13 中澤高師、2010、「NIMBY 問題の構造とデモクラシー」加藤哲郎・今井晋哉編『差異のデモクラシー』

（日本経済評論社）、第 2 章：47-62. 
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とが発表された。しかし、同区の久我山と井草で計画された保育園計画に対して、近隣住民

の反対が起こった。本調査で明らかにするように、杉並保育園紛争では保育園建設のための

公園転用の是非が最大の焦点となっている。そのため、上に挙げた「子どもの声がうるさい」

といったケースとは大きく異なっており、その意味では特殊な事例であるといえる。しかし、

用地取得が困難な大都市部においては、公園を転用することで保育園を建設するケースが

今後増えることが予想される。実際、荒川区、世田谷区、品川区では、国家戦略特区の「都

市公園内の保育所設置特例」を利用して、都市公園内に保育園の建設が計画されている14。

また、2017 年 2 月には、特区以外でも都市公園内での保育園開設を認める都市公園法の改

正案が閣議決定されている。そのため、杉並保育園紛争の事例調査を通じて、公園を転用し

て保育園を建設することの課題や問題点について明らかにすることは、今後起こりうる紛

争を予防する上でも意義があるといえるだろう。 

本調査では、主に文献資料調査と聞き取り調査によって杉並保育園紛争の実態を明らか

にする。用いた資料は、新聞記事、杉並区議会会議録、行政文書、Web資料（関係団体のブ

ログ、Webページ等）である。加えて、2017年 1月 21 日から 23 日にかけて、現地視察と

関係者への聞き取り調査を実施した15。これらの調査を踏まえ、まず紛争の経緯について述

べ、紛争が生じた久我山東原公園と井草（井草地域区民センター中庭と向井公園）での計画

を中心に、各関係者・団体の主張について整理する。そのうえで、主張が対立している論点

について考察する。 

 

  

                                                      
14 東京都政策企画局「東京都における国家戦略特区の取組」、URL: http://www.seisakukikaku.metro.toky

o.jp/invest_tokyo/japanese/news-events/2016/pdf/20160725_1.pdf（取得日：2017 年 3 月 20 日） 
15 聞き取り調査の概要は巻末の付録資料を参照されたい。 
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２．紛争の経緯 

2-1. すぎなみ保育緊急事態宣言と公園転用計画 

杉並区においても待機児童は大きな問題になってきた。2013 年 2 月には、杉並区内で子

育て中の母親らが「保育園ふやし隊＠杉並」を立ち上げ、杉並区に異議申し立てを行った16。

杉並区は保育所の定員を 1 年で 400 人増やす緊急対策を行うことを決定したが、その後も

待機児童は解消されず、「保育園ふやし隊＠杉並」は、希望した認可保育所への４月入所を

認められなかったのは不当だとし、行政不服審査法に基づく異議申立書の提出活動を行っ

た。異議申立書は 2015 年 2月には 36通、2016 年 4月には 30通が提出されている17。 

2016 年 3 月 1日、田中良区長は、同年４月の待機児童数が昨年を大幅に上回る見通しと

なったことを受け、保育所の定員を約 320 人増やす緊急対策を行うと発表した（緊急対策

第 1 弾）。新年度の補正予算案を提案し、当初予算案で約 25 億円を計上した保育施設整備

費を約 33 億円に増加し、宮前にある自転車集積地の一部、新年度予算案でサービス付き高

齢者住宅を建設するために購入する予定だった上井草の土地、成田西の子供園の移転予定

地の一部、廃止予定の区施設を利用して整備する計画を発表した18。 

さらに、4 月 18 日には田中区長によって「保育緊急事態」が宣言された。区は 2016 年度

中に当初計画と緊急対策第 1 弾を合わせて約 1000 人分の保育施設整備を計画していたが、

それでも 500 人を超える待機児童が出る可能性があるとし、1000 人分を上乗せし、計 2000

人規模の保育施設整備を目指すことになった19。5月 13 日、杉並区は待機児童が 2017 年 4

月に最大 565 人に増える可能性があるとして、新たに 11カ所の区有地を保育施設に転用し

て 1141 人分の施設を整備する緊急対策を発表した（緊急対策第 2 弾）20。保育施設用地に

するのは、区立公園４カ所（久我山東原公園、向井公園、高井戸みどり公園、善福寺だいか

んやま公園）、井草地域区民センター中庭、天沼中学校隣接用地、旧杉並中継所管理棟駐車

場、資材置き場 2 カ所（成田西の土木材料置場、北公園緑地事務所資材等置場）、高井戸の

高齢者活動支援センター、区職員住宅久我山寮で、７カ所を認可保育所（720 人分）、４カ

所を定期利用保育施設（75 人分）にする計画であった。4公園は、区内の区立や都立の公園

約 300 から、（1）更地にしやすい平地がある（2）周辺に待機児童が多い（3）代替地があ

る（4）利用頻度などを条件に選ばれたとされる21。 

                                                      
16 コトバンク「保育園一揆」、URL: https://kotobank.jp/word/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%9C%9

2%E4%B8%80%E6%8F%86-1725227（取得日：2016 年 12 月 26 日） 
17 読売新聞「認可保育所入所巡り 母親ら異議申し立て」（2015 年 2 月 17 日）、保育園ふやし隊＠杉並「4

/26 に異議申し立て書の提出と保育課懇談を行いました」、URL: http://fuyashitai.blog.shinobi.jp/01_ev

ent/20160427_hoikukakondan（2017 年 4 月 11 日取得） 
18 読売新聞「認可保育所３か所新設へ 杉並区 高齢者住宅予定地など」（2016 年 3 月 2 日） 
19 読売新聞「待機児童で『緊急事態宣言』 杉並区 来年４月 500 人超か」（2016 年 4 月 19 日） 
20 朝日新聞「保育施設足りない 杉並区、区有地転用へ 待機児童、来春ゼロ目指す」（2016 年 5 月 14 日） 
21 朝日新聞「公園から転用に住民困惑 杉並区、保育施設確保の奇策」（2016 年 5 月 20 日） 



6 

 

5 月 17 日には杉並区議会の平成 28 年度第 1 回臨時会が開かれ、緊急対策を含む補正予

算が総務財政委員会に付託された。審議では「公園周辺の住民への説明が足りない。区の対

策に違和感がある」「本当に公園をなくす必要があるのか」などの疑問が出されたが22、継続

審査の動議は否決され、同日に総務財政委員会を通過し、翌 18 日の本会議で可決された。 

5 月 21 日には区主催のシンポジウム「どうする杉並の保育」が開催され、区内で保育園

を利用する保護者や事業者、保育園建設予定地の地域住民ら６人がパネリストとして登壇

した。「（子どもの預け先がなく）失職したら、就職氷河期をくぐってようやく築いたものが

全部崩れてしまう、と苦しむ母親の声なき声を知ってほしい」と保育施設建設に賛成する意

見が出る一方で、「積年の課題を一気にゼロにする区の政策には無理がある」といった意見

や「公園で遊んでいた子はどこへ行けばいいのか」など公園転用への反対論も出された23。 

一方で、計画が公表されて以来、久我山と井草では公園を守ろうとする予定地近隣住民が

活動を開始し、それぞれ「久我山の子どもと地域を守る会」（以下、「守る会」）と「井草の

緑と遊び場を守る会」（後に「子どもの輪をつなぐ井草人の会」に改名。以下、「井草人の会」）

が結成された。以下、久我山と井草に分けて経緯を述べる。 

 

2-2. 久我山東原公園での経緯 

5 月 21 日、久我山東原公園の転用に関する第 1回説明会が開催され（参加者 246 人）24、

「守る会」は東原公園の保育園建設の見直しを求める署名 2086 筆を区に提出した。5 月 29

日に久我山小学校体育館で行われた第 2 回説明会には 308 名が参加し25、開催時間は 18 時

から 23時半にまで及んだ。この第２回説明会の様子はテレビでも放映され、社会的な注目

を集めることになる。「守る会」は署名を合わせて約 3300 筆集め、「『久我山東原公園への

保育施設建設計画』の見直しに関する陳情」と「『久我山東原公園への保育施設建設計画』

の見直しを求める陳情」の 2本を 5月末に議会に提出した。 

6 月 3日、東原公園での計画見直しを求める住民と区長が面会した26。地元である久我山

東自治会会長ら４人は「周囲のもう少し小さな公園を使い、少し小さな保育所ではだめなの

か」、「久我山５丁目には既に 4 つも保育所がある」、「基準を少し緩めて現施設で待機児を

受け入れ、その間に地元と区で一緒に保育所用地を探せないのか」と訴えた。これに対し、

区長は「様々な使い方をされているいい公園」と認めたものの、「時間がないなかで広い平

地のある同公園の転用が欠かせない」、「保育の問題だけは先送りできない」、「公園に代わる

                                                      
22 朝日新聞「公園転用、区議会も懸念 杉並の保育施設緊急対策」（2016 年 5 月 18 日） 
23 読売新聞「杉並で保育問題シンポ 80 人参加」（2016 年 5 月 22 日）、朝日新聞「保育巡りシンポ、公園

転用に賛否 杉並で区主催」（2016 年 5 月 22 日） 
24 杉並区議会会議録「平成 28 年第 2 回定例会 6 月 1 日 12 号」 
25 同上 
26 朝日新聞「区長と住民、平行線 杉並、公園の保育所転用」（2016 年 6 月 4 日）、読売新聞「『杉並の公園

残して』保育所転用に待った 住民が区長に陳情書」（2016 年 6 月 4 日） 
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遊び場の整備が解決策になる。別の土地を買うとか借りるとか、複数と交渉中。決まり次第、

住民に説明したい」と理解を求めた。 

6 月 6 日には区議会の保健福祉委員会において住民が提出した 2 本の陳情が審査された

27。陳情は「遊具や起伏にとんだ場所もあり、平らな場所でボール遊びもできる。世代を超

えて集う場」などと公園の存続を求め、委員会でも住民４人が説明に立ち「3300 人の署名

も集まった。区議も一度立ち止まってほしい」と訴えた。質疑では「住民の理解を得ておら

ず、区の計画は拙速すぎる」と批判が出る一方、「代替地を早く用意して住民の理解を得て

ほしい」との声もあり、採決では委員長を除く委員９人のうち、自民、公明、区民フォーラ

ムみらいなどの６人が「学校開放の拡充などの対策も準備している」などとして不採択とし

た（16日に本会議で不採択）。 

一方、6 月 26日には「ＴＶタックル」「噂の東京マガジン」で杉並区の公園転用問題が放

映された。7 月 8 日、杉並区は東原公園の暫定代替地として、京王線沿いの土地（久我山 5-

4）を自治会長に提示した。7 月 11日には保育運営事業者の選定結果が発表され、あわせて

8 月 1 日から着工のため久我山公園が一部閉鎖されることが公表された。7 月 25 日には整

備計画に関する説明会が開催され、8月 1日から公園の更地化工事が開始された。当日は午

前８時頃から付近住民ら約 30 人が集まり、午前 10 時過ぎに区職員が現れると住民が「代

替地の整備が後回しになっている」「ボールが工事現場に入ったら危険」と抗議する場面も

あった28。 

 

2-3. 井草地域区民センターと向井公園 

5 月 21 日、向井公園転用の説明会が下井草保育園で開催された。178 人の住民が参加し

たこの説明会では29、公園の存続を求める住民有志によって 1063 名分の署名が提出された。

同日に、井草地域区民センター中庭の説明会も 84名の参加者のもと開催されている30。5月

28 日には井草地域区民センター、向井公園での計画に関する第 2 回説明会が、それぞれ井

草地域区民センター、下井草保育園にて開催された（参加者はそれぞれ、146 人と 62 人31）。

「井草人の会」は、井草地域区民センター中庭では約 1000 名、向井公園では約 1300 名の

署名を集め、6 月 9 日に区長へ「井草地区における良い保育施設建設に向けての要望書」を

提出し、6 月 14 日には「井草地区における子育て環境の整備における陳情」を区議会に提

出した。 

7 月 18 日、「井草人の会」がシンポジウム「本当にどうする杉並の保育」を開催した。「保

育園を考える親の会」代表の他、保育の専門家を招き、講演とパネルディスカッションが行

われた。7 月 22 日には桃井第五小学校体育館にて向井公園における整備計画の説明会、7

                                                      
27 朝日新聞「公園存続の陳情、区議会委不採択 杉並、保育所に転用計画」（2016 年 6 月 7 日） 
28 読売新聞「保育所用地転用へ 杉並区が工事開始」（2016 年 8 月 2 日） 
29 杉並区議会会議録「平成 28 年第 2 回定例会 6 月 1 日 12 号」 
30 同上 
31 同上 
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月 23 日には井草地域区民センターにて整備計画の説明会が行われた。一方、7 月 29 日、向

井公園の周辺住民７人が公園の更地化工事の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立

てた32（後に原告不適格となった）。8 月 1 日には区民センター中庭、向井公園とも閉鎖さ

れ、公園の更地化工事が開始された。11 月 25日には「井草地区における子育て環境の整備

における陳情」が保健福祉委員会で審議された。審議においては、共産党及び井草を地元と

する区議の 2名が採択を主張したが、結果不採択となった。 

 

その後、東原公園、井草地域区民センター、向井公園における保育園建設が進み、いずれ

も 2017 年 4月に開園が予定されている。 

  

                                                      
32 朝日新聞「公園工事『差し止めを』」（2016 年 7 月 30 日） 
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３．関係者の主張 

3-1. 杉並区 

田中区長は、2016 年 4 月に宣言した「すぎなみ保育緊急事態」で以下のように述べてい

る。 

 

この 4月の待機児童数は、昨年の 42人を大きく上回る 136人（平成 28年 4月15日現在速

報値）となりました。 

ここ数年、区内の就学前児童の数は増え続けています。私は就任以来、急ピッチで認可

保育所を整備していますが、これまでの整備の遅れを取り戻すまでには⾄っていません。 

このままでは待機児童数は、さらに大幅に増えてしまいます。 

「子どもを預けられないので働けない…」区には多くのお⽗さん、お母さんからの切実

な声が届いています。 

この危機的状況を打開するために、これまで手をつけてこなかった学校や公園を含めた

区有施設も保育施設に転用し、平成 29 年 4月の待機児童解消に向け保育所整備を精⼒的

に進めます。 

子育て環境の整備は、区の将来の発展に向けた必要不可欠な投資です。なにとぞ区民の

皆様のご理解とご協⼒をよろしくお願いいたします33。 

 

このように、杉並区は待機児童問題の緊急性と保育園建設の必要性を訴えている。特に、「保

育所整備は自治体の責務」であり、「働きたい方々が安心して育児と仕事を両立できる社会

を実現するための最後の砦として保育所の整備は不可欠」であるとして、「子どもを預けら

れないので働けない…」という保護者の声の切実さを訴えている34。 

今回問題となった久我山東原公園、井草地域区民センター中庭、向井公園の計画が含まれ

ているのは、2016 年 5 月に発表された緊急対策第 2 弾である。これらの計画が必要となっ

た根拠は以下のように説明される。まずは、保育需要が予測を上回る見込みになったことで

ある。区内の就学前児童人口は、2016 年 4 月の 25000 名弱から、2017 年 4 月には 26000

名近くになると見込まれた35。加えて、女性の就業率も上昇していることから、保育需要が

                                                      
33 杉並区「すぎなみ保育緊急事態」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024114.html

（2016 年 1 月 15 日取得） 
34 杉並区「広報すぎなみ」No.2166（2016 年 5 月 28 日）。 
35 杉並区「待機児童解消緊急対策」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/（2016 年 1 月

15 日取得） 
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増加の一途をたどり、2016 年 4月の認可保育所入所申込者数は、前年比で約 1割の増加と

なる 4000 名近くに達したという36。 

こうした保育需要の増加に対応するために、杉並区は保育所の整備を進めてきた。2016

年 4 月の待機児童ゼロに向けて、2015 年度には区の実行計画により 1120 人分の保育施設

の整備を計画した。実際に整備されたのは約 700 人分にとどまったが37、2016 年度には 11

カ所 759 人分を新たに整備する計画を掲げていた（当初計画）。しかし、同年 3月、４月の

待機児童数が前年を大幅に上回る見通しとなったとして、更に 320 人分を追加整備する計

画を発表した（緊急対策第 1 弾）。しかし、その後の推計で 2017 年 4 月の入所申込者数の

増加が見込まれ、緊急対策第 1 弾を実施しても 560 人を超える待機児童が発生する見通し

となった38。これを受けて、5 月に発表されたのが 1141 人分を追加整備するとした緊急計

画第 2 弾である。 

この緊急計画第 2弾では、2017 年 4 月の待機児童ゼロを達成するために、区が保有する

用地・施設を積極的に活用して保育施設の大規模な整備をすることが掲げられている。 

 

こうした危機的状況の中、民間事業者からの保育所開設提案や新たな用地の取得など、

これまでの手法のみに依存しているだけでは、29年 4月の待機児童解消は困難です。 

そのため区は、保有する土地や建物をさらに積極的に活用して保育所の大規模な整備

を行う必要があると判断し、このたび緊急対策（第二弾）を策定しました39。 

 

                                                      
36 杉並区「待機児童解消緊急対策」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/（2017 年 1 月

15 日取得） 
37 これは、事業者が土地を探しオーナーと交渉し、区に開設を提案する件数が想定を下回ったためといわ

れる。7 割が住宅地という杉並区では、認可保育所に必要な面積である 1000 ㎡程度の土地を探すのは困

難であるという（付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査）。 
38 待機児童の発生数は就業前児童人口と保育需要に基づき推計されている。就学前児童人口は、母子健康

手帳発行状況と人口の流入出の傾向も見て推計されており、保育需要率は過去 4 年間の伸び率を勘案し

て、2017年 4月で 41.8％と見積もられている（付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査）。 
39 杉並区「広報すぎなみ」No.2166（2016 年 5 月 28 日） 

杉並区が区の Webページ「待機児童解消緊急対策」掲載のグラフ 

出所：杉並区「待機児童解消緊急対策」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/（2017年 1月 15日取得） 
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区立施設の活用による 11カ所の追加整備（795 名分。残りの 346 名分は保育事業者からの

開設提案による整備）には、久我山東原公園、向井公園、高井戸みどり公園、善福寺だいか

んやま公園の 4 公園と、井草地域区民センター中庭が含まれている。対象となる用地・施設

は、「認可保育所整備に必要な一定規模以上の面積、立地条件や敷地に接している道路の状

況、また 29 年 4 月までに整備が可能である40」などの条件を満たした施設の中から選ばれ

たという41。区は、公園などの転用について、利用状況は把握しており近隣に愛されている

のは分かっていたが42、「現在の危機的状況を打開し、29年 4月までの短期間に待機児童を

確実に解消するためには、これらをやむなく活用させていただかざるを得ないと判断43」し

たと述べている。田中区長は、「必ずや、待機児童解消を」と題した「広報すぎなみ」の記

事で次のように述べている。 

 

そして、今年度内という限られた期間でこれだけ多くの施設を確実に整備するために、

公園を含め、区が保有する土地や建物を保育事業者に提供して施設整備を促進する、とい

う苦渋の決断をした次第です。 

規模においても手法においても、これまでに例の無い緊急整備となりますが、なにとぞ

ご理解とご協⼒を賜りますよう、改めて心からお願い申し上げます44。 

 

以上のように、杉並区の主張は、待機児童問題の深刻さと緊急性から、2017 年 4 月の待

機児童ゼロを達成するためには公園を転用するのはやむをえず、区としても苦渋の決断で

あるが理解を求める、というものであったといえる。 

 

3-2. 久我山の子どもと地域を守る会 

「守る会」は、久我山東原公園を守ろうとする地域住民からなる会である。緊急対策第 2

弾発表後、同じ小学校、サッカーチームに子どもがいる親たち、説明会で隣にいた人たちに

                                                      
40 杉並区「待機児童解消緊急対策」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/（2017 年 1 月

15 日取得） 
41 まず、杉並区役所の各部署から、60 名以上の認可保育所が作れる場所（800 ㎡以上、または延床 600 ㎡

以上）、夏までに更地化工事が完了できることを一定の目安に転用可能と思われる施設の候補を挙げても

らい（70 か所）、一件一件立地条件や敷地に接している道路の状況、29 年 4 月までに整備が可能である

か等の条件で絞っていったとされる（付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査）。なお、杉

並区議会平成 28 年度第 2 回定例会では、「各課から、100 人規模の認可保育所を整備するために必要な

1,000 平米程度の面積を有しており平成 28 年６月までに確実に整地できるものを基本に、約 70 カ所の

施設がピックアップされました。それを受け、ピックアップされた施設の現地を確認し、土地の形状や接

道などが保育所の整備に適しているか、建築規制等の有無、施設の利用状況、代替となる施設の有無、待

機児童数などを総合的に勘案して精査し、最終的に 11 カ所に絞り込みました。」と答弁されている（杉

並区議会会議録「平成 28 年第 2 回定例会 5 月 30 日」）。 
42 付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査 
43 杉並区「広報すぎなみ」No.2166（2016 年 5 月 28 日） 
44 同上 
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よって自然発生的に形成された45。結成間もない 2016 年 5 月 23 日のブログには、会の目

的について以下のように記されている。 

 

「すぎなみ保育緊急事態宣言」に伴い、長年地域の子ども達に愛され、利用されている、

久我山東原公園の敷地の一部が、保育施設に転用されようとしています。 

区は来年４月に待機児童をゼロにしたいがために、1000 平方メートル以上あり、すぐと

りかかれれる〔原文ママ〕、という理由だけで、この公園を潰そうとしています。 

わたしたちは、保育園設立に反対ではありません。 

東原公園は地域の子供たちのみならず、自治会の行事、防災訓練等でも利用され、災害時

の避難場所にもなり得る、貴重な場所なのです。 

この地域の子どもと住民の未来を見据え、よりよい選択ができるよう、区と共に知恵を絞

り、考える時間を持てるよう、わたしたちはこの会を立ち上げました46。 

 

「守る会」は緊急対策第 2 弾がプレスリリースされた直後から署名活動を展開した。メ

ンバーによると、「利用状況を加味すると言っていたので、署名を集めて使われている公園

だと示したかった」「多くの人が利用しているということが伝われば取り消してもらえると

思った」という。署名は 5 月 21 日の第 1 回説明会までに 2086 筆集められた。第 1 回の説

明会の後は自治会も回覧で協⼒して 682 筆が集まっており、第 2 回の説明会が開催された

5 月 29 日には、第１回目と合わせて 3325 筆を提示した。署名活動の他にも、区や都への

要望書の提出、区議会への陳情、区議や都議への働きかけ、ツイッター、ブログ、マスメデ

ィア通じた情報発信を行ってきた。保育園着工後も、区と事業者に住民からの要望の伝達し、

代替地、桜の木、車両通行、駐輪場の位置の変更などについて交渉を継続している 

「守る会」の主な主張は、大きく分けると、①東原公園が地域住民にとって大切な場所で

あること、②区の計画の進め方が強引であること、③東原公園を転用しない道があること、

④保育施設整備の地域的な偏りがあること、4点にまとめられる。 

 

①東原公園が地域住民にとって大切な場所であること 

「守る会」の主張の中心にあるのが、東原公園の地域住民にとっての重要性である。東原

公園は、この地域の子どもと住民にとって、遊び場、地域交流の場、防災の拠点、地域イベ

ントの場として、つながりの中心となってきたとされる。小学校の児童を中心に、近隣の未

就園児、幼稚園、子ども園児、保育園児、中学生等多くの子ども達が利用してきた。遊具が

あり、起伏にとんだ場所があるだけでなく、平らな広場があってボール遊びもでき、走り回

                                                      
45 付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査。以下、断りがない

限りは同様。 
46 久我山の子どもと地域を守る会「久我山の子どもと地域を守る会について #東原公園 #杉並区 #杉並区

保育緊急事態宣言 #久我山」（2016 年 5 月 23 日）、URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/1302

6260.html（取得日：2017 年 3 月 22 日） 
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ることができる環境は、この地域では東原公園の他にはないとされる47。また、三方が道路

に面していて見通しがよく、児童館がない久我山の子ども達にとって、大人の目が行き届き、

安心して遊べる唯一の場所でもあったという。さらに、子どもの遊び場としてだけではなく、

地域の高齢者にとっては休憩や散歩の場所であり、自治会にとっては、資源回収や、自治会

の旅行の待ち合わせ場所、神輿の神酒所、餅つき大会の場所であった。どの世代にとっても

大切な場所であり、「守る会」は、このように重要な公園を、部分的とはいえ潰して保育園

とすることは、杉並区の「子育て環境の質」を下げてしまうことになると主張する。 

また、東原公園ができた経緯もこの主張に関連している。久我山小学校区には児童館もな

く、大きい公園もなかったため、約 22 年前に地域住民が公園設置を求める運動を起こし、

約 2000 の署名を集め、区民農園の場所に東原公園が建設された。犯罪のたまり場になるこ

とを危惧した反対意見もあったが、何回も説明会や話し合いを重ねて、ようやくでき上がっ

た公園であると言われている48。このように、「守る会」は東原公園への地域住民にとっての

かけがえのなさを強調している。 

 

②区による計画の進め方が強引であること 

また、「守る会」は、区は来年 4 月に開園させるために建設ありきで、住民の声に聞く耳

を持たず、一方的に計画を進めていくとして不信感を表明している。説明会では最初から

                                                      
47 今回転用の対象となった 4 つの公園のうち、東原公園と向井公園以外の 2 つ（高井戸みどり公園と善福

寺だいかんやま公園）では大きな反対が起こらなかったが、その理由について「守る会」のメンバーは、

東原公園は、久我山小学校のファースト・パークであることを挙げている（付録資料Ⅱ 「久我山の子ど

もと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査）。 
48 22 年前の公園設立運動と「守る会」のメンバーは直接的な継続性はないが、説明会などを通じて当時の

メンバーと交流し、公園ができた経緯、苦労、公園に対する想いを知ったとされる（付録資料Ⅱ 「久我

山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査）。 

東原公園と工事中の保育園（左中央）（2017年 1月 21日 報告者撮影） 
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「緊急事態なのでご理解ください」の一点張りであり、これでは説明会ではなく決定通知会

であって、住民の声は最初から無視されたと主張している。 

 

なぜそこまで急ぐのか理解できない。「公園の転用には、本来、有識者による調査がある

はずなのに何故ないのか」という指摘についても、「緊急事態である」と言う。そういった

ところから不信感が出てきている49。 

 

東原公園が選ばれた理由についても、「守る会」は区への不信を募らせている。経緯で述

べたように、区は 4 公園を（1）更地にしやすい平地がある（2）周辺に待機児童が多い（3）

代替地がある（4）利用頻度など条件に選んだとされる。これに対して、「守る会」は「4月

の区長の記者会見では、利用実態、代替策の確保できるかどうかを見極めた上で公園を転用

と話していたが、利用実態の調査結果も公表せず、代替地の提示もないまま決定事項として

説明される50」と不信を表明している。利用状況については、実際には区は見ていなかった

のではないか、という疑問の声が聞かれた。 

また、恒久的な代替地が未だないことも、「守る会」の区への不信を強めている。「守る会」

が提出した陳情は 2016 年 6月 6 日に議会で不採択となったが、それには区による「代替地

の目途がある」という説明が大きく影響したと「守る会」は見ている。しかし、恒久的代替

地は未だ用意されていないことから51、「守る会」のメンバーは騙されたと感じており、これ

も区への不信を強める原因となっている。 

 

③東原公園を転用しない道があること 

「守る会」は、東原公園に保育園を建設することへの代替案として、「分園制」及び「小

規模保育の利用と基準緩和」を挙げている。「守る会」は、「分園制」や「小規模保育の利用

と基準緩和」によって 2017 年 4 月に発生する待機児童を解消し、1年スパンではなく 2年

スパンでより良い方法を検討すべきだと主張する。 

「分園制」は、0～5 歳のフルセットの保育園にこだわるのではなく、まず０～２歳向け

の保育園をつくり、翌年に３～５歳向けの保育園をつくって、それを一体として運営すると

いう案である。０～２歳向けの保育園（分園）を 2017 年４月に開園し、３～５歳児向け保

育園（本園）を 2018 年４月に開園すれば、区が言う「特に０～２歳の定員が足りない」「来

                                                      
49 付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査 
50 久我山の子どもと地域を守る会「今までの経緯 #東原公園 #杉並区緊急事態宣言 #久我山 #経緯」（201

6 年 6 月 2 日）、URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/13051017.html（取得日：2017 年 3 月 22

日） 
51 東原公園での保育園建設にあたって、区は京王井之頭線沿いの民有地に暫定的な遊び場を設けている。

この暫定的遊び場について、「守る会」は、「草は刈っていいが、8～9 月頃は草が伸び、日陰もなく湿度

も高いため 10 分もいられないような場所であったのに、そこで遊べというのは酷。そもそも、その遊び

場までのルートは学校で危険ルートとして指定されている」と批判している（付録資料Ⅱ 「久我山の子

どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査）。 
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年４月開園に間に合わせる必要がある」という条件を満たすことができる。本園の用地は、

今回は時間がかかると候補から外された利用頻度の少ない都市計画公園、都営住宅など多

くの場所が候補となりうるので、地域住民にとって大切な東原公園を転用しなくても済む

という考えである。0～２歳向け分園の具体的な候補地として、暫定的遊び場とされている

久我山 5丁目（定員 80名）、上高井戸（定員 80 名）が挙げられている52。 

「小規模保育の利用と基準緩和」は、保育所の面積基準を一時的に緩和すれば、多くの住

民が利用している公園を無理に転用しなくても 2017 年 4 月に予想されている最大 565 人

の待機児童は解消できるというものである。緊急対策第 2弾では合計 1141 名分の定員増が

計画されているが、認可保育所整備予定地（9 カ所）のうち、久我山東原公園、向井公園、

高井戸みどり公園、井草地域区民センター中庭を除いた残り５カ所で認可保育所の整備を

行った場合、最大 565 名が見込まれている待機児童数は 335 名まで減少する。緊急対策で

計画されている小規模保育事業、定期利用保育、定員調整等の合計 319 名は、待機児童が

見込まれる０～３歳児向けの施設なので、これが予定通り整備されれば、待機児童数の見込

みは 16名となり、もう 1カ所小規模保育や定期利用保育を追加整備するか、ゼロ歳児 1人

あたりの面積を区基準の 5.0 ㎡から 4.89 ㎡に少し緩めれば、解消可能であると考えられて

いる53。 

                                                      
52 久我山の子どもと地域を守る会「区への提案 2 #東原公園 #杉並区保育緊急事態宣言 #久我山 #区への

提案」（2016 年 6 月 8 日）、URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/13066206.html（取得日：201

7 年 3 月 22 日）。前者では、所有者である民間事業者が保育園を建てる計画があった。 
53 久我山の子どもと地域を守る会「区への提案 1 #東原公園 #杉並区保育緊急事態宣言 #久我山 #区への

提案」（2016 年 6 月 7 日）、URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/13064721.html（取得日：201

7 年 3 月 22 日） 

公園付近に貼られたビラ（2017年 1月 21日 報告者撮影） 
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④保育施設整備の地域的な偏り 

関連して、「守る会」は緊急整備計画の地域的偏りを指摘している。待機児童の多い中央

線沿線には来年開園の保育施設はなく、杉並区の端になる井草地域と久我山地域に集中し

ており、井草には 500 名、久我山には 375 名（久我山と西荻南の境界線、西荻南よりの 145

名を除く）の保育施設が開園することから54、「守る会」は、杉並区の計画を「本当に必要

な場所には保育施設は出来ず、まるで数合わせのように建てやすい場所を選び、利用者のニ

ーズが考えられているとは思えない」と批判している55。 

 

以上のように、「守る会」の主張は、東原公園の住民にとっての重要性を強調し、区の住

民無視の姿勢と計画の非合理性を批判するとともに、公園を転用しなくても待機児童を解

消できる代替案を提示するというものであった。こうした主張は、「守る会」の「保育園建

設に反対なのではなく、一緒に考えていきたい」という姿勢と結びついている。実際に、

2016 年 4 月に開園した東原公園から徒歩 1分の住宅街にある認可保育所の建設に対し、住

民からの反対はなく、待機児童解消のために「保育園は必要だと思うが足りない所にきちん

と住民の合意形成プロセスを経て建てるべき」というのが「守る会」の主張となっている。 

 

3-3. 子どもの輪をつなぐ井草人の会（旧 井草の緑と遊び場を守る会） 

「井草人の会」は井草地域区民センター中庭と向井公園を守りたい地域住民によって発

足した。先に区民センター前広場を守りたい人たちが集まって発足し、その際、向井公園も

ターゲットであることを知り、向井公園を守りたい人たちも集まったという56。コアなメン

バーは 10 人程度であり、構成メンバーは、近隣住民、公園や広場を利用していた一般区民

で、小学校に通う子どもの保護者や、向井公園を利用していた子どもの親もいる。当初は「井

草の緑と遊び場を守る会」という名称であったが、2016 年 6 月 20 日に「守る VS 攻める

の対立ではなく、つながり、融和し、新しい流れを作るため57」に名称を変更している。 

 

井草地区は、相談を重ね、お互いに納得して物事にあたる伝統が残る地域だそうです。 

                                                      
54 久我山の子どもと地域を守る会「第２弾！杉並区全体が緊急事態なのに。＃東原公園 ＃杉並区 ＃緊

急事態宣言」（2016 年 6 月 27 日）、URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/13113161.html（取得

日：2017 年 3 月 22 日） 
55 「守る会」を支援してきた A 区議による地域偏在の指摘については後述する。 
56 付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り調査。以下、断りがない限りは同様。 
57 子どもの輪をつなぐ井草人の会「子どもの輪をつなぐ井草人の会」（2016 年 6 月 20 日）、URL: http://

greenigusa.wixsite.com/mysite/single-post/2016/06/20/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E

3%81%AE%E8%BC%AA%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%90%E4%BA%95%E8%8

D%89%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BC%9A（取得日：2017 年 3 月 22 日） 
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そうやってつながった責任ある大人の輪の中で、赤ちゃんからすべての育ち過程にあ

る子どもたちが、一人も欠けることなく尊重され、健康かつ安全に成長できるよう、共に

考える会として生まれ変わります58。 

 

「井草人の会」は、署名集めや陳情などの活動を展開していった。自治会の協⼒をえられ

なかったため回覧板等を利用することができず、署名集めは基本的に知人友人のネットワ

ークで行われ59、向井公園では約 1300 名、井草地域区民センターでは約 1000 名の署名を

集めた。その他にも、全区議を回っての説明、都議への働きかけ、テレビへの出演、blog と

Twitter での情報発信、杉並緊急事態サミットへの参加、地域の認証・無認可保育所への挨

拶、「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーとの会合、新聞への取材依頼など、様々な活動を展

開していった。また、向井公園チームのメンバーが差止仮処分請求訴訟を起こしている60。

保育園が建設された現在では、代替公園に関する訴えを続けるとともに、今回形成された地

域のネットワークを重視し、現在建設されている保育園の行方を見守っている。 

「井草人の会」の主な主張も、①向井公園及び井草地域区民センター中庭の地域住民にと

っての重要性、②区の計画の進め方への不信、③保育施設整備の地域的な偏り、④代替案の

提示、の 4 点にまとめられる。 

 

①向井公園及び井草地域区民センター中庭の地域住民にとっての重要性 

区民センター中庭は、美しい緑と水を守る保護すべき地域の一角で、区民ボランティアが

世話をするビオトープがあり、自然のある貴重な場所で保育園の散歩コースになっていた

とされる。また、避難場所であり、災害時の備蓄が用意されていて、有事の際に備蓄品の配

布場所にしようとしていた。年に 1 度開かれる区民センター祭りの会場でもあり、近隣の

子どもたちの遊び場であったという。向井公園は、児童館、学童、保育園が隣接しており、

近隣保育園の散歩のコースになっていて、運動会も開かれていた。お年寄りがゲートボール

をするとともに、児童館との連携でお祭り等のイベントが開かれ、近隣幼稚園のバスの停留

所でもあったとされる。災害時の一時集合場所にもなっており、3.11 の時もここに集まっ

たという。桃井第五小学校の学区内で唯一ボールネットがあることも重要視されている。桃

井第五小学校の芝生の養生期間が年 4 か月あり、井草グラウンドも抽選で当たらないと使

えないため、向井公園が貴重な練習場所になっていたといわれる。 

                                                      
58 子どもの輪をつなぐ井草人の会「子どもの輪をつなぐ井草人の会」（2016 年 6 月 20 日）、URL: http://

greenigusa.wixsite.com/mysite/single-post/2016/06/20/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E

3%81%AE%E8%BC%AA%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%90%E4%BA%95%E8%

8D%89%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BC%9A（取得日：2017 年 3 月 22 日） 
59 自治会に協⼒を打診したが、「区の事情も考えなさい」「会としては動けない、加担できない」というこ

とで、自治会の掲示板にポスターも貼れなかったという（付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」

への聞き取り調査）。 
60 差止仮処分請求は原告不適格になっている（付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取

り調査）。 
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こうした公園や広場の住民にとっての重要性は、特に向井公園について、区が用意した代

替地を不適当とする主張と結びついている。区は向井公園の代替として、裏手の民有地を購

入し、向井公園が閉鎖された 8 月 1日に開放している。しかし、この代替地について、「井

草人の会」のメンバーは、「向井公園は木陰があったが、日差しが直接当たって熱射病にな

ってしまう。8 月の半ばに屋根がついたが、影が付くのは北側だけでまったく意味がない」

「土にガラスの破片、瓦の破片が混じっている」と批判している。また、近隣の銀杏稲荷公

園は、防犯上見通しが悪く、アスレチック系の遊具が多くて危険でボールが蹴れないため、

向井公園の代替にはならないという61。幹線道路と踏切を超えればネットのある公園もある

が、学区外で他の子どももおり、また学区内で遊ぶのが基本であるとされる。このように、

他の公園は向井公園の代替にならず、地域コミュニティの中核であった向井公園を守りた

いというのが、「井草人の会」の思いであったといえる。 

 

②区の計画の進め方への不信 

また、「井草人の会」も区の計画の進め方への不信を表明している。住民説明会は区民セ

ンターも向井公園も 2回＋α開かれたが、どちらにおいても「ご理解ください」としか回答

がなかったとされる。2016 年 5月に計画が発表され、6月に入札、8月に更地化工事、2017

年 2月に認可を受け 4 月に開所というスケジュールがすでに決まっており、説明会では「決

まったことです」の一点張りで、話し合いではなく報告会であったと「井草人の会」は批判

している。 

 

                                                      
61 何もない公園として上の台児童遊園があるが、そこは小さく、元々は幼稚園児も使っているので、小学

生対幼稚園児という対立が起こるという（付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り

調査）。 

井草地域区民センター（左）と中庭に建てられた保

育園（中央）（2017年 1月 21日 報告者撮影） 

向井公園に建設中の保育園（左奥）と代替地（手前）

（2017年 1月 21日 報告者撮影） 
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「緊急事態」を宣言すれば、何を、誰を犠牲にしてもいいわけではないはずです。今回

杉並区がとった一連のプロセスは、施設・用地の選定も終了し、区議会にはかる前に区長

自らが記者発表して外堀を埋め、補正予算も通し、入札から工事の流れまで決定したシナ

リオをつくって、この段階ではじめて地域住民に説明するというものでした。  

このような問答無用の進め方で住民のなかに対立構造を生みだしてしまうのは、明ら

かに失政ではないでしょうか62。 

 

後述するように、「井草人の会」は代替案を複数出しているが、聞く耳をもってもらえな

かったと訴えている。また、向井公園の樹齢 50年を超える樹木を残せる設計をとの要望も、

区には「4月に間に合わなくなるからダメだ」と聞き入れてもらえなかったという。こうし

たことから、「井草人の会」は、区の計画の進め方が強引で、住民の話を聞いてくれないと

いう不満と不信を募らせている。 

 

区があまりにも強引であるため、ほんの少しの譲歩でもしてほしい。4月に固執し過ぎ

ており、何を質問しても同じ答えしか返ってこない。区側は譲り合いというが、こちらが

一方的に譲っており、区は奪うだけ。 

こちらは、知恵も出すし、一緒に作らせてもらいたいという立場。しかし、区は受け入

れる余地がない。何とか話をすればと思っていたが、向こうは姿勢を変えなかった63。 

                                                      
62 井草の緑と遊び場を守る会「区民センター広場および向井公園に保育園を建てる計画についての 現状

報告」 
63 付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り調査。 

向井公園周辺のビラや横断幕（2017年 1月 22日 報告者撮）

影） 
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こうした不信は、杉並区の一連の計画・施策への批判ともつながっている。「井草人の会」

は、杉並区の待機児童がここまで増加したのは、区が少子化を理由にここ 10年間は認可保

育所をほとんど作らず、長期的な待機児童対策を行ってこなかったことにあると批判して

いる64。そして、今回のような保育施設の急激な整備が「粗製乱造」となり、保育士の質、

保育環境の質の低下が起きることへの懸念も表明している65。また、雪で壊れた公園のネッ

トを合わせて約 2000 万円かけて修理した直後に公園を転用する通達があったことや、2011

年に発表された各地域の特性を生かしたまちづくりの 10年ビジョンで井草は水と緑の地域

として指定されているにもかかわらず、3つも公園を潰されることも、行政の首尾一貫性の

欠如として批判の対象となっている。 

 

③保育施設整備の地域的偏り 

上記とも関連して、「井草人の会」は緊急対策の地域的偏りを批判し、「井草地区では来年

4 月に 51人の待機児童が予想されるところ、580 人分の保育施設（杉並区全地区分の 23%）

が建設される予定になっている66」と指摘している。2016 年度に整備が計画されている保

育施設は、当初計画、緊急対策第 1 弾と第 2弾を合わせて 2220 名分であるが、その中で井

草地域の計画は６カ所あり、その定員数は 580 人にのぼる。一方、井草地域における 2016

年４月の待機児童数は 11 人であり、区が緊急対策第一弾を実施したとしても 2017 年 4 月

に発生が見込まれる待機児童数である 40名を足しても、51名に過ぎないとして、区の保育

施設整備計画の不適切性を指摘している67。 

 

④代替案の提示 

久我山の「守る会」と同じように、「井草人の会」も公園を転用せずに待機児童を解消す

るため、以下の 3 つの代替案を提示している68。 

 

1. 下井草自転車集積所の自転車を、上井草自転車集積所ないし旧杉並中継所地下駐車

場にすべて移管し、下井草自転車集積所を新規保育施設の建設地とする案 

2. 向井公園東側の 600 ㎡の区有地に、可能な限りの規模の保育施設をつくる案 

3. あんさんぶる荻窪、すぎなみ科学館跡地、東原中学校、天沼中学校の中に可能な限

りの規模の保育施設をつくる案 

                                                      
64 井草の緑と遊び場を守る会「区民センター広場および向井公園に保育園を建てる計画についての 現状

報告」 
65 同上 
66 井草の緑と遊び場を守る会「新設保育施設数と定員数まとめ」、URL: http://greenigusa.wixsite.com/m

ysite/single-post/2016/06/24/%E6%96%B0%E8%A8%AD%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%96%B

D%E8%A8%AD%E6%95%B0%E3%81%A8%E5%AE%9A%E5%93%A1%E6%95%B0%E3%81%BE%

E3%81%A8%E3%82%81（取得日：2017 年 3 月 22 日） 
67 同上 
68 「井草地区におけるより良い保育施設建設に向けての要望書」（2016 年 6 月 9 日） 
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しかし、後述のように杉並区は「来年 4月に間に合わない」「既に他の計画があり変更が困

難」として、代替案を否定している。これに対し、「井草人の会」は以下のように述べてい

る。 

 

井草地区の住民側からは保育所を建てることを前提として、代替地の候補や数多くの

提案が出されました。  

しかし杉並区は①「2000 人分」を②主に「0 歳から 5 歳まで預けられる認可保育園と

いう形」で③「今年度中に整備して来春開設する」ことを譲りません。 

この 3 つの縛りのどれか一つを緩めて柔軟に対応すれば、公園をつぶす必要がなく、

保育所も建てることができるのです69。 

  

以上のような代替案の提示は、「我々は保育園建設に反対なのではない」という主張とつ

ながっている。上述したように、「子どもの声がうるさい」という理由から保育園建設に反

対するケースが多く報じられているが、保育園より公園の方が子どもの声はうるさく、元々

保育園の予定地だった場所では反対運動は起こらなかったことから、井草はこうしたケー

スとは異なると「井草人の会」は捉えている。「井草人の会」の主張は、公園か保育園かの

二者択一を迫り地域住民との軋轢を生むような形で保育園を建設するのではなく、公園を

潰さないやり方で、地域と共生する保育施設を作るために、地域住民の代替地の提案を受け

入れてもらいたい、というものであった70。 

 

待機児童の問題解決が急務であることは理解しております。しかしながら、保育施設は

子どもの育ちの場のひとつであり、子どもは建物の中だけで育つものではなく、地域の中

にも居場所を見出し、地域からも守られて、初めて健やかに成長するものではないでしょ

うか71。 

 

井草地域は急激に物事を進めるということを避け、相談を重ね、お互いに納得して物事

にあたる伝統が残る地域です。行政と住民が共に知恵を出し合い、話しながら保育所を建

設することで、地域一体となってより良い子育て環境を創出できると考えます72。 

 

3-4. 待機児童を抱える保護者（保育園ふやし隊＠杉並） 

待機児童を抱える保護者の声として、本調査では「保育園ふやし隊＠杉並」（以下、「ふや

し隊」）を取り上げる。「ふやし隊」は、2013 年 4 月の保育園入園可否通知で入園できない

                                                      
69 井草の緑と遊び場を守る会「区民センター広場および向井公園に保育園を建てる計画についての現状報

告」 
70 同上 
71 「井草地区におけるより良い保育施設建設に向けての要望書」（2016 年 6 月 9 日） 
72 「井草地区における子育て環境の整備に関する陳情」（2016 年 6 月 14 日） 
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という通知を受けた親たちの声を受け発足した。2012 年の秋から活動をはじめ、「ふやし隊」

として発足したのは 2013年である。同年の 2月 18日に杉並区役所前で抗議行動を起こし、

22日には集団で異議申し立てを行ったことで注目された73。待機児童を抱え、子どもを安心

して預けられる保育園をもっと増やしてほしいと願う保護者の集まりであり74、認可保育所

に入れない保護者や、その年に育休があける保護者によって形成されている。現在は代表を

置いておらず、コアとなるメンバー10 人弱が事務局となり運営している75。 

主な活動としては、「異議申し立て」が挙げられる。2013 年から毎年、杉並区に行政不服

審査法に基づく「異議申し立て」を行っている76。 

 

入園を望みながら認可保育所へ入れない状況は、児童福祉法に違反しています。異議申

し立てにより、裁判を起こさずに行政への不満を簡単・正式に訴えることができます。 

異議申し立てをしたからといって入園できるとは限りません。が、泣き寝入りしたり、

窓口に愚痴を言うだけでは、当事者の現状が行政に伝わりません。大勢が一丸となって

「落選には納得できない！異議あり！」の声を正式に届けることで、今後の保育行政に当

事者の現状を反映してもらえる可能性が高まります。また同一点数での落選理由や希望

園の状況など、今回どのようにして落選に⾄ったのか文面で知ることができる唯一の手

段でもあります77。 

 

その他、アンケートによる保護者の意見や状況の調査、区への要望書の提出、区議会の会派

まわり、お茶会での情報交換など、様々な活動を行っている。 

今回の緊急整備計画について、「ふやし隊」は好意的な見解を示している。2016 年 5月 28

日発行の「広報すぎなみ」に掲載された「大きな希望をもたらす『緊急対策』」という記事

で、「ふやし隊」は次のように述べている。 

 

近年の保活は大変厳しい状況です。例えば、今年区内の保育所のどこにも入ることがで

きず、やむなく新橋や新宿などの保育所まで子どもを連れて預けている方がいます。また、

2 歳児までを対象とする保育室や小規模保育事業所などに預けている方は、子どもが 3 歳

になる時に再び保活をしなければなりません。さらには妊婦や産後直後から保活を始め

                                                      
73 TUDY HACKER「杉並保育園一揆」、URL: http://studyhacker.net/vocabulary/hoikuen-ikki（2016 年

12 月 26 日取得） 
74 保育園ふやし隊＠杉並「公式ブログ」、URL: http://fuyashitai.blog.shinobi.jp/（2016 年 12 月 26 日取

得） 
75 付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査 
76 2017 年は「異議申し立て」を行わないことも検討されている。現在、区は認可保育所の建設に注⼒して

おり、「異議申し立て」により区の事務作業を増やしてしまうよりは認可建設に頑張ってもらいたいとい

う理由による（付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査）。 
77 保育園ふやし隊＠杉並「保育園に落ちたらみんなで異議申し立て」、URL: http://file.fuyashitai.blog.shi

nobi.jp/dfc1ac9b.pdf（2016 年 12 月 26 日取得） 
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ている方も多く、なかには体調を崩してしまう方もいます。このように、保活は様々な面

で保護者や子どもに大きな負担がかかっています。 

私達は 3年前に「保育園ふやし隊＠杉並」を結成し、当事者である保護者の立場から安

心して子どもを預けられる環境を願い、これまで認可保育所整備の必要性を繰り返し訴

えてきました。それだけに今回、区が認可保育所を基本に、これまでにない規模の施設整

備を実行することに対し、大変うれしく、心強く思っています。とりわけ今回「緊急対策」

として、来年 3 月末までの短期間で整備することは、多くの保護者に大きな希望をもた

らすに違いありません78。 

 

しかしながら、今回の緊急整備計画における公園の転用については、「ふやし隊」の中でも

様々な意見があり、「ふやし隊」としての見解は表明されていない。以下では、あくまで今

回インタビューしたメンバー（D 氏と E 氏）の待機児童を抱える保護者としての個人的見

解として、①公園を転用して保育園を建設することについて、②保育施設整備の地域的偏在

について、③住民が提案した代替案について、の 3 点にまとめる79。 

 

①公園を転用して保育園を建設することについて 

まず、公園を転用して保育園を建設することについては、皆が納得し合えるのがベストと

しながらも、他に土地がないのであれば賛成であるという。その背景には、待機児童を抱え

る保護者の危機感がある。2人の子どもを育てるD 氏は以下のように語っている。 

  

下の子が入れないと上の子も内定取り消しになってしまう。育休開けに仕事復帰する

という条件で上の子は入園を許可されたので、下の子が入れないと育休開けに仕事復帰

できず、上の子も保育園に入れなくなってしまう。二次まで待ったが、心のどこかで「入

れないわけは無いだろう」という気持ちがあった。毎年裏切られている感じ。1月は気持

ちのジェットコースターで、しんどい80。 

 

区内で保育園を見つけることが困難だったため、新宿の認証保育所に子どもを預けている E

氏も「今年の 4 月の希望は出していない。希望を出すとなると、今いる保育所を出なければ

ならない。また苦しい思いはしたくない。もう一度保活をやるのはつらい。」と語っている。

また、認可保育所とそれ以外の保育施設では、園庭の有無や保育士の人数など保育の質に格

差があるため、現在は、認可保育所に入れなかった子どもだけにしわ寄せが集中している状

                                                      
78 杉並区「広報すぎなみ」No.2166（2016 年 5 月 28 日）。これまで異議申し立てを行ってきた「ふやし隊」

に区から会談が申し込まれ、区の広報にも記事が掲載されたことに対して、ふやし隊の中には「感動した」

という声もある一方で、「何か裏があるのでは」「利用されたのでは」という声もあったという（付録資料

Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査）。 
79 以下、断りがない限りは、付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査による。 
80 付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査 



24 

 

態であり、公園やボール遊びも大事だが、どちらかしかとれないのであれば早く保育園を作

ってほしいと主張する。 

公園の転用に反対する地域住民が、区の説明が一方的で住民の話を聞かないことに不満

と不信を表明していることについては、行政の進め方が少し強引だったとは感じるものの、

公園転用に反対の人は、説明会がもっと早くても反対したのではないか、と述べている。 

 

保育園は今必要。理解を求めることは必要だと思うが、ある程度強引さをもって進める

ことも必要なのではないか81。 

 

また、区は一生懸命であるが、待機児童を抱える保護者の危機感を上手く伝えられておらず、

どの地域でも保育園が全く足りていないという認識が共有されていないと感じている。 

 

②保育施設整備の地域的偏在について 

上述のように、「守る会」や「井草人の会」は、保育施設整備が地域的に偏在しており、

当該地域（久我山と井草）に認可保育所を建設することは待機児童問題解決につながらない

と主張している。これについては、「保育施設は地域に偏って『ある』のではなく、地域に

偏って『ない』」という見方を示し、地域的偏りはあるが、どの地域も足りていないと指摘

している。そのため、久我山でも井草でも、近くに認可保育所ができれば定員割れすること

はないと予測している。 

この点は、潜在的な待機児童の問題と関連している。杉並区は 2017 年 4月に待機児童が

最大 565 人発生すると予測しているが、（1）待機児童から除外されている都認証保育所な

ど自治体が補助する認可外保育施設を利用、（2）保護者が育休中、（3）特定の保育所などの

み希望、（4）保護者が求職活動を休止、といったケースを含めると、潜在的には 2000 人以

上の待機児童がいると報じられている82。杉並区は、緊急対策で計 2000 人規模の整備を行

うとしているが、もし潜在的な待機児童が 2000 人以上いるとなると、その数倍の認可施設

が必要ということになる。そのため、「区も公園周辺の住民も待機児童の現状を理解してい

ない。待機している人だけがただ焦っている」と述べている。 

 

③住民が提案した代替案について 

上述したように、「守る会」と「井草人の会」は、分園制、小規模保育の活用、基準緩和

といった代替案、あるいは代替建設地の提案を行っている。こうした案について、「ふやし

隊」のメンバーはインタビューで否定的な考えを示している。小規模保育については、「そ

                                                      
81 付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査 
82 東京新聞「『待機児童と違うのか』『潜在』６万７３５４人 自治体内訳公表」（2016 年 9 月 3 日）、UR

L: http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201609/CK2016090302000125.html（2017 年 3 月 2

2 日取得） 
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んなところに預けたい人はいるのか。住民側が出した代替案は臨時の認可外や小規模等一

時的なもの。私たちが望んでいるものはそうではない。入りたい側からすると代替になって

いない」と述べている。また、井草で出された代替案についても、「使ってない中学校の理

科室に預けたいと思う人がほんとにいるのか」と否定的な意見を述べている。 

 

以上のように、待機児童を抱える保護者の現状認識は、保育園はどの地域でも足りていな

いのであり、潜在的待機児童を考えると区内のどの地域でも多くの保育園を建設する必要

がある、というものであった。そして、待機児童問題の深刻さが、区や地域住民と共有され

ていないこと危機感を覚えている。 

 

3-5. 区議会議員 

緊急計画の予算措置や、「守る会」「井草人の会」が提出した陳情の審議など、区議会もこ

の問題において重要な位置を占めている。緊急対策第 2 弾が公表された 2016 年 5 月の時点

で、杉並区議会の会派構成は、自由民主党 12 名、公明党 8名、区民フォーラムみらい 6名、

いのち・平和クラブ 6 名、共産党 6名、自民・無所属クラブ 5名、一人会派及び無所属が 5

名となっている83。上述のように、公園転用をめぐる陳情は、いずれも議会で不採択となっ

ている。久我山の「守る会」の陳情は、2016 年 6月 6日の保健福祉委員会において、委員

長を除く委員９人のうち自民、公明、区民フォーラムみらいなどの６人が反対し不採択とな

った。井草に関する請願も、2016 年 11月 25日の保健福祉委員会で共産党及び井草を地元

とする区議の 2 名が採択を主張したが、不採択となった。以下、採択に反対した自民党、公

明党、採択を主張した共産党、並びに久我山と井草を地元とする区議の主張についてまとめ

る。 

 

自民党 

自民党は、「守る会」からの、①何故、補正予算に賛成されたのか、②何故、陳情を不採

択にされたのか、③公園転用についての見解、という質問について以下のように答えている

84。まず、「待機児童解消は現在の杉並区政の急務であり、認可保育所の確保は喫緊の最大課

題である」ということである。「子供を保育所に預けられないばかりに、職場に復帰できな

い、あるいは職場を辞めざるを得ない、という悲痛な叫び」が、今回の緊急事態宣言につな

がっており、待機児童を保育所に入所させることは児童福祉法によって「自治体に課せられ

た実施義務」であるとし、区の施策への理解を示している。 

                                                      
83 杉並区議会「杉並区議会だより」No.231（2016 年６月 11 日） 
84 久我山の子どもと地域を守る会「区議への質問 今井ひろし区議 ＃東原公園 ＃久我山 ＃杉並区」

（2016 年 7 月 6 日）、URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/13134644.html（2016 年 12 月 26

日取得） 
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一方で、その進め方には問題があるとしており、周辺住民に十分に説明し理解をえてきた

のか、保育需要の地域偏在はどのように調整されるのか、保育所に通わない子どもたちの遊

び場をどのように確保するのか等の点は、「本来であれば時間をかけて調整して行く問題」

であったとする。そのため、待機児童解消の緊急性とこれらの問題解決にかける時間を天秤

にかけた場合には前者を優先するものの、杉並区には猛省を促すとともに、これらの問題も

真摯に解消し、住環境や遊び場の確保に努めるべきである、と主張している。 

公園の転用についても、「公園転用が全て正しいのかというとケースバイケース」としな

がらも、「東原公園のように 4 割の転用、だいかんやま公園は 10 割の転用、高井戸緑公園

は 6 割の転用と区もバランスを考えての転用」と考えており、代替地や近隣施設の拡充も

検討されていることから、緊急事態に伴うやむをえない措置と考えている。 

 

公明党 

公明党も「守る会」からの同じ質問に回答をしている85。自民党と同じように、2017 年度

で 500 名を超える待機児童の発生が予想されていること、また児童福祉法でも自治体が保

育を行うことは義務とされていることから、補正予算に賛成したと述べられている。また、

公園の転用については、最後の手段であり、今後は出来る限りするべき選択ではないと述べ

ている。しかし、「東原公園は地域の方々が大切にされている公園であることは承知して」

いるとしながらも、待機児童解消のための緊急対策であること、今後区が引き続き地域住民

に説明を行っていくこと、東原公園の 4 割の面積が縮小されることに伴う代替地確保の見

通しが立ったことを考えあわせた結果、陳情の不採択を選択したと述べている。 

 

共産党 

一方、共産党は、杉並区の待機児童解消緊急対策の問題点を指摘し、補正予算に反対する

とともに、陳情採択に賛成している86。補正予算について、共産党区議団は「待機児童解消

のためにかねてから緊急対策を求めており、区が緊急補正予算案を組むこと自体は重要」と

しながらも、公園転用などの重要な問題を含んでおり、「部分的な削除・修正を求める立場」

から反対をしている。 

また、共産党は待機児童問題が深刻化した原因として、区のこれまでの姿勢と責任を問う

ている。区長が緊急事態宣言の中で、「急ピッチで認可保育所を整備してきたが待機児童が

増えてしまった」と述べていることについて、共産党が再三認可保育所の増設とそのための

具体的な用地等を提案してきたにもかかわらず、区は「民間業者に土地も施設も持ち込みで

保育園をつくらせるという民間任せの手法」にこだわり、区が自ら用地を確保するような積

                                                      
85 久我山の子どもと地域を守る会「公明党からのお返事 #東原公園 #久我山 #杉並区」（2016年7月6日）、

URL: http://blogs.yahoo.co.jp/enana_dawaka/13154355.html（2016 年 12 月 26 日取得） 
86 山田耕平「杉並区待機児童解消緊急対策への日本共産党杉並区議団の見解」（2016 年 5 月 26 日）、URL:

 http://www.tomitataku.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/4f9b20d1f86ddba63efbdee6c66609

c8.pdf（2016 年 12 月 26 日取得）。以下の記述も同様。 
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極的姿勢を見せてこなかったと批判している。また、2013 年の「保育園ふやし隊@杉並」

の抗議行動を受けてようやく整備に動き出したものの、実行計画通りに執行しなかったこ

とが現在の待機児童問題の深刻化に直結しており、区の失政であると述べている。 

公園転用計画については、2 つの問題を指摘している。一つ目は、「住民合意を得るため

の手続きが蔑ろにされている」というものである。今回の緊急対策の計画・提案に際し、地

域住民のニーズや声を聞くことなく、住民が全く知らないまま議案が議会に上程されてお

り、民主的な手続きを踏みにじっているという問題である。 

 

緊急事態宣言というものが、民主的な手続きを踏みにじっていいという宣言であると

考えているのであれば、非民主的な政治運営と言わざるを得ません87。 

 

二つ目は、保育園の増設と公園の存続という区民の要望が対立する関係になり、「区民同

士の争いを作り出しかねない」というものである。利用頻度の高い公園をつぶし、保育園を

つくるという手法は、区民同士の対立構図を作り出し、今後の区政運営にも大きな禍根を残

しかねない。そして、保護者が安心して子どもを預けられ、事業者が安定的に保育園を運営

するためにも近隣住民との合意形成は必要不可欠あると主張される。 

以上のように、共産党は保育園建設の緊急性には賛同しながらも、緊急事態を招いた区の

責任を追及し、計画の進め方を非民主的と批判する立場をとっている。そして、「地域で重

大な問題を発生させている計画は一旦凍結し、整備可能用地から進めるべき」であると主張

するとともに、保育施設整備用地確保のために、民有地の活用、国・都有地等の活用、「国

家戦略特区」制度を活用した保育所整備を提案している。 

 

久我山と井草を地元とする区議会議員 

今回の調査では、久我山を地元とする A区議及び B 区議、井草を地元とする C 区議に話

を聞いた88。A 区議は久我山の「守る会」を支援しており、その立場と主張も「守る会」に

近い。A 区議は、2016 年 5 月に審議された補正予算について、「保育施設の追加整備に異

議はありませんが、進め方や建設予定地に問題」があるとして、反対している。A 区議は、

「区政報告」の中で、「子供のための施設である保育施設整備（しかも必要以上の定員確保）

のために、子供達の利用が多い地域の身近な公園を潰す」という判断が、子育てしやすいま

ちづくりに適っているのかと、区の計画に疑義を呈している。また、区の計画の進め方につ

いても、「記者会見からたった 5日で議会に判断を求め、区民への説明は“決まった後”とい

うプロセスが、本当に正しい進め方でしょうか」と批判しており、待機児童解消を目指すこ

                                                      
87 日本共産党杉並区議団幹事長 山田耕平「杉並区待機児童解消緊急対策への日本共産党杉並区議団の見

解」（2016 年 5 月 26 日）、URL: http://www.tomitataku.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/4f

9b20d1f86ddba63efbdee6c66609c8.pdf（2016 年 12 月 26 日取得） 
88 詳細は巻末の付録資料を参照のされたい。 
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とに異議はないとしながらも、今回の方法、進め方は「あまりに稚拙か強引」と述べている。

また、2017 年 4月の待機児童解消に必要な保育定員を 400 名も上回る施設整備計画となっ

ていることを指摘し、「緊急対策」と言いながら、定員の余裕をもたせるために身近な公園

を早急に廃止することを批判している。保育園整備の地域的偏在についても指摘しており、

緊急対策第 2弾の根拠となる地域別・年齢別の「保育定員数」と「保育需要見込数」から計

算すると久我山・高井戸地域は 12 名分足りないだけであり、方南・和泉地域では 342 名分

不足しているにもかかわらず、高井戸・久我山地域に（０～５歳換算で）215 名分の保育園

をつくり、方南・和泉地域には一つも保育園を作らなかったことから89、「供給不足の地域

に保育園をつくるのではなく、（立地条件等から）単につくりやすいところにつくる」計画

であったと批判している90。 

一方、同じく久我山を地元とする B 区議は、東原公園が「ここまで愛されていたのを事

前に把握していなかったのは区の目算違い」で「住民が怒るのももっとも」としながらも、

「他に作れるならいいが、作れないのに反対し続けるのは保育園自体に反対なのと一緒」で

あり、待機児童の保護者のことを考えると反対し続けることはできない、という立場をとっ

ている91。同時に、現在の保育行政は「点数主義で誰を落とすか」になってしまっており、

部署を横断する形で問題解決に乗り出した田中区長に一定の評価をしている。そして、最終

的には、当事者の気持ちも分かるが、保育園に入れない人の声とのバランス、全体の公益性

を考えるべきであるとしている。一方、「守る会」の代替案については、「基準を緩めるの

はアイディアとしてはいいが、利用者にはレベルを下げたものを用意したととられかねな

い」とし、「守る会」が指摘する保育施設の偏在についても「中央線沿いの方が、人が多く

需要があり、施設をたくさん作ってきた。久我山の方は大丈夫なのかと心配していた。よう

やく整備が進んだが、そもそも遅れている」との認識を示している。また、A 区議が批判す

る整備規模についても「待機児童が偏っていて０～２歳が多いのは確かだが、数年後の受け

皿も必要になる」という立場をとっている。 

井草地域を地元とするC区議は、向井公園や井草地域区民センター中庭の転用に反対し、

区の姿勢を批判している92。区が「緊急事態」を強調することについては、リーマンショッ

クで共働きが増加した時から緊急事態であり、当時から取り組んでこなかったことが解決

を困難にしていると主張する。また、これまでも大きな空いた公有地があったにもかかわら

ず保育園を建ててこなかった経緯があり、急に「認可でなければだめ」「児童福祉法による

区の義務」と言い出し、「緊急事態という言葉自体を PR の言葉として利用」して、抗議に

対しては「決まったことなのでご理解いただいて・・・」という態度で対話を拒むとして、

区の姿勢を批判している。さらに、区が提示し緊急対策の根拠となった待機児童の予測値に

                                                      
89 付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査。この計算の詳細は

後述する。 
90 A 区議による「区政報告」  
91 付録資料Ⅲ B 杉並区議への聞き取り調査。以下、B 区議の主張については聞き取り調査による。 
92 付録資料Ⅳ C 杉並区議への聞き取り調査。以下、C 区議の主張については聞き取り調査による。 
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ついても、「カウントを多く見積もり、公園をつぶす建前にしたのではないか。待機児童数

の上がり方が不自然。2000 という数字を前提に考えられたグラフなのではないか」と、そ

の見積もりに疑問を呈している。また、井草にも保育園が必要という理屈がおかしいわけで

はないとしつつも、区は井草にたまたま土地があったから建てただけであり、もっと必要な

地域があり、需要のあるところで作らないから待機児童がなくならないとして、区の施設配

置計画がバランスに欠けていると批判している。 
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４．主な論点 

以上、杉並保育園紛争の経緯と主な関係者の主張について述べてきた。本章では、これら

を踏まえた上で、関係者間で対立している論点について、以下の３つに分けて整理していく。 

 

1. 保育所の緊急性と公園の重要性のバランスどう考えるのか 

2. 緊急対策の一方で住民合意が不十分であったことをどう考えるのか 

3. 保育施設整備の地域的偏在をどう考えるのか 

 

4-1. 保育園の緊急性と公園の重要性のバランスどう考えるのか 

一つ目の論点は、待機児童問題を背景とした保育園建設の緊急性と公園の重要性のバラ

ンスをどう考えるかである。杉並の保育園コンフリクトは、保育園を建設するために地域住

民にとって重要な公園を転用することの是非が大きな焦点となっている。上述のように、今

回の緊急対策と公園転用計画は、保育需要の増加が過去の予測を上回り、当初計画では待機

児童の解消が不可能になったことに端を発している。杉並区は、緊急対策と公園転用を正当

化する根拠として、保育需要の急増、子どもを預けられない保護者の陥る状況の深刻さを前

面に押し出している。また、「保育所整備は自治体の責務」であり、育児と仕事を両立でき

る社会を実現するために保育所の整備は不可欠であるとして、保育園建設を正当化してい

る。公園の転用についても、公園の重要性に理解を示しながらも、待機児童解消のためには

やむをえず、「苦渋の決断」であるという立場をとっている。同じように、「ふやし隊」の

メンバーである D 氏と E 氏も、待機児童を抱える保護者の窮状を強く訴えており、保育園

増設のためには公園の転用もやむをえないと主張している。 

一方、「守る会」や「井草人の会」が主張するのは、東原公園や向井公園の住民や子ども

たちにとっての重要性であり、かけがえのなさである。両公園とも、その地域において唯一

ボール遊びもできる公園であるとともに、コミュニティの中心となってきたため、他をもっ

て代えがたいものであると主張されている。そして、公園が閉鎖され保育園建設が始まった

ことで、いかに地域の子どもたちに影響があったのかを訴えている。例えば、「守る会」は

東原公園の一部閉鎖後の変化について、以下のように語っている。 

  

地域に子どもがいなくなったかのように、街から子どもの姿が見えなくなった。遊ぶ場

所がないため、家で遊ぶ子が増えた。道路で遊ぶ子も増えた。今までは、東原に行けば誰

かしらいて、いろんな遊びが出来たが、そういう場所が無くなったため、子ども同士の関

係も少し変わったようだ。たとえば、サッカーをしたい子は、校庭開放へ（冬は 4時まで
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のため、遊べる子は少ない）、サッカーが苦手な子は違う場所へ。これまでは東原で両方

できていたため、男女、学年を超えて交流が出来ていたが、それがなくなった93。 

 

同じように、「井草人の会」も、公園が閉鎖されたことによる影響を訴えている。 

 

子どもたちは引き込もり気味になってしまっている。公園の前を通りたがらない。ボー

ルを持った子どもが路上をウロウロしている。子どもたちの生活に影響が出始めている94 

  

また、この問題は杉並区による公園転用の代替措置をどう評価するのかと関係している。

例え公園転用されたとしても、それを補う措置が充分に取られるのであれば問題ない、とい

う見方もできるからである。杉並区は、公園転用（あるいは工事中の一時閉鎖）の代替措置

として、当面の遊び場及び代替公園の確保、校庭開放事業の実施といった施策を用意してい

る。久我山東原公園については、当面の遊び場として、久我山 5 丁目 4 番の土地を工事が

始まり公園が閉鎖された 2016 年 8 月 1 日から開放している。また、向井公園については、

すぐ裏手の下井草 3 丁目 13番の土地を暫定的に遊び場として開放するとともに、ボール遊

びができる場所として、下井草自転車集積場南側に球戯場を整備することになっている

（2017 年 4月開設予定）。校庭開放事業については、2016 年 8 月 1日から久我山小学校及

び桃井第五小学校において実施されている。 

しかしながら、「守る会」や「井草人の会」は、こうした措置は公園転用の代替にならな

いとして批判している。当面の遊び場として区が用意した京王井之頭線沿いの民有地（久我

山 5丁目 4番）について、「守る会」は、「行く道が小学校配布の安全マップに危ない道とし

                                                      
93 付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査 
94 付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り調査 

久我山 5丁目 4番の暫定的遊び場 

（2017年 1月 21日 報告者撮影） 

下井草 3丁目 13番の暫定的遊び場 

（2017年 1月 22日 報告者撮影） 
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て指定されているし、日陰もない、ベンチもない、草刈りも大変。夏は膝まで伸びる。人目

につかず、見守りができない。何かあって叫んでも、電車の音でかき消される95」として、

子どもの遊び場としては不適切であると主張している。さらに、区は久我山東保育園北側の

民有地を購入し、ここに暫定的な遊び場を設けることになっているが、ここも東原公園の代

替にはならず、上述のように、区が「目途がある」と言った恒久的な代替地の目途が未だに

立っていないことへの不満を表明している。「井草人の会」も、上述のように、区が用意し

た代替地は不適切であり、銀杏稲荷公園も向井公園の代わりにはならないとしている。また、

校庭開放についても、放課後に一度帰ってから再度行かなければならないことや、特に井草

の桃井第五小学校については、芝生の養生期間によって使用できる時期や場所に制限があ

る上に、使用できるボールも制限されていることを指摘している96。 

こうした地域住民の声に対し、今回インタビューした待機児童を抱える保護者（「ふやし

隊」メンバー）は、井草と久我山の説明会に参加した際に、特に井草に関しては、少しくら

い互いに譲り合えないのかと感じたという。 

 

向井公園は隣にある保育園の園児の遊び場になっていると言うが、その保育園には園

庭がある。区による校庭開放や遊び場は代替にならないという声もあるが、住民たちは＋

αの部分を求め過ぎているのではないか97。 

 

さらに、この論点は、地域住民が提起した代替案をどう評価するのかとも関係している。

上述したように、「守る会」も「井草人の会」も、公園を転用せずに待機児童を解消するた

めの代替案を提示しており、これが「保育園に反対ではない」という主張と結びついている。

                                                      
95 付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査 
96 付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り調査 
97 付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査 

銀杏稲荷公園（2017年 1月 22日 報告者撮影） 
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もし、公園を転用せずとも待機児童ゼロを達成できる道があるのであれば、「保育所か公園

か」という二者択一の問題設定自体が見直しを迫られることになる。 

しかしながら、杉並区は住民が提起した代替案について否定的な見解を示している。その

理由の一つとして挙げられるのが、0～5 歳まで預けられる認可保育所へ区民ニーズの高さ

である。卒園まで同一園に在園でき、庭園もあり全員保育士資格を持っている認可保育所へ

の区民の要望は非常に高いとされ、これが「守る会」が提起した「分園制」「小規模保育の

暫定的利用」といった代替案を否定し、あくまでも 0～5歳まで一貫して預けられる認可保

育所の建設を進める根拠の一つとなっている98。また、「井草人の会」が提出した代替案につ

いても、杉並区は否定的な見方をしている。下井草自転車集積所に保育園を建設する案につ

いては、上井草集積所の規模では下井草集積所に保管している自転車の収容台数を移すこ

とが困難であり、鉄骨 2 階建ての集積所を解体、更地化工事などの期間が半年程度必要と

なることから、2017 年 4 月の開設に間に合わないという見解を示している99。向井公園の

代替遊び場とされた区有地（下井草 3丁目 13番）に保育施設を作る案に対しては、井草地

域のニーズと 2017 年４月に確実に待機児童を解消するためには、600 ㎡の敷地では規模感

が足りないと答えている100。小中学校の利用については、スペースを確保することが難しい

こと、科学館跡地については保育園より大きな土地が必要となる特別養護老人ホームの計

画があることから、代替案を採用することは難しいという見解を示している101。「井草人の

会」が批判するように、①「2000 人分」を ②主に「0歳から 5歳まで預けられる認可保育

園という形」で ③「今年度中に整備して来春開設する」ことのどれか一つを緩めれば、住

民の代替案が受入れられる余地はあったかもしれないが、区が方針を変えることはなかっ

た。また、上述のように、「ふやし隊」のD 氏と E氏も、待機児童を抱える保護者の立場か

ら、こうした代替案について否定的な見方をしている。 

 

                                                      
98 杉並区議会会議録「平成 28 年 6 月６日保健福祉委員会 06 月 06 日 01 号」、付録資料Ⅵ 杉並区保健福

祉部保育課への聞き取り調査 
99 杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「待機児童を解消するために、下井草自転車集積所を廃止

して上井草自転車集積所に集約し、下井草自転車集積所を認可保育所の建設地にすべきと考えますがい

かがでしょうか。」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024138/1026174.html、（2

016 年 12 月 26 日取得）、杉並区議会会議録「平成 28 年 11 月 25 日保健福祉委員会 11 月 25 日 01 号」 
100 杉並区議会会議録「平成 28 年 11 月 25 日保健福祉委員会 11 月 25 日 01 号」 
101 杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「科学館跡地に計画されている特別養護老人ホームに、認

可保育所を併設することはできないのですか。」、URL: www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/102413

8/1028166.html（2016 年 12 月 26 日取得）、杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「学校施設を

保育施設に転用する場合、乳幼児の安全面の配慮等から、校舎の 1 階部分に一定のまとまりのあるスペ

ース及び専用の出入口等が必要となりますが、各小中学校の実態から、直ちにそうしたスペースを確保す

ることは難しい状況です。」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024138/1026167.h

tml（2016 年 12 月 26 日取得）、付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査、杉並区議会会

議録「平成 28 年６月６日保健福祉委員会 06 月 06 日 01 号」 
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4-2. 緊急対策の名のもとに住民合意が不十分であったことをどう考えるのか 

次に、上の論点とも関連して、保育園の緊急性と手続き的な民主性をどう考えるのかが問

題となっている。すなわち、緊急対策の名のもとに、地域住民との話し合いが不十分なまま

計画を推し進めることが果たして正当化されるのか、という問題である。区は、「緊急事態

宣言」という表現を使ったことについて、「待機児童の切迫した状況を訴えるとともに、平

成 28 年度の１年間で、区立施設を活用し、これまでにない規模で保育施設整備を進めるこ

とを区民に御理解、御協⼒を求めるため」と述べている102。一方で、上述のように、「守る

会」や「井草人の会」は、杉並区の手法が強引であり、「緊急」であることを理由に住民の

声を無視することを非難している。 

まず、問題となっているのは、住民の意見を聞く前に計画が議会で決定されたことの是非

である。区長が「すぎなみ保育緊急事態宣言」について記者会見したのが 2016 年 4 月 18

日であり、公園転用を含む緊急対策第 2 弾が公表されたのが 5 月 13 日であった。その後、

5 月 17、18 日の区議会臨時会で補正予算が可決され、住民への第 1 回説明会が行われたの

は 5 月 21 日であった。こうしたことから、「守る会」や「井草人の会」は、説明会ではな

く、計画が決定された後の「決定通知会」「報告会」であったと非難している。 

こうした批判に対して、杉並区は「区としては、必要な手順をとって進めてきましたが、

限られた時間での対応となり、対象となる場所について、地域の皆様にとっては突然のお知

らせとなってしまったことは、大変申し訳ありません」と「主なご質問・ご意見への回答」

で述べている103。また、区議会において「進め方につきましては、議会で補正予算の御議決

をいただいた後でないと皆様のほうに正式なお伝えができないというところではございま

したが、それに先立って、地域のキーパーソンとなる方につきましては、情報提供などもし

た上で今回計画を進めてまいりました」と答弁している104。 

関連して、公園を転用する際に必要とされる手続きがとられていないという批判も出て

いる。区は、都市公園法の規定に「公益上特別の必要がある場合」は都市公園の区域の全部

または一部を廃止できるとあり、今回はこれに該当するとの認識を示している105。これに対

しては、公園転用に反対する議員から、国交省の監修による「都市公園法解説」によれば「こ

の判断は最も慎重に行わなければならず、その客観性を確保するため、あらかじめ公聴会を

開き、真に利害関係を有する者、または学識経験を有する者等から意見を聞く等が好ましい」

とされており、今回の公園の転用は違法とは言えないまでも、「１、公聴会や真の利用者及

                                                      
102 杉並区議会会議録「平成 28 年第２回定例会 05 月 30 日 10 号」 
103 杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「今回の緊急対策について、まず、区民や地元住民に情報

提供や説明を行うべきで、説明する前に議会で決めてしまうのは順番が間違っていると思いませんか。」、

URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024138/1026161.html（2016 年 12 月 26 日取

得）。その一方で、議会での予算審議・決議前に地元の関係者への情報提供、議決後には説明会を開催す

るとともに、保育緊急事態宣言チラシや広報すぎなみの全戸配布によって全区的な情報提供に努めてき

たと主張されている。 
104 杉並区議会会議録「平成 28 年６月６日保健福祉委員会 06 月 06 日 01 号」  
105 杉並区議会会議録「平成 28 年第 2 回定例会 6 月 1 日 12 号」 
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び有識者への意見聴取を行っていないこと。２、公園の公益性と保育園の公益性の比較考量

が不十分であり、区民に情報が公開されていないこと。３、前例のない公園の廃止であり、

杉並区は後々まであしき前例となるという３つの観点から、行政の手法としては不当なも

の106」であると批判がされている。 

また、杉並区が「緊急性」を強調して計画を推し進めることに対しては、上述のように、

「緊急事態を招いたのは区の失政であり、そのツケを住民に負わせるのはおかしい」という

批判が出ている。これ対して、区長は「将来の少子化やコストなどを気にする余り、行政の

取り組みに抑制的なところがあったことは否めない107」としながらも、待機児童ゼロを公約

として掲げて保育施設を増やし、2013 年 4 月に 285 名であった待機児童数を 2015 年 4 月

には 42名までに減少させてきたと主張する108。しかし、上述のように、2016 年度の待機児

童ゼロに向けて 1120 人分の保育施設整備を掲げた 2015 年度の計画が約 700名分の整備に

とどまったこと、保育需要が増加の一途をたどっていることから、今回の緊急事態に⾄った

と説明される。 

一方、「井草人の会」は、代替案を複数出しているが、区は聞く耳をもたなかったと訴え

ている。また、向井公園の樹木を残すなど、保育園の建設を前提とした上での提案について

も、4 月に間に合わなくなることを理由に聞き入れてもらえなかったと訴えていた。これに

対して、杉並区は、運営事業者が決まった後の第 3 回説明会では設計に関する話合いをし

たかったが、公園の転用についての是非に終始し、設計面の話ができるようになったのが夏

頃で、その時点で設計に関する要望に応えることが難しい事項もあったと述べている109。 

 

4-3. 保育施設整備の地域的偏在をどう考えるのか 

三つ目の論点は、保育施設整備と保育需要の地域的なギャップをどう考えるのかである。

上述のように、「守る会」や「井草人の会」、公園転用に反対する区議会議員は、保育施設整

備が地域的に偏在しており、久我山や井草に保育園を建設することは待機児童解消につな

がらないと主張している。 

「守る会」と A 区議は、保育施設整備と保育需要の地域的なギャップを指摘している。

この根拠になっているのが、A区議が区から入手した「地域別の需要見込み」と「緊急対策

第一弾までの段階での定員数」から算出した以下の数字である。この表では、地域別の需要

見込みと定員数から、緊急対策第 1 弾を踏まえた上での各地域の年齢別の需給ギャップを

算出している。これによると、区は説明会等で久我山・高井戸では 70 名の待機児童が発生

する見込みと説明していたが、今回待機児童が出ると言われている 0～3歳の定員で見ると、

久我山・高井戸地域の不足は 12名に過ぎず、一方で方南・和泉地域では 342 名、西荻北地

                                                      
106 杉並区議会会議録「平成 28 年第 2 回定例会 6 月 1 日 12 号」 
107 杉並区議会会議録「平成 28 年第２回定例会 05 月 30 日 10 号」 
108 付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査 
109 同上 
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域で 206 名分が足りていない計算になる。しかし、緊急対策第 2 弾では、久我山・高井戸

に 215 名分が整備されるのに対して、方南・和泉はゼロであり、西荻北も 25名分に過ぎな

い。このように、区が計画する施設整備と地域需要にギャップがあるため、公園を転用して

まで保育園を建設しても、待機児童解消にはつながらないと主張する110。また、上述のよう

に、「井草人の会」も「井草地区では来年 4 月に 51人の待機児童が予想されるところ、580

人分の保育施設（杉並区全地区分の 23%）が建設される予定になっている111」と指摘して

いる。 

                                                      
110 付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への聞き取り調査、杉並区議会会議録

「平成 28 年決算特別委員会 10 月 03 日 03 号」 
111 井草の緑と遊び場を守る会「新設保育施設数と定員数まとめ」、URL: http://greenigusa.wixsite.com/m

ysite/single-post/2016/06/24/%E6%96%B0%E8%A8%AD%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%96%B

D%E8%A8%AD%E6%95%B0%E3%81%A8%E5%AE%9A%E5%93%A1%E6%95%B0%E3%81%BE%

E3%81%A8%E3%82%81（取得日：2017 年 3 月 22 日） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 ０～２歳計 ０～３歳計

区が説明し
てきた待機
児童数見込

(A)

緊急対策
第２弾

H28.4 .1
の待機児
数(B)

(A)/(B)

1 井草 定員 87 162 186 156 153 151 895 435 591 340
需要数 107 201 209 183 190 158 1,047 517 700
差 -20 -39 -23 -27 -37 -7 -152 -82 -109 -40 -11 3 .6

2 西荻北 定員 119 188 187 167 167 168 996 494 661 25
需要数 104 248 259 256 196 203 1,266 611 867
差 15 -60 -72 -89 -29 -35 -270 -117 -206 -40 -10 4 .0

3 西荻南 定員 90 142 170 158 159 159 878 402 560
需要数 107 176 143 145 128 93 791 426 571
差 -17 -34 27 13 31 66 87 -24 -11 -40 -13 3 .1

4 久我山・高井戸 定員 103 181 212 206 211 210 1,123 496 702 215

需要数 97 229 220 168 149 154 1,017 546 714
差 6 -48 -8 38 62 56 106 -50 -12 -70 -19 3 .7

5 浜田山 定員 77 101 108 90 83 83 542 286 376 15

需要数 54 108 122 117 82 107 590 284 401
差 23 -7 -14 -27 1 -24 -48 2 -25 -30 -7 4 .3

6 方南・和泉 定員 50 101 115 102 104 104 576 266 368
需要数 120 219 174 197 153 128 991 513 710
差 -70 -118 -59 -95 -49 -24 -415 -247 -342 -60 -16 3 .8

7 松ノ木・成田 定員 51 175 201 189 191 191 998 427 616 100
需要数 92 171 199 190 169 149 970 462 652
差 -41 4 2 -1 22 42 28 -35 -36 -30 -5 6 .0

8 高円寺 定員 104 134 148 141 142 142 811 386 527
需要数 82 174 165 162 106 110 800 421 583
差 22 -40 -17 -21 36 32 11 -35 -56 -80 -18 4 .4

9 阿佐ヶ谷 定員 112 169 176 189 191 189 1,026 457 646
需要数 69 130 163 106 120 92 680 362 468
差 43 39 13 83 71 97 346 95 178 -40 -9 4 .4

10 荻窪北 定員 77 143 159 166 164 159 868 379 545 100
需要数 83 139 130 148 119 102 722 352 500
差 -6 4 29 18 45 57 146 27 45 -40 -8 5 .0

11 荻窪南 定員 67 143 182 155 138 138 823 392 547
需要数 66 143 122 134 101 84 650 331 465
差 1 0 60 21 37 54 173 61 82 -20 -3 6 .7

12 和田・堀ノ内 定員 78 146 169 132 131 130 786 393 525
需要数 74 133 171 139 135 131 782 378 517
差 4 13 -2 -7 -4 -1 4 15 8 -30 -6 5 .0

13 永福 定員 39 76 75 96 90 90 466 190 286
需要数 51 97 119 101 85 67 519 267 368
差 -12 -21 -44 -5 5 23 -53 -77 -82 -40 -11 3 .6

14 区外 需要数 0 1 1 1 1 2 7

総計 定員 1,054 1,861 2,088 1,947 1,924 1,914 10,788 5,003 6,950 795
需要数 1,106 2,168 2,195 2,046 1,735 1,581 10,831 5,469 7,515
差 -52 -307 -107 -99 189 333 -43 -466 -565 -560 -136 4 .1

＊需要数は、端数処理を行っていないため、合計と一致しない場合がある

A区議作成の「緊急対策第１弾段階での地域別・年齢別保育定員と需要数見込」 

（列幅を報告者変更） 
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こうした整備計画の地域的偏在の指摘に対して、杉並区は、緊急対策だけ見ると偏ってい

る印象があるが、これまでの整備状況からすると、今回計画されている地域のみに偏った整

備にはなっていないと反論している112。 

同時に、区内のどの地域でも保育所は不足しており、保育需要が高いにもかかわらず今回の

計画で条件を満たす区立施設がなく整備できなかった地域については、今後、積極的に民間

からの開設提案を働きかけるなどの手法を用いて、保育所整備の促進を図るとしている113。 

また、A 区議による地域別待機児童数の算出と区が説明してきた見込み数の差について

は、区域を超えた利用が反映されているかどうかの違いだと説明している。A 区議に示した

地域別の保育需要は人口割合に基づいた見込みに過ぎず、地域別の保育定員もその地域に

ある保育施設の定員を単純に集計したものであるが、保育園には学区がなく、区域を超えた

利用がされる。一方、区が示してきた地域別の待機児童数の見込み（表１の「区が説明して

きた待機児童数見込(A)」）は、2016 年 4 月の待機児童数 136 名に対する各地域の待機児

童数の割合で 2017 年に発生が予想される 560 名を案分して算出しており、区域を超えた利

用が反映されていると主張している114。 

                                                      
112 杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「今回の緊急対策では、整備する地域に偏りがあるように

思います。特定の地域に保育所整備の負担を押し付けることになりませんか。」、URL: http://www.city.s

uginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024138/1026164.html（2016 年 12 月 26 日取得）、杉並区「広報すぎな

み」No.2180（2016 年 9 月 21 日） 
113 杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「今回の緊急対策では、整備する地域に偏りがあるように

思います。特定の地域に保育所整備の負担を押し付けることになりませんか。」、URL: http://www.city.s

uginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024138/1026164.html（2016 年 12 月 26 日取得）、杉並区「広報すぎな

み」No.2180（2016 年 9 月 21 日） 
114 杉並区議会会議録「平成 28 年決算特別委員会 10 月 03 日 03 号」、付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育

課への聞き取り調査 

杉並区が示した保育施設の分布図 

出所：杉並区「広報すぎなみ」No.2180（2016年 9月 21日） 
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さらに、「井草人の会」の主張に対しては、杉並区は「平成 28 年 4月に井草地区の住民

で同地区の認可保育所等を第 1 希望とした約 290 名のうち、約 6 割の 170 名以上の希望に

添えておらず、井草地区の保育施設が増えることで井草住民が地区内の施設を利用しやす

くなる」と回答している115。この回答について「井草人の会」は、井草地区だけの待機児童

を減らしても杉並区の待機児童はゼロにはならず、重点地区には作らず井草地域への偏在

を認めている時点で論理が破たんしている、と反論している116。また、実際に区から「阿佐

ヶ谷から井草なら入れる」とアドバイスをされた人もおり、認可を断ると待機児童にカウン

トされないこともあることから、隠れ待機児童を助長しかねないと、偏在がもたらす問題を

指摘している。 

 

保育所建設場所 入所日 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

久我山東原公園 
4 月 1日 0 0 0 11 6 10 

5 月 1日 0 0 0 10 5 ― 

井草地域区民センター 
4 月 1日 0 0 0 5 21 ― 

5 月 1日 0 0 0 5 19 ― 

向井公園 
4 月 1日 0 4 10 21 25 ― 

5 月 1日 0 0 1 19 25 ― 

一方、この問題は潜在的な待機児童をどう考えるのかとも関係している。上述のように、

東京新聞「『待機児童と違うのか』『潜在』６万 7354 人 自治体内訳公表」は、杉並区には

潜在的には 2000 人以上の待機児童がいると報じている117。そのため、待機児童を抱える保

護者である D 氏と E 氏は、地域的偏りはあるがどの地域も保育施設は足りておらず、区も

公園周辺の住民も待機児童問題の現状を理解していないと主張する。また、久我山でも井草

でも、近くに認可保育所できれば定員割れすることはないと予想している。実際には、2017

                                                      
115 杉並区「主なご質問・ご意見への回答」より「井草地区に保育所が集中すると、保育所の不足している

他の地区から時間をかけて井草地区まで通うことになり、母子には負担ではないですか。井草地区にこん

なに保育所が必要ですか。」、URL: http://www.city.suginami.tokyo.jp/hoikukinkyu/1024138/1028164.h

tml（2016 年 12 月 26 日取得） 
116 付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り調査 
117 東京新聞「『待機児童と違うのか』『潜在』6 万 7354 人 自治体内訳公表」（2016 年 9 月 3 日）、URL: 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201609/CK2016090302000125.html（2017 年 3 月 22 日

取得）。厚生労働省の公表したデータによると、2016 年 4 月時点で、「地方単独事業を利用している者」

1638 名、「育児休業中の者」234 名、「特定の保育園等のみ希望している者」212 名、「求職活動を休止し

ている者」68 名で、合計 2152 名となっている（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成 28 年

４月１日）」URL: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135392.html（2017 年 4 月 8 日取得）より

「（参考）申込者の状況（平成 28 年４月１日）（Excel：149KB）」）。 

保育園の募集人数（2017年 4月 1日及び 5月 1日利用調整分） 

出所：杉並区「私立・区立保育園等の募集予定人数 平成 29年 4月

1 日入所利用調整(二次)分」、杉並区「私立・区立保育園等の募集

予定人数 平成 29年 5月 1日入所利用調整分」より報告者作成 
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年 4月 1 日入所用利用調整（二次）分と 5月 1日入所利用調整分の募集予定人数を見ると、

上の表のようになっている。 
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５．まとめにかえて：迷惑施設論からの予備的考察 

本報告書では、杉並保育園紛争の経緯、関係者の主張、主な論点について整理してきた。

本事例における公園を守ろうとする住民の主張や活動をどう見るかは、巻末に添付した調

査者による座談会の記録（付録資料Ⅰ）に譲る。以下では、まとめにかえて、迷惑施設論を

参照にしつつ、本事例の特徴を考察する。 

本事例をめぐって争点となっている「保育所の緊急性と公園の重要性」、「緊急性と手続き

の民主性」、「施設整備の地域的偏在」は、迷惑施設紛争で争点となる「必要性」、「手続き的

公正」、「配分的公正」をめぐる議論と類似している。一般に、迷惑施設紛争においては、建

設推進側（主に行政や民間事業者）は、当該施設の「公共性」や「必要性」、そして「緊急

性」を主張することで、計画を正当化し、反対者に理解を求めるとともに、市民全体からの

支持をえようとする。そのため、迷惑施設紛争は「全体利益と私的利益の対立」「公共性と

地域エゴの対立」として捉えられることもある。しかしながら、こうした見方に対して、反

対住民によって、行政が主張する施設の「必要性」や「公共性」自体が疑問視され、問い直

されることもあることが指摘されてきた118。また、たとえ施設の「必要性」や「公共性」を

前提としたとしても、施設立地手続きの非合理性あるいは非民主性、施設配置の空間的偏在

が問題となることも多い。 

杉並区は、待機児童解消、その手段である保育園建設の緊急性と必要性によって公園転用

の正当性を主張しており、その背後には待機児童を抱える保護者の切実な状況がある。保育

需要を満たし、待機児童を迅速に解消するためには、公園の転用はやむをえない措置であり、

合理的であるという姿勢は、迷惑施設紛争においてみられる推進側の全体利益の主張と同

様である。一方、「守る会」や「井草人の会」など公園周辺の住民は、待機児童問題解消の

重要性や保育施設の必要性自体は認めている。その上で、住民にとっての公園のかけがえの

なさ、区による代替措置の不適切さ、公園の存続と待機児童解消を両立させる道があること

を主張していた。こうした主張は、例えばごみ処理場立地紛争に見られる、候補地となった

場所や周辺環境の当該コミュニティにとってのかけがえのなさ、建設側による環境対策や

補償の不適切さ、減量やリサイクルをすれば処理場を建設しなくてもごみ問題を解決でき

る、といった主張に類似している。 

また、計画の手続き的な民主性や合理性を問題にする点も迷惑施設紛争と同様である。本

事例においても、住民への説明が計画決定後であったこと、住民の意見を聞いてくれないこ

と、都市公園法上の手続きの問題などが批判の対象になっている。迷惑施設紛争においても、

施設建設側が住民の頭越しに計画を決定し、「決まったこと」として住民の意見を聞かない

                                                      
118 中澤高師、2010、「NIMBY 問題の構造とデモクラシー」加藤哲郎・今井晋哉編『差異のデモクラシー』

（日本経済評論社）、第 2 章：47-62、中澤高師、2009、「廃棄物処理施設の立地における受苦の『分担』

と『重複』――受益圏・受苦圏論の新たな視座への試論」社会学評論 59(4): 787-804. 
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ことがしばしば批判の対象となる。候補地選定手続きの合理性や公正さも争点になること

が多く、候補地選定過程に瑕疵が発見された場合や、政治的恣意性が介入していると見なさ

れた場合には、大きな問題となる。 

一方、保育園が地域に建設されること自体は問題視していない点で、本事例は一般的な迷

惑施設紛争とは異なっている。冒頭で紹介したように、「子どもの声がうるさい」といった

理由から保育園建設に反対するケースが多く報道されており、それに対して「エゴ」といっ

た批判がされているが、本事例においては久我山においても井草においても「保育園建設に

反対なのではない」と強く主張しており、実際に同じ地域の他の保育園には反対していない。

その点で、ごみ処理場がもたらす環境影響などの懸念から施設が地域に建設されること自

体に反対するような場合とは相違がある。 

この点は、本事例で「守る会」や「井草人の会」が指摘している施設整備の偏在の問題と

も関連している。迷惑施設紛争では「配分的公正」がしばしば争点となる。迷惑施設は、そ

の施設がもたらす便益は社会に広く享受される一方で、その負担は周辺地域に集中する「拡

散便益―集中コスト」という空間的に非対称な利害構造を伴っている。さらに、迷惑施設が

マイノリティや経済的に豊かでないコミュニティに集中することが指摘されてきた。その

ため、負担配分の不公正さが反対運動からしばしば指摘されることになる。本事例における

施設整備偏在の問題は、迷惑施設におけるこうした配分的不公正の指摘と一見似ている。し

かし、本事例は、地域に施設整備が集中することによるその地域への負担（環境的、経済的、

社会的な悪影響）の集中を問題にしたものではない。上で述べたように、公園周辺住民が問

題にしていたのは、待機児童解消のために合理的な施設配置になっているかどうかであっ

た。この点で、配分的不公正や環境的正義を主張する運動とは異なっており、ごみ処理場問

題で言えば、集中処理に対抗して分散処理による収集運搬の効率性を主張するようなケー

スに近い。 

以上、事例の特徴を明らかにするために、迷惑施設紛争と杉並保育園紛争を比較してきた。

候補地や周辺環境のかけがえのなさ、代替措置の不適切さ、代替案の存在、手続きの不公正

さを主張する点は、ごみ処理場のような迷惑施設をめぐる紛争と類似している。一方、問題

になっているのは施設による周辺環境への悪影響ではなく、保育施設が近隣に建設される

こと自体には反対していない点に、この事例の特徴があると考えられる。 

少子化や待機児童問題が社会的な注目を集める中で、ともすれば保育園建設計画への反

対は「身勝手」「エゴ」と非難されがちである。しかし、「社会的に必要な施設の建設に反対

するのはエゴ」とみなし、「施設建設＝善、反対する人＝悪」というレッテルを貼ることは、

問題を単純化し、かえって紛争の解決を難しくしかねない。そうではなく、住民の声に耳を

傾け、紛争の経緯や当事者の主張を理解することが、紛争の解決を模索するためには重要で

はないだろうか。本調査が、杉並保育園紛争、そして、現在及び将来の保育園紛争の理解と

解決のための一助となることを願う。 

  



42 

 

謝辞 

本調査にあたっては、「久我山の子どもと地域を守る会」、「子どもの輪をつなぐ井草人の

会」、「保育園ふやし隊＠杉並」のメンバー、杉並区議会の A議員、B 議員、C 議員、なら

びに杉並区保健福祉部保育課の職員に、長時間の聞き取り調査にご協⼒いただくとともに、

貴重な資料をご提供いただいた。また、木村ようこ議員には調査実施においてご支援をいた

だいた。末筆ではあるが、この場を借りて深謝したい。本調査報告が、関係者間の相互理解

を深め、紛争解決の一助となれば幸いである。 

 

 

本調査は、JST、CREST（課題番号 JPMJCR15E1）の助成を受けたものである。 

  



43 

 

付録資料Ⅰ 杉並保育園紛争についての座談会 

〇日時：2017 年 2 月 9日 12:50～15:15 

〇参加者 

・中澤高師（静岡大学情報学部講師） 

・榊原和歩、高木拓哉、山田侑司、由布マサイチ（以下、順不同で学生 A・B・C・D） 

・オブザーバー及び記録係 2名 

 

中澤：今回の座談会では、杉並区保育園紛争調査を通じて、皆さんがどのように考えたのか

議論していきたいと思います。さまざまな立場からの声を聞きましたが、特に、公園を

守ろうとする地域住民の主張と運動をどう評価するかを中心に議論していきましょう。

最初に、学生の皆さんから一人ずつ意見を述べてもらいましょうか。 

学生 A：結論から言うと、住民の「公園を守る」という活動は、全体を見たとき、緊急性の

観点から考えると、その理屈は「保育園が必要」という意見に対して少し弱いと感じら

れました。たしかに「公園を守る」側の立場の方々が、公園に対して「歴史があって、

愛着もあって大切な公園だ」というのは理解ができます。しかし「全体の利益を守る」

という考えに対して、「公園を守る」立場の人たちは「自分たちの公園」という意識が

感じられました。一方で、今回一番問題だったのは、住民側に対して区役所が「公園を

潰しますよ」という説明をしたのがあまりにも急であり、計画着工後は意見を取り入れ

ない姿勢だったことで、すれ違いが生じたことだと思います。「公園を守る」ことに関

しては「保育園の需要」があるので、転用はやむを得なかったとしても、意見を聞かな

くなってしまった区の対応は不味かったなというのが、私の意見です。 

学生 B：僕も近い意見です。ただ、公園を守ろうとした人の話を聞くと、浜松市と違って大

きな公園がない、開けた土地もない地域だったので、住民の方々にとっての公園の重要

さというのは、浜松で普段生活している実体験から想定していた以上のものだったの

かなと感じました。ただ、保育園を増やして欲しい人たちの話も聞くと、今回の件に関

しては、急に保育園の増設を進めてしまった問題もあるし、保育園と公園をしっかり平

等に天秤にかけることは難しいけど、保育園建設の方が大切だと感じた。公園を守るこ

とが悪いことではないが、今回に限れば保育園建設の方に譲ってあげるべきだったと

感じました。 

中澤：二人とも、公園を守る気持ちも分かるし、区の進め方が「緊急」ということで雑にな

ってしまった面があると。そこですれ違いが起こった部分もあり、反発するのも分かる

けど、保育所の方が重要じゃないのかという感じですかね。他の二人はどうでしょう。 

学生 C：僕も二人に意見が近いのですが、率直な感想としては、公園の話は、ボールを使え

る使えないという話や、学区に唯一という話は理解できましたが、それでも待機児童の
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解消のためには地域の方々は譲歩することもできたのではないかなと思います。でも、

住民が悪いという話ではなくて、杉並区の姿勢が強硬すぎて、それが住民の反発を招い

たところもある。区側も譲歩の姿勢を見せることも必要だったのでは。双方がもっと引

く姿勢を示すことができたのではないかと思います。 

学生 D：正反対の意見を言わせていただきます。僕は「公園を守る」立場は妥当だと思って

います。たしかに、保育園を増やしたい、あるいは待機児童を抱える親の酷い状況を聞

くと、保育園の必要性は理解できます。しかし、それで保育園を建てるのに、久我山、

井草、高井戸、善福寺の一部の人たちに犠牲を強いるのは、行政のあり方としておかし

いと思います。今回、公園と保育園というかたちで秤にかけていますけど、それだけで

はなくて、公園が他の公共施設と比べても最下層になってしまっているのではないで

しょうか。例えば、高齢者施設とかと比べても、優先順位が下になっているから、ここ

は高齢者施設にするから保育園にはできない、だから公園を潰すという。公園の優先順

位が低くなっていると思います。税金を払っている以上、公園を利用できるのは当然の

権利だし、それを潰されることに反対するのは当然だと思います。今回の保育園の件を

許してしまえば、今後、何か公共事業をやるときに土地がない場合、「公園を潰して、

用地にしてしまえ」という動きになりかねない。そういう前例ができてしまった。今回

は、そういう「悪しき」前例を作ってしまったのではないかなと思います。それこそ、

国家戦略特区みたいに大きな公園なら可能という規制でもあればいいが、杉並区はそ

ういった制限さえ取っ払ってしまっている。何かしらの規制が必要にもかかわらず、特

区の規制すら超えてしまったことは、問題だと感じます。 

中澤：D 君の意見を聞いて、他の皆さんはどう考えますか?どちらかと言えば、公園は転用

されても仕方なかったという立場でしたが。 

学生 A：現実問題として、公園を転用しない限り土地がない。土地がないから公園にしたわ

けで、土地を確保できなければ、保育園にしろ、高齢者施設にせよ、困る人がいる。た

しかに、公園がなかったらどの程度困る人がいるのかについて指標は必要だとは思い

ますが、実際に高齢者を家で預かっていられるのか。介護も大変だし、子どもだって預

けられなかったら仕事ができない。仕事を続けるためには保育園が必要。さらに言えば、

東京に住んでいる限り公園は諦めるべきと考えざるをえません。元々そこにいる人な

ら別にしても。 

学生 D：でも、井草の人は 150 年ぐらい住んでいたりするわけで・・・。 

学生 A：長く住んでいる人も、土地がなくなってしまえば、東京にいる以上は公園を潰され

ても仕方ない。公園が欲しいなら、余所に移り住む土地がある。例えば長野とか地方に

移転したほうがいい。 

学生 D：それなら逆も言えてしまう。「保育園に入りたいなら、東京から離れればいい」と

いうことになってしまう。 

学生 A：最終的には、なぜ東京にこだわるのかという話になってくる。 
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中澤：つまり、東京に人が集まってくるのが問題ということ? 

学生 A：そういうことになりますね。結局、東京には土地がないので、公園を転用せざるを

えない。 

学生 D：今回は 1年後に保育園を開設しようという前提だから「土地がない」のであって、

実際に確保できる土地は潜在的にはあった。そこを、保護者のために認可保育園が必要

なんだと大義名分を掲げて開設時期を譲らなかったのは区なのでは。 

学生 A：でも、公園を転用しても潜在的な待機児童は簡単には減らない。80 名の定員がつ

くれても、2 年後 3 年後には足りなくなる可能性がある。今まで認可外を利用していた

人も、認可保育園を利用しようとする。そうして、今後も保育園を新たに開設すること

になれば、最終的に土地が足りなくなって、遅かれ早かれ公園を転用せざるをえない。 

学生 D：つまり、今後保育園を増やす過程でどのみち公園は潰さざるをえないということ? 

学生 A：そうだね。今現在の計画では土地があったとしても、長期的にみると土地は不足し

ていくのではないか? 

中澤：実際に土地がどのぐらい足りないかは、ちゃんと調べてみないとわからないよね。D

君が指摘してくれたように、今回は 1 年後に開設するという目標があって、そのため

に区有地で、すぐ着工できる土地である必要があった。だから区は「土地がない」と説

明した。でも、2～3 年ぐらいのスパンで検討するならば、既存施設を畳んで、そこに

保育園を開設することも可能だったかもしれない。今回は、1 年で開所という非常に厳

しい制約があった。それだと、更地の区有地という条件になり、「それなら公園」とい

う話になってしまう。期間がもう少し長ければ、建物を潰して更地にするというオプシ

ョンもあったかもしれない。今の話について、他の 2人はどう思う? 

学生 C：区が言っている保育園の開所を 4 月に間に合わせるということも、絶対に守らな

いといけない。保育園がないと家庭が支えられなくなる。親が働けなくなることで、家

庭が潰れること、住民の生活が破綻することが、区にとっては最悪のケースではないか。

だから、4 月に開所というのは絶対に外せなかったのだと思う。 

学生 B：保育園に入れなかったことで、親が仕事を辞めてしまえば、仮に復帰したとしても

辞める前の仕事や地位に就くことは厳しい。1 年でも早く、1 人でも多く保育園に入所

できるようにすることは重要なこと。ただ、さっきの特区による規制緩和の話では、自

治体の担当課の許可が出れば、特区に指定されていなくても、3割まで転用できるよう

になる話が先日記事に出ていた。今回は公園の大部分を潰すような話で反発を招いて

いたが、今後、杉並区をはじめ行政は強引なやり方は避けるべきだと思う。 

中澤：先ほどから、杉並区は 4月の開所を目指して、今回は強引な形で建設を進めていった

という話でしたが、それについて皆さんはどう考えますか？今回のような進め方はお

かしいと思うのか。それとも、4月までに完成という方針をとる限り仕方なかったのか。

公園を守る住民からは、建設が始まってからの要望も聞いてくれないという話があり

ました。一方で、区役所としては、それは住民がいつまでも建設に反対という立場を崩
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さなかったから、条件交渉に入るのが遅れて計画を見直すタイミングを逃しただけで、

ある意味住民が悪いという言い分でした。また、保育園を増やしたい保護者からすれば、

強引にでも 4 月に開所を目指すという区の姿勢を評価をしていると思います。皆さん

は、区の姿勢をどう思いますか？ 

学生 C：4月までに保育園開所という目標については合理性はあった。でも、最初反対して

いたから時間がなくなって、時間がなくなったからといって、住民の要望を聞かなくな

るという態度は問題かなと思います。目標に妥当性があっても、プロセスについては賛

成できない。 

学生 D：でも、今回のような強引なプロセスなしには、目標は達成できなかったのでは? 

学生 C：うーん、それは・・・。 

中澤：では、4 月までに開設という目標があるとき、どのようなプロセスを取れば良かった

のかな? 

学生 C：姿勢が強固すぎた。 

中澤：区役所側の説明が下手だったという話もあったけど。 

学生 C：説明会には居合わせなかったので判断はできない。でも、待機児童を解消するとい

う目的や意図がちゃんと説明できていれば、もうすこし住民側の姿勢も変化したので

は? 

学生 B：待機児童の定義が自治体によってまちまちで、例えば保育園までのアクセス手段が

車なのか徒歩なのか、そういうところまで含めた客観的な指標や、女性の就業率など 3

年ぐらいの期間でみれば、今回のような需要の大幅な読み違いが防げるのではないか。

そういう推計の手法をいち早く確立していくことは必要。 

中澤：今回、杉並区が保育所の開設を緊急事業としてやることになった背景に、2016 年 4

月の待機児童数が昨年を大幅に上回るという見通しが区から出てきたことがある。さ

らに、4 月になると 2017 年度の認可保育所への申込数が大幅に増える推計が出てきた。

それで、その時点で計画されていた緊急対策を実施しても待機児童が出てしまうので、

追加で 1000 人分の保育園を作ろうという話になった。この数字は、母子手帳の発行数

と他地域からの流出入、それと需要率の増加傾向から推計している。結果、待機児童数

が急激に増える見込みになっているわけだけど、区に疑問を抱いている住民や計画に

批判的な議員さんからは「何で急に足りないという数字が出てきたのか」、「数字の設計

の仕方が怪しいんじゃないか」「保育園を建てるという計画が先にあって、それを正当

化するために後から数字を作ったのでは」という声が出ている。今の B 君の意見は、

この推計をもっとオープンにして、急に数字が変わることがないようにすべきという

ことかな？ 

学生 C：それに期間も 2～3年の長期スパンで見られるようにするべきだと思います。それ

ならば、余裕のある計画が立てやすくなる。 
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学生 D：推計方法がオープンであっても出てくる数字は同じだから、あまり論点にならな

いと思う。 

学生 C：推計方法の問題だけでなく、区がもっと長期的な見通しを持って建設を進めるべき

だったと思う。保育園を作ることは悪くはないが、急に作るということで問題が生じた

と思います。 

中澤：他の皆さんはどう思いますか?これは、井草地域の区議も指摘していたことですよね。

「急にやるからこんな問題が起きるのであって、長期的なプランを立てて保育園の建

設を進めておけばこんな話にはならなかった」と。 

学生 C：「過去」になってしまったプランを引き摺って、今の状況を嘆くよりも、結果を受

け入れて、対策を立て直して問題を解消していく方が大事ではないか。もちろん過去の

ことを反省する必要はあると思います。でも、今回のように強引に区が主導する流れも

待機児童を解消するためには仕方ないかなと。 

学生 A：井草の区議さんも指摘していたように、3 月に予算案を決議して、4 月の中頃に待

機児童数を推計し直して、緊急対策として予算を見直すというのが唐突に感じた。この

区の「心変わり」は何だったのか、と腑に落ちない部分がある。区長の施策として保育

園問題は前からあった。なぜ急に計算し直したのか。来年度予算に向けた見直しでも良

かったのではないか。なぜ 4月、5 月に急に試算をやり直したのか、疑問がある。 

学生 D：2016 年 4 月の待機児童の数は実数で、そこで計算と大きく乖離しているから試算

をやり直したということでは。 

中澤：ところで、公園を守ろうとする住民が出した代替案をどのように評価しますか？これ

も大きなポイントになると思いますが。 

学生 D：個人的には小規模保育はいいと思う。親としては保活が大変だから一括が良いと

いう意見には、まずは小規模保育を用意して、次年度以降認可保育園ができたときに、

ポイントなどで優遇するなどの施策があれば批判は大きくならなかったのでは。これ

なら小規模保育でもいいか、と言う親も出てきたのではないか。また、待機児童を抱え

る保護者の方からは「プレハブ小屋に子どもを入れたい親はいますか?」という意見が

出ていたが、保育園にとって重要なのは、施設の質ではなく、保育士の質だと思う。ど

んな施設でも怪我や問題は起こりうるのだから、それを防げる保育士がいるかいない

かだと思う。だから、代替案については肯定的な見方をしています。 

学生 C：僕は代替案は望ましくないと思う。分園制が出ていたが、それについてはあまり良

い案とは思えなかった。それは親にとって保活が大変というのが大きい。保活は家庭に

影響を与える。小規模保育の話も、プレハブは極端としても、環境も重要な要素で、子

どもが行きたいと思う保育園であるべき。それには人だけでなく、環境も重要になる。 

学生 A：保育園に預ける親の話を聞くと、基準を下げた施設に入れるのは怖いということが

あるでしょうし、その不安から保護者にとって「代替案いいね」という話にはならない

と思う。自分も年の離れた弟の面倒を見る機会があったけど、小さい頃、0～2 歳ぐら
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いの子どもを扱うのは注意がいるし、怖い。認可外は事故の確率が高いというデータも

あるし、子育てしている親からすると、認可外に預けるということは気が気でないとい

うのは理解できる。 

中澤：代替案としては、井草の場合だと、自転車集積場が利用できないかという話もあった

けど、どう思いますか? 

学生 D：駐輪場に関しては、4 月に間に合わないから難しいという区の立場は理解できる。

でも、科学館や学校を利用するという案は、僕は望ましいと思いますよ。 

中澤：区は土地の面積に応じて、ここは老人ホーム、ここは保育所と割り振っているという

話でした。老人ホームの方が広い土地が必要だから、老人ホームに優先的に割り当てて、

小さいところを保育園にしていく。結局、老人ホームの重要性と保育園の重要性をどう

考えるのかという話になってくる。D 君の指摘もあったけど、老人ホームを作ること

を譲らず、結果として公園を潰した区の姿勢をどう評価しますか? 

学生 B：杉並区の特養の需要について明確にはわからないが、大勢が入所待ちしているとす

ると、場所を確保する必要はある。 

学生 C：数字や基準に沿って土地の用途を分けるのが「行政」というもの。型にはめる、ル

ール通りに動くということが行政には求められる。だから、老人ホームのために、その

土地をとっておいて、結果として公園を転用することは仕方がない面もある。 

中澤：公園を守る住民側の主張のポイントとして、保育園の偏在という話があったと思いま

す。久我山はすでに多くの保育園があって足りているという話や、井草に保育園を増や

しても中央線沿線から預けに来られるわけがない、一部の地域ばかりに集中して建て

ても待機児童解消にならないという意見がありました。これについてはどう考えます

か？ 

学生 D：待機児童を抱える保護者の話を聞くと、主張の根拠としては弱いと感じてしまっ

た。 

中澤：潜在的な待機児童数は区の想定よりもずっと多いので、区内のどの地域も足りている

ことはあり得ないという話でしたよね。「どこも足りていない」という主張には賛同し

ますか? 

学生 B：実際に入所希望の倍率を見ても、定員割れをしているところはない。 

学生 D：でも、杉並区のスタンスは、今回話を聞いた待機児童を抱える保護者とは違ってい

る。杉並区は自らが推計する待機児童がいなくなれば問題ないというスタンス。保護者

の潜在的な待機児童もなくして欲しいという立場とも、公園を守りたい立場とも違う。

どっちつかずになっている。 

中澤：杉並区は今回、緊急対策を実施して、4 月に待機児童ゼロを宣言できればそれで良く

て、潜在的な待機児童について真剣に取り組むことはないのではないか、ということか

な。 
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学生 A：杉並区としても、潜在的な待機児童に取り組んでいる姿勢を見せて、問題がないと

反論するだけのデータを用意すると思うけど。 

学生 D：東京新聞で、2000 人の待機児童がいて、さらに増えていくという報道がある。し

かし、杉並区としては今回の対策で待機児童がゼロになれば、次は潜在的待機児童より

も第 3 子優遇のほうに舵をきっていくのではないか。 

学生 A：でも、第 3 子優遇も区長がそれを公約として当選しているわけで、選挙制度の上で

区長が選ばれている以上、問題ないのではないか。 

学生 D：そこまで制度、制度というなら、都市公園法を守って欲しかった。 

学生 B：さっきも触れましたが、都市公園法は国交省から改正の話が出ていました。3割ま

では保育園などへの転用を認めると。これまでは特区だけだったのを、特区以外にも拡

げていくと。ただ 3割という縛りは設ける。杉並区のような全部転用だとか、半分転用

だとかはできないけど。 

学生 D：その話も調査で出ていましたね。「特区や制度改正を適応しても、今回の杉並区は

違反なんですよ」と。 

中澤：代替地についてはどうでしょう。久我山では公園を転用する際に、区は別の土地を代

替地として用意すると。しかも、その土地については目途がついていると区議会で答弁

した経緯がありました。ところが、代替地の目途は未だに立っていないという状況にな

っていて、住民としては騙されたという気持ちがある。区は、議会答弁の際は目途があ

ったが、その後の交渉が失敗に終わり、現在まで恒久的な代替地の目途が立っていない

と言っている。このあたりも、公園を守る住民の主張を評価する上で重要になってくる

と思います。 

学生 D：その代替地の問題も「時間がない」ことと絡んでいる。本来なら代替の公園を用意

して、そこから公園を転用するべきなのに、今回は代替地の用意と転用が同時になって

しまった。「時間がない」で通したことで、結局、代替地を確保できなかった。 

中澤：そもそも、代替地が「目途」の段階で公園を転用する判断はすべきでなかったという

こと? 

学生 D：「時間がない」と言われると、それまでですが・・・。 

中澤：時間の話だと、さっき C 君は現時点の問題を解決する上で過去の話をしてもしょう

がないという意見だったけど、住民側としては行政側の失政を住民にしわ寄せするな

という話になってくると思います。それも念頭に入れて、時間や代替地の問題について

意見はありますか? 

学生 C：久我山の線路脇にある暫定的な遊び場は、実地をみると住民の批判はもっともです

よね。代替地を説明会の前に用意できていれば、もう少し流れが違ったと思います。 

学生 A：保育園の親は、子どもを保育園に入れなかったら後がない。しかし、公園の方は校

庭開放などが利用できる。たしかに不満は出るかもしれないが、譲る余地があったのか

なと感じた。 
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学生 D：実際に譲ったじゃん。 

学生 A：譲ったというよりも、譲らされた形だったけどね。 

学生 D：井草の方は、代わりの公園として銀杏稲荷公園もあって、個人的には悪くない公園

に思えたから、住民のエゴと感じるところはあった。ボール遊びの件に関しても、児童

館脇にスペースを作るわけだし、その上で、さらに代替地を要求するはどうかなと。久

我山に関しても、公園の半分は残ったわけで、残った土地も思ったより大きく感じた。

行政のやり方が良かったとは言わないけど、住民が代替地を強く要請する態度は問題

があると思うこともある。待機児童を抱える保護者の方が「プラスアルファを求めてい

る」と言っていた意味も理解できる面がある。 

中澤：あれ、D君は公園を守るべきという立場でしたが、宗旨替えしましたか? 

学生 D：久我山は広い公園だったので、それは目をつけられても仕方ないかなと。でも、そ

れを理不尽に奪う行為を行政はしてはいけないと思うから、公園を守るという主張は

妥当だと思う。でも、残ったスペースも想像していたより広かったし、建設された後に

そこまで要求するのはどうかな感じた。 

学生 A：でも、代替地を用意する約束を守らなかった区役所には問題がある。代替地の確保

は約束だったわけで、それがなくなったから新たな代替地を要求することは、わがまま

というよりは、当然のことだと思う。 

中澤：地域にとっての当該公園の重要性はどう考えますか？東原公園は、その学区では唯一

のボール遊びができる大きな公園だった。よその学区の公園に遊びに行っても、そこは

その学区の子どもたちの遊び場であって、縄張りみたいなものもあるし、行きづらいと

いう声は、久我山でも井草でも出ていました。今回、4 つの公園が転用されましたが、

井草と久我山は地域の「ファースト・パーク」で、その学区の中で子どもがメインで遊

ぶ公園だった。 

学生 D：時間をかければ、地域の「ファースト・パーク」でない公園に保育園を建てること

ができたのではという話もありましたよね。やはり 1 年計画で実施したことで無理が

生じたと思います。また、保護者はボール遊びを重視していた気がします。その中で、

ボール遊びがやりやすい平坦な公園を奪われたことが、反発に繋がった気がする。 

中澤：始めの方でも出ましたが、今回の件のように、「待機児童を 1 年以内にゼロにする」

といった「緊急性」や「緊迫した事態」という言葉を前面に出して計画を進めることを

どう考えますか。行政が「必要」とか「緊急」と判断すれば、ある程度強引に進めても

問題ないのか。 

学生 D：いくら緊急だといっても、住民の不例益になってはいけない。そういう意味で、緊

急と銘打っても強引に進めることは問題がある。先ほど C 君が指摘した「法や基準に

従って淡々と仕事を進めるのが行政の仕事」ならば、緊急という仕事は行政ではできな

い。緊急であっても、みんなが納得する仕組みを作ってから実施して欲しい。緊急は基

本的に認めたくない。 
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学生 C：なるほど。ただ、「緊急」という建前を武器にする手法は仕方ない側面もある。今

回の杉並区の件は区長肝いりの政策であり、それを進めるとなれば、行政マンとしては

従うしかないのではないか。 

学生 D：今回は緊急と言いながら、緊急になりきれていなかったことで、なおさら緊急とい

うことを認めたくない気持ちが強いですね。保育所よりも特養を優先するとか。 

中澤：緊急と言うなら、科学館の跡地はなぜ保育所にしないんだと。 

学生 C：特養の土地確保も「緊急」だったのでは? 

学生 D：それは、もはや「平常」ではないか。何でも「緊急」なら、それは普通のこと。毎

日半額の商品はそれが定価なのと同じ。 

学生 C：区長が一番やりたいことが「緊急」になるのかな。 

学生 B：理想としては、なるべく皆に不利益ないことが一番だけど、時間なり場所なり予算

なりが限られている中で、全員が全員を平等に扱うことは難しい。だから「緊急性」と

いうのは、今回ほどの強引さは問題としても、一つの事柄に集中して取り組むためには、

個人的にはありかな。 

学生 D：多少は不利益が生じてもしょうがないと。 

学生 B：多少はね。 

中澤：そのあたりは、誰も損しない政策が実施できるのかという議論に繋がるね。 

学生 D：自分たちが払った税金で公園が潰されるのは、ものすごく虚しくないですか? 

学生 A：自分は優柔不断だから曖昧な答えになってしまうけど、「緊急」という考え方は立

場によって評価が変わると思います。保育園を要望している立場からは「今回ようやく

声を聞いてくれた」ということになるし、公園を守りたい立場からすれば「緊急だから

何やっても良いのか」ということになる。今回の事態に限らず、自分に利益があれば緊

急でなくても賛成するし、不利益を被る事態になれば反対する立場になると考えると、

「緊急」だから強引に進めて良いのかという疑問はある。そうなると、最後は区が考え

る全体的な利益で判断するしかない。その全体的な立場にいることが、区の立ち位置で

あるべき。 

中澤：それが問題になるよね。何が全体のためなのか。公共性というのは何なのかと。 

学生 D：全体の利益っていうのは何か?利用者の数だけでいうと公園の方が土地利用として

良いのでは?区役所のいう全体の利益については少し疑問がある。享受できる人の数で

ないなら、何をもって最大幸福とするのか。 

中澤：ここから先は、哲学的な話になりますね。最大幸福社会に対して、最小不幸社会とい

う発想もある。例えば、ジョン・ロールズが功利主義に対抗してマクシミン原理を持ち

だして議論を展開している。最大幸福、つまり人びとの幸福の総和の最大化を目指す社

会にするのか、それとも、一番不幸な人の幸福を最大化していくことに注⼒する社会と

するのか。後者は、幸福の総和を最大化するよりも、一番割を食っている人びとを支援

する平等社会に近い考え方になる。経済学では所得移転の話になるけど、それは効用が
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一元化しているときに限られる面がある。例えば、公園が転用されるときに、代替地が

あったとしても、それが埋め合わせとして有効に機能するのは、効用の尺度が一元的な

時に限られる。ちょっと、哲学的で、理論的な話になってしまったかな。さて、ここま

で色々議論してきました。1）保育園の緊急性と公園の重要性のバランスをどう考える

のか、2）区側が緊急対策で来年 4月という目標を定めたこと、そしてその目標のため

に強硬な方法を選択したことをどのように評価するのか、3）待機児童のカウントや推

計の問題、4）住民の代替案への評価、5）代替地の問題、6)保育所整備の偏在をどう考

えるのか。こういった論点を考えてきました。最後にもう一度学生の皆さんからコメン

トをお願いします。もちろん、心変わりしても良いし、今までの立場を踏襲したもので

も良いですよ。 

学生 A：最終的に、保育園を増やしたい保護者の立場や切迫感には共感ができた。区のやり

方には問題があって、公園を守る立場の方が反対するのは理解できる。その区のやり方

に工夫があれば、別のシナリオが描けたのではないか。でも、今回に関しては、公園を

転用して保育園を建てるということは仕方がなかったように感じます。 

学生 B：僕もいろいろ聞いて、利用人数や公共性のはかり方は難しいけど、当事者の話を聞

いて考えたことは、公園も公共性があるが、保育園の方に強い必要性を感じました。 

学生 C：待機児童解消のために公園の保育園転用は仕方なかった。でも住民の反対はもっと

もで、その妥当性はあった。一方で、区の職員もトップの区長の方針には逆らえないの

ではないかなと思いました。区の職員も板挟みになって大変だなと。 

学生 D：保育園の必要性、保護者の保活の大変さは理解できた。しかし、それでも公園を潰

すという選択肢は避けられたのではないかと思う。自分が公園で遊んできた個人的な

経験もあるけど、住民の代替案のすべてが不可能だったのか。分園制や小規模保育で 1

年間延ばして、2 年計画で保育園を建設して、その間に小規模保育に入らざるをえなか

った保護者には、入所のポイントなどで優遇するといった対応策も区は取れたのでは

ないか。それを「認可保育を来年 4 月までに」で突き進んだのは区の落ち度ではない

か。そのしわ寄せで久我山や井草の住民だけが不利益を被ることはあってはならない。

また、公園を転用するといった前例は作ってはいけない。この議論を通してみて、公園

を転用せざるをえなかったという 3 人の意見を聞いても、自分の意見は変わらなかっ

た。 

中澤：皆さんからいろいろな意見が出てきて、多様な観点から議論ができたと思います。議

論は尽きないですが、今日の座談会はここで終わりにしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 
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付録資料Ⅱ 「久我山の子どもと地域を守る会」及び A 杉並区議への

聞き取り調査 

●実施日時 

・2017 年 1 月 21 日 13：00 に東原公園で A 区議及び「久我山の子どもと地域を守る会」

のメンバーと待ち合わせ、周辺地域とあい保育園、久我山東保育園を外から視察した 

・その後、13：30より A区議の自宅にてインタビューを行った 

 

●参加者 

 ・聞き取り対象者：久我山を地元とする A 杉並区議、及び「久我山の子どもと地域を守

る会」のメンバー3 名 

 ・調査者：中澤高師、榊原和歩、高木拓哉、山田侑司、由布マサイチ 

 

●道中での聞き取り記録 

・東原公園では毎日 70 人くらい遊んでいた。ボール遊び、自転車・・・すごい公園だっ

た。 

 ・近くのマンションや戸建住宅の立っている所は生産緑地だった。区に声をかけたが、高

すぎると言って買ってくれなかった。結果、民間の不動産屋に買われてしまった。 

・東原公園は第一種低層住居専用地域。人見街道に面しているところは第二種中高層住居

専用地域。 

・あい保育園は東原から人見街道を挟んですぐの場所。去年できた。元は社宅で、園庭も

広い。ここでは問題はなかった。境界で少し揉めたくらい。 

・久我山東保育園。上が元女子職員寮で、平成 29年４月から小規模保育（定期利用保育）

に利用する。道路側の空き地を保育園建替用地として区が購入した（建替までは暫定的

に遊び場として活用）。築 40数年。建て替える場合は、接している公園も含めて一体整

備するかもしれない。 

 

●A 区議宅での聞き取り記録（質問項目への事前回答内容も含む） 

【「守る会」について】 

〇緊急対策第 2 弾発表後、どのような経緯で結成されたのか 

・4月下旬に緊急対策の知らせがあり、保育園を増やすことを知った。この時点で公園を

転用するという記述があった。メンバーの一人が友達から議員からのまた聞きで東原

と聞いた。区役所に電話で問い合わせたが、利用状況を見ているから大丈夫だといわれ

て、安心していた。 
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・しかし、計画は 5月 10日に議会で提示、13 日にプレスリリースされた。議会に補正予

算として、更地化するための予算が通ったのが 18日。これ以前に自治会に働きかけが

あったかは微妙。同じ小学校に通う子どもの親同士である A区議経由で情報を得た。 

・13日から 21 日の間に署名活動を行った。多くの人が利用しているということが伝われ

ば取り消してもらえると思った。署名活動の具体的方法や必要なプロセスを A 区議か

ら教えてもらった。 

・「守る会」を結成したのは 14 日か 15日であった。名前も急遽大慌てで決めた。 

 

〇「守る会」の構成について 

・特に何人とは決まっていないが、主に活動しているのは４～8 人。 

・同じ小学校、サッカーチームに子どもがいる親たち、説明会で隣にいた人たちで自然発

生的にできた。A 区議もお子さんが同じ小学校で、奥さんは PTA会長だった。 

  

〇22 年前の公園設立運動の際のメンバーと継続性はあるのか 

・直接的にはないが、説明会などを通じて当時のメンバーと知り合い、公園が出来た経緯、

苦労、公園に対する想いを知った。当時のメンバーは 50代～60 代くらいになる。 

  

〇他の団体や個人（自治会、住民団体、政党、議員）との支援・連携関係は 

 ・保育園ふやし隊＠杉並とは一緒にやっていない。ふやし隊の中でも公園を潰したい派と

潰したくない派があって、時間を割いて話し合えているわけではない。温度差がないと

は言えない。一緒に⼒を合わせたいが、色んな考え方の人がいて、協⼒は難しく深入り

はできない。 

・公園を知っている、知らないとでは全然違う上、大きな公園の一部に建てるのと小さな

公園の一部を潰すのとでは大きく異なる。 

 ・「井草人の会」とは連絡をしている。情報交換はしている。 

 ・自治会とは常に連絡を取っている。自治会は 2 回目の説明会に向けて回覧で署名 682

筆集めるなど協⼒してくれた 

 ・A区議には色々教えてもらっている。 

 

〇周辺地域の特性について 

・地域特性として住宅街であること以外は特に世代や職業などに特徴はない。古くからの

住宅街で、高層マンション等はなく、高齢者世帯も子育て世代もいる。元々その地にゆ

かりのある人の方が多い。地縁が深いというより、何となくお互い「わかる」という感

じ。 

・自治会活動は盛んな地域。当該のエリアは久我山 5丁目の自治会が管轄している。資源

回収の回収量が多く（回収によるお金の額を他自治会と比較して）、放置自転車対策で



55 

 

役所と協⼒関係もあった。しかし、40 年間やっている会長が、今回の件で連合自治会

をボイコットした。40 年の会長歴でこんな思いは初めてと言っていた。自治会も反対

しているのに推し進めていくことに恐ろしさを感じている。 

 

（A 区議補足） 

・前段階でギリギリ区からのコンタクトはあったと聞いているが、どの議員がどんなコ

ンタクトをとったかで揉めたというくだらないことがあったとも聞いている。 

  

・私たちは、今回の件まではいい意味で区政を信頼していたからこそ、区政にもそこまで

関心がなかったのが正直なところ。 

 

【経緯について】 

〇東原公園は 22 年前に住民の働きかけによってできたとのことだが、詳しくはどのよう

な経緯だったのか 

・久我山小学校区には児童館もなく、大きい公園もなかったため、道路で遊んでいる子が

多かった。「地域にあった農園が公園だったらいいよね」ということで⽗母会が区議や

議会を巻き込んでいった。路上で遊んでいた世代が危険だということで作ってもらっ

た。 

・2000 くらい署名が集まった。犯罪のたまり場になることを危惧し、公園に反対もあっ

たが、夜に何回も説明会をやって説得したとのこと。区も協⼒してくれた。 

・大人の手によって作られた公園が大人の手によって潰されるのは、子どもたちにとって

はいい例ではない。 

 

〇これまで、東原公園はどのように利用されてきたのか 

・地域のつながりの中心となっていて、ずっと必要とされてきた。四季を感じる公園。桜

があり花見もできる。四季を代表する木が生えていた。狭いけど多機能で、色々な年齢

の子どもが交流してきた。高学年の子どもが低学年の子どもに対し普段と違う顔を見

せたりした。行けば誰かいるので、約束しないでも大丈夫で。三方道路で開けていて皆

通るので、子どもの様子が見られて、女の子でも怖くない。少し寄り道してでも様子を

見に行くということがよくあった。常に賑わっていて人がたくさんいた。 

・日々子どもが遊ぶ場だけでなく、共働き世帯の子も東原に行けば、誰かしらいることか

ら、子どもの居場所であり、親が安心して送る出せる場所であり、地域の高齢者にとっ

ては買い物の途中休憩する場所、散歩する場所、季節を感じる場所であり、自治会にと

っては、資源回収や、自治会の旅行の待ち合わせ場所、神輿の神酒所、餅つき大会の場

所であった。とにかく、どの世代にとっても大切な場所で、公園に入らなくても通るだ

けでも心が和む場所であった。 
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・公園の隣に私有地である空き地があり、むしろそこに建てて欲しいという思いがある 

 

〇区側の説明会、住民への働きかけは建設開始以降どのようなものであったのか。「守る

会」は、公園の転用にあたって区の説明が一方的で住民の話を聞かないことに不満と不

信を表明しているが、実際にどのような説明や話し合いがもたれたのか 

・最初から建てることが決まっての説明。すべてにおいて説明会ではなく、決定通知会で、

住民の声は、最初から無視された。 

・第 1回説明会では、基本的に最初から「建てます。ご理解ください」の一点張り。配布

資料が足りず、120 くらいしか用意してなかったが、実際には 246 人集まった。保育園

のホールで開催したが、入りきらなかった。この時点で区側は見誤っていたのではない

か。説明では、平地、道路状況、都市計画がかかっているかが条件だと言っていた。都

市計画がかかっていると、変更するのに審議会などで時間がかかって間に合わないと

いう。利用状況は見ていないのではないか。 

・第 2 回は体育館で、308 人集まった。テレビカメラも入った。1回目同様に「緊急事態

なのでご理解ください」の一点張り。 

・6月 6日に陳情が議会で不採択になった。採択されていれば今このようなことになって

いない。直接議会を聞きに行ったが、代替地の目途があるという説明で、それで陳情不

採択になった。口を揃えて「目途は立っているが、相手があることだから言えない」。

しかし、まだ決まっておらず、区長が 11月 30 日の議会で「目途なんてついていない」

と発言した（不規則発言、つまり野次扱いのため、区議会会議録には残っていない）。

「議会通っているんだから民主主議としては問題ない」という開き直りをみせた。前提

である目途がそもそも立っていないのに、これは騙されたのでは。やってしまえばいい

のか。子どもが一番不利益を被っていて、代替地は必ずなくてはならない。何とか整備

してほしい。 

・現在の遊び場には親として子どもを出したくない。元々そこに所有者である民間事業者

が保育園を建てるつもりであったが、１年限定で遊び場として借地契約する条件とし

て土地の形状を変えてはいけないというものがあった。草は刈っていいが、8～9 月頃

は草が伸び、日陰もなく湿度も高いため 10 分もいられないような場所であったのに、

そこで遊べというのは酷。そもそも、その遊び場までのルートは学校で危険ルートとし

て指定されている。 

・建設開始に伴い子どもたちが危険な目に合わないよう、工事の車両の件など細かいこと

の話し合いはしてきたが、恒久代替地も未だにないこともあり、約束は果たされていな

い。 
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〇緊急対策第２弾発表後、どのような活動をしてきたのか。 

・署名活動、区への要望書、区議への働きかけ、都議への働きかけ、都への要望書、ツイ

ッター、ブログ、メディア対応で、保育園建設への反対ではないこと、区のやり方があ

まりにも強引なことを多くの方に知ってもらえるようにしてきた。 

 

〇東原公園については 3300 名余の署名が集まったとのことだが、署名をしてくれたのは

主にどのような人たちであったのか（居住区、年齢、性別、子育て世代かどうか・・・

等） 

・利用状況を加味すると言っていたので、署名を集めて使われている公園だと示したかっ

た。 

・5月 14日から 21日の説明会までの間で 2000 以上集めた。第 1 回の説明会の後は自治

会も回覧で協⼒して 682筆集めた。5 月 29日には（第１回目と合わせて）3325 筆を提

示した。 

・署名集めは基本的に久我山で行った。時間と人手の関係で、他の地域に集めに行く余裕

はなかった。基本的には知り合い経由でフォーマットを流して集まってきたものだが、

公園で直接集めたメンバーもいた。私たちが子育て世代なので、どうしても繋がりが子

育て世代が多くなった。署名してくれた人の中に、待機児童持ちの母親も何人かいた。

孫と遊ぶ祖⽗母、公園で休憩していたサラリーマンも署名してくれた。自治会の署名活

動では、世代を超えた近隣の住民が、また、かつて東原公園で遊んでいた 20代、30 代

のヒガバラ卒業生も署名してくれた。 

 

【「守る会」の主張と区等からの回答・反応について】 

〇テレビでも放映された後、どのような人・団体からどのような反応があったのか 

・自治会と一緒に作った「つぶさないで」ポスターを張ったら、「子どもが受け入れられ

ないのではないかと思い辛い」という人がいたという話を保育関係の友人から間接的

に聞いた。保育園反対ではないので、お母さん同士でいがみ合うのは辛い。はがそうと

も思ったが、自治会としても公園は失いたくないということだったので、はがさなかっ

た（自治会と一緒に作ったポスターでもあった）。 

・外部から直接電話等はなかった。悪質なメール等もなかったが、「ポピンズも優良な企

業で保育もいいだろうに、反対をするのはどうなのか」というメールは来た。 

・ボールネットがないのにボール遊びができるのは貴重。周囲のおばちゃんたちも叱る機

会など、なかなかない経験。ネットなどで「老害、ババア」などというのは悲しく、そ

こで遊んでいる子どもを見ているから立ち上がっている人たち。地域が守るという公

園であったのに歪めて報道される。 

・公園対保育園になってしまうのは行政がおかしい。望んでやっているわけではない。守

りたいだけなのに、何故こんな思いをしなければならないのか。 
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 （A区議補足） 

  ・多くの議員は、「保育待機児童対策には反対できない（反対したら、“待機児童解消に

後ろ向き”とたたかれる）」との考えに縛られ、議会での審議前に転用される区立施設

全 11 施設（公園４箇所を含む）を自身の目で確認した議員自体が少なかったと感じ

ている。 

・メディアの論調も時間の経過とともに変わっていったが、「守る会」の尽⼒もあり、

「保育施設反対」ではなく「効用の高い地域公園の転用（及びそのプロセス）への異

議」という側面がある程度しっかり伝えられるようになると、補正予算に賛成した多

くの議員がこの話題を避ける（ないしは、自己弁護に徹する）ようになったと感じて

いる。 

・行政（区長及び一部の幹部）は、当初は反対意見を「近隣エゴ」で片付けるつもりだ

った（片付けられると思っていた）と思う。余談になるが、4/18 に「保育緊急事態

宣言」を区長記者会見で発表しているが、その２営業日前（4/14）に「保育園ふやし

隊」と区長応接室で懇談し、「スムーズな保育所整備」に協⼒を要請している。 

・また、久我山東原公園に関していえば、転用箇所として決定するに際し、区長及び保

健福祉部長は現地を見ていないと思われる（区長は、第１回説明会翌日の日曜日にわ

ざわざ東原公園を見に来たことから類推。保健福祉部長は、非公式な場での会話から

類推）。 

 

〇緊急対策が一部地域に偏在しているとの主張に対して、杉並区は「主なご質問・ご意見

への回答」で「緊急対策だけみると偏っている印象はありますが、これまでの整備状況

からすると、今回計画されている地域のみに偏った整備にはなっていません」と述べて

いるが、これについてどう考えるか 

・あきらかに偏っていると思うし、区全体での数字合わせでしかなく、本当に働く世帯の

ことを考えているとは思えない。実際に、南阿佐ヶ谷の新築マンションを購入予定の知

人が保育園について問い合わせたところ、東原公園にできる保育園を勧められた。 

・「このままでは 0～3 歳で最大 565 名が待機児童となってしまう」という区の試算が、

緊急対策第 2 弾を行った前提である。しかし、9月議会において、この論拠となる地域

別・年齢別の「保育定員数」と「保育需要見込数」を正式に取得したところ、久我山・

高井戸地域は 12名分足りないだけであった（最も不足している地域は方南・和泉地域

で、342 名分不足）。にもかかわらず、緊急対策第２弾では、高井戸・久我山地域に（0

～5歳換算で）215 名分の保育園をつくり、方南・和泉地域にはひとつも保育園をつく

らなかった。 
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〇分園制とはどのようなものか。この代替案について区からの回答はあったのか。 

・フルセット（０から５歳）の保育園にこだわるのではなく、まず 0から 2 歳までの施設

を建て、翌年、別な場所に 3 から 5 歳までの施設を建てて 2 つワンセットで作ればい

いのではないか、というのが分園制の意図。1 年で禍根を残すよりも 2 年スパンでより

良い方法で執り行った方がよいのではないか。 

・区は、考えていないから、しない。とにかく東原に建てる前提での説明なので、検討も

されていない。 

 

（A 区議補足） 

・「特に 0～2 歳の定員が足りない」「来年（平成 29 年）４月開園に間に合わせる必要

がある」との区が言う条件を満たすために、元々予定されていた久我山 5-4 での新設

保育園を 0～5 歳ではなく 0～2歳として平成 29年４月に開園し（年齢を限定するこ

とにより、単純計算で 0～2 歳の定員は倍にすることができる）、3～5 歳児向け保育

園設置場所を１年かけて探す（→平成 30年４月開園）、という案。すなわち、「0～5

歳園を 2つ」つくるのではなく、「まず 0～2 歳園、翌年に 3～5歳園をつくり（各々、

各年齢の定員は 0～5歳園の倍）、それを一体として運営する」という案。 

・この久我山 5-4 の計画は当初予算に盛り込まれていたにもかかわらず、平成 29年４

月開園という予定は頓挫した。結果、「効用の高い地域公園を半分潰して（多機能の

公園から広場機能を奪ったため、効用の減少は半減ではすまない）保育園をつくるか

わりに、保育園予定地を（所有者から借上げて）暫定遊び場にする」という、訳のわ

からない状況となっている。 

 

〇「小規模保育の利用と基準緩和」を代替案として提案しているが、これについて区から

の回答はどのようなものだったのか。また、その回答についてどのように考えるか。 

・今回新しくできる保育所の面積基準を少しだけ緩めれば、久我山の分はカバーでき、公

園を潰さないでも済む。「緊急」を 1 年スパンではなく、2 年スパンで考えれば潰さな

いでもいける。選択肢が増える。 

・（保育の質の確保のために認可保育所が必要という指摘について）「久我山の定員 80人

分だけ最低限入れる程度の緩和で受け入れ、何とか凌げないのか」という指摘をしたお

⽗さんがいた。保育の質がどれだけ下がるのかわからないが、隣の武蔵野では実際下げ、

事故はない。公園を救うために一時的に緩和してほしい。あるいは 4・5歳が定員割れ

している園の活用や、プレハブを建てるなどの柔軟な案もいいのではないかという指

摘もあった。現実的に厳しい面もあるが、緊急であるならば、一年検討する時間を増や

すことができれば可能性が増える。その時だけ、そして新規の所だけに基準緩和をし、

周知の上で入園させるのであれば問題は少なく解決できたのではないか。 
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 ・区の反応は、小規模では追いつかいない、建設しないことには建設費の補助が国や都か

ら出ないということだった。基準の緩和は、保育の質を下げられないとのことだった。

とにかく、勝手に決めてしまったものは、絶対に変えない、だから検討もしない。保育

の質、保育の質と言っているが、結局は保育士の確保等は民間丸投げの状態。 

  

（A 区議補足） 

・基準緩和については、「面積基準の緩和」を代替案として出しているにもかかわらず、

「保育士配置基準」に話をすりかえて「質を下げられない」と返答することが多くあ

った。 

 

【現状と今後について】 

〇公園の一部が閉鎖になってから、どのような変化を感じるか 

・地域に子どもがいなくなったかのように、街から子どもの姿が見えなくなった。遊ぶ場

所がないため、家で遊ぶ子が増えた。道路で遊ぶ子も増えた。今までは、東原に行けば

誰かしらいて、いろんな遊びが出来たが、そういう場所が無くなったため、子ども同士

の関係も少し変わったようだ。たとえば、サッカーをしたい子は、校庭開放へ（冬は 4

時までのため、遊べる子は少ない）、サッカーが苦手な子は違う場所へ。これまでは東

原で両方できていたため、男女、学年を超えて交流が出来ていたが、それがなくなった。 

 

〇子どもたちは公園がなくなったことに対してどのような反応を見せているのか 

・サッカーをするにも少し離れた所に行かなければならない。公園が半分なくなって、公

園と空き地の間の道路で遊んだり、土管公園で遊んでいる。校庭では、おままごとはで

きないし、もう一回学校に行きたくない。東原公園はかくれんぼなどや冒険ができる。

周りの公園ではそうした面を育むような環境ではない。 

・これまでは東原に行けば誰かいたが、今は約束しないと行かれない。外遊びの機会が減

った。 

・通学路のため、東原公園の横を通ると「ヤダ」、「ひどいね」などの言葉を発したりする。

子どもたちが忘れることはない出来事。区長に公園を壊されたという認識をもってい

る子もいて、彼らには理由がいまいち理解できていないのではないか。「ヒガバラ返せ」

と滑り台の上から小石を工事現場に投げる子どももいた。お腹が痛いと、「痛いの痛い

の区長に飛んでいけ」と言った子もいる。説明会にも子どもが参加したが、「僕たちは

どこで遊べばいいの？」という声に、区役所は「おじちゃんたちが見つけてあげるから

ね」と回答。 

・正直、あんまり口には出さないが心に残したものは、大きいと思う。「ヒガバラがあれ

ば今日○○できたのにな～」と発言することも多く、突然公園が潰されたこと、身近な

大人達が声をあげて守ってくれようとした姿を見て、保育園は大切だと子どもなりに
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理解しているものの、あまりにも声を聞いてくれない区の姿勢に無⼒感、絶望感を持っ

ていると思う。 

 

〇12 月 23 日には餅つき大会を実施しているが、地域の行事などは今後どのようにして

いくのか 

・自治会の努⼒で今までと同じようとはいかないものの、工夫して狭い中でも行事ができ

るようにしてくれている。 

 

〇当面の遊び場と恒久的な代替地については現在どのようになっているのか 

・恒久代替地はない。暫定の遊び場と 4月から開放される暫定の暫定の遊び場があるが、

どちらも東原の代替にはならない。 

・今の暫定代替地はひどすぎる。行く道が小学校配布の安全マップに危ない道として指定

されているし、日陰もない、ベンチもない、草刈りも大変。夏は膝まで伸びる。人目に

つかず、見守りができない。何かあって叫んでも、電車の音でかき消される。区に言っ

たら「僕は遊んでほしい」と答えた。 

 

〇公園に関連して、今現在の課題は何か 

・子どもがのびのび遊べて、親も安心して送る出せる公園が欲しい。 

 

〇「守る会」として、現在どのように活動しており、今後どのように活動をしていくのか 

・引き続き多くの方に知ってほしいと思っている。建設するにしても、時間をかけ、丁寧

な説明が必要だということを。 

・目途ではなく、「ここで遊んでください」と言われる日が一日でも早く訪れるように動

いていきたい。これまでと同じように自由に遊べる場所が、今必要。子どもが卒業して

しまう。 

・具体的な活動として、ポピンズ・区・自治会＆住民で協議をしている。自治会３、４人、

住民 10名くらいが参加している。ポピンズは説明会がトラウマらしい。代替地、桜の

木、車両通行、駐輪場の位置の変更（狭い通学路側にあったが、変更してもらった）な

どの話し合いをしている。園長さんと公園の大切さを共有して、今後あまり波風立たな

いようにと考えている。 

 

【その他】 

〇「子どもの声がうるさい」「車が渋滞する」といった理由から保育園建設に反対するケ

ースが多く報じられているが、どう考えるか 
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・待機児童が多いのは事実なので、保育園は必要だと思うが足りない所にきちんと住民の

合意形成プロセスを経て建てるべき。実際に東原公園のすぐ近くの住宅街に平成 28年

4 月にオープンした 100名規模の保育園は反対ゼロで開園している。 

  ・明らかな住民エゴ（家の資産価値がおちる！くさい！など）には違和感を覚える一方、

報道が偏っているようにも感じる。なんでも住民エゴとして取り上げ、事実を捻じ曲げ

て報じていると感じるケースが多い（市川市の例など）。 

 ・今回のことがあって保育園建設に対していい気持ちはしない。箱だけじゃなく、本当の

意味でも働く世帯のこと、地域の子どものことすべてのことを本気で考えて欲しい。 

 

（A 区議補足） 

・乳幼児期の子育て方法（親等が育てるか、保育園を利用するか）については、経済的

側面だけでなく個人の価値観も密接に絡むため、潜在的に対立する側面がある。例え

ば、保育園利用家庭は、家庭保育の家庭に対し、「働かなくていいなんて羨ましい」

「仕事をしないなんて考えられない」等の想いが、家庭保育の家庭は、保育園利用家

庭に対し、「（経済的に大変な家庭の保育園利用に異議はないが）子育てを保育園にま

かせて仕事でお金をかせいで贅沢な暮らしをするって、どういうこと？（注：杉並区

の場合、在籍者の 40％強が、（推定）世帯年収 1000 万円超です）」「なぜ保育園利用

家庭ばかり（役所に）優遇されるの？（例えば、０歳児保育には、園児１人あたり年

間 300 万円の公費が投入されている）」等の想いもあると思う。そうした想いをそれ

ぞれの人が抱えながらも、同世代の親として折り合いをつけている中、今回のような

施策を行政が行うことは、「世代内の心理的な対立・反感」を増大・顕在化させる大

きなリスクがある。 

・こうしたことに想像⼒が及ばないことに対して、私自身は現在の区政に危機感を覚え

ている。 

 

〇なぜ他の 2地域で反対が起こらなかったのか 

・高井戸みどり公園はその地域でセカンド公園。昭栄公園が近くにあり、そっちがファー

スト。善福寺だいかんやま公園も比較的寂れた公園。既に保育園に隣接している。東原

公園は、久我山小学校のファースト・パーク。この地域は児童館もないので、この公園

以外の場所がない。雨でも東原公園で遊ぶ。待機児童対策を掲げればなんでもしてよい

という風になってしまっているが、ちっぽけな公園でも地域には大事。 

 

〇区の姿勢について 

・利用状況は見てないと区の職員が言った。平地で来年の 4 月に間に合うのがそこしか

ない、という主張。また、区長は代替地が決まっているという話だったのに、決まって

いない。この食い違いは何なのかと。 
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・都市計画がかかっている公園だと、都市計画から外すために審議会にかけなければいけ

ない。それが半年ぐらいの見込みであって、4 月に間に合わない。全部が全部かかって

いるわけではなく、バブル当時はお金を区のみで工面できたため久我山東原公園はか

かっていなかった。区の半分以上はかかっていない。都市計画がかかっているからとい

ってできないわけではなく、本当に緊急事態であればもっと審議会を開けばよいだけ。 

・区長の実績を上げるために時期を詰めて事業を行っているのではないか。なぜそこまで

急ぐのか理解できない。「公園の転用には、本来、有識者による調査があるはずなのに

何故ないのか」という指摘についても、「緊急事態である」と言う。そういったところ

から不信感が出てきている。 

・生産緑地を高いから買わなかった。今はマンションが建っていて、なぜ買わなかったか

という指摘については失政を認めるが、今度はそのツケを子どもに支払わせるのか。 

・前区長の責任にしているが、いつまでそんなことをしているのか。山田区長の時は「認

証」を作るのが時代の趨勢であって、定員を増やしていないわけではない。このことは、

共産党の人も理解している。 
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付録資料Ⅲ B 杉並区議への聞き取り調査 

●実施日時・場所 

・2017 年 1 月 21 日の 16：10～18:15 にかけて、久我山駅南口の喫茶店にてインタビュ

ーを行った 

 

●参加者 

 ・聞き取り対象者：久我山を地元とする B 杉並区議 

 ・調査者：中澤高師、榊原和歩、高木拓哉、山田侑司、由布マサイチ 

 

●聞き取り内容のまとめ 

【周辺地域について】 

〇どのような住民が多いのか（家族構成、世代、居住年数など） 

・杉並区には三本の鉄道が通っており、久我山は南の京王井の頭線沿いの地域である。市

街地化が遅かった地域であり（高円寺・阿佐ヶ谷の方が先）、大きな土地が残っている

関係で、宅地化される場合建売が多く、子育て世代に加え古くから住んでいる地主さん

もいる。移ってくるサラリーマン世帯も多く、自営業者よりサラリーマンが多い印象。 

・区の認可保育園入園者の平均世帯年収は 800 万程度である。格差があるというよりも、

ボリュームゾーンがその辺である。近年上昇傾向にある。 

・大規模マンションが少なく、ある程度周りと付き合いもある。穏やかな環境を望んで来

る人が多い。また、短期間ではなく、長期間（土地を買って子育てもして）という人が

多い。 

・高齢化率は区内でも高い%。高井戸に浴風会という国の研究機関があり、高齢者が移住

してくる。都営住宅もあるが、建て替えが進んでいて、完了すれば若い世代が入ってく

るのではないかと考えている。 

 

〇自治会活動などは活発な地域なのか 

・久我山には自治会が東、南、西の３つあり、どこも加入率が 65％くらい。区平均より

かなり高い。新しい人が来ると、加入のお願いをする。行政と密接な関係であり、防災

にとっても有意義であり重要。 

 

〇東原公園はどのような公園か。どのように利用されてきたのか 

・日常的に小さい子どもがボール遊びをしていた。自治会活動の拠点（防災活動等）でも

あり、位置的にも 5 丁目の中心に近い。基本的に久我山小学校の低学年の子どもが主

に利用している。小学校の区域が久我山と宮前にまたがるが、東地区というくくりでは
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なく久我山小学校に通う子が利用するというイメージ。木立に囲まれ、子どもの見守り

もしやすく地域に愛されている豊かな公園。 

・バブルの頃（平成 6年ごろ）に作ったので、フルスペック。その頃の公共事業ではふん

だんにお金を使用していたと思われる。緑地、山、水、遊具・・・・豊かで多くの要素

が含まれている公園。夏は水などのポンプで維持費もかかる。 

 

〇久我山地域にはどのような公園があるのか 

 ・1 丁目は団地・企業があって、建て替えの際に広場を作ろうという話がある。2 丁目に

は都立公園の予定地がある。日比谷公園並みで、17 ヘクタール。ここができればいい

が、東原からすれば踏切を超えるので利用しづらいかもしれない。3 丁目には久我山公

園があるが、高低差があるためボールで遊べない。４丁目には区立公園があり、５丁目

は東原公園で、平地で遊べる公園。 

・久我山全体としては公園に恵まれている地域で、緑被率が高い。 

・これほど手をかけている東原公園の場合は、やはり自分たちのものという認識があるの

ではないか。これほど住民に愛されているとは、区としては計算違い。私は反対が起こ

ると思い、区にも進言していた。 

 

〇市民運動は活発か。これまでも行政の施策に対して久我山において住民が声を上げて

抗議するようなことはあったのか 

・市民運動といっても、社会貢献型の活動で、特に中央線沿いが多く、久我山方面はどち

らかというと穏やで静かな住宅地。 

・比較的新しい地域なので公共施設の建て替えがまだで、反対も起こっていない 

 

【区の対応・姿勢について】 

〇住民への説明が決定後になったことについて、区は「緊急事態であり限られた時間の中

で御説明をする必要が生じた」と答弁しているが、これについてどう考えるか 

・民有地は無理で区有地になった。行政としても時間がとれなかった。住民が怒るのもも

っともである。 

・私自身も代替案を示し、区に検討をしてもらったが、成案にまで⾄らなかった。保育需

要の状況を考えてやむなく議会では通した。私も反対できるならしたかった。しかし、

他に作れるならいいが、作れないのに反対し続けるのは保育園自体に反対なのと一緒

なので、反対し続けることはできなかった。 

・公園を潰さないで欲しいと言われる一方で、保育園が必要であるという声もあがる。個

別に相談が来る。待機児童の親の事も考えなければならない。 

 ・平成 28年の 4月に入ってから、それまでほぼゼロを達成できると聞かされていたのに、

急に待機児童が増えるとの知らせが入った。これまで女性の就業率を 30％弱で計算し
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ていたが、40％強で計算（これで計算しないと待機児童が発生するという考え）したら

500 人の待機児童が発生するとの推計。久我山も、昔は専業主婦が多いイメージだった

が、今は就業率も上がっている。以前は働いている女性は驚かれたが、現在では半分ぐ

らいが働いているというイメージ。他の自治体（世田谷）でも同じ様に推計していると

ころがある。 

・区長就任当時に公約として待機児童をゼロにとあった。これまで保育行政とは、保育園

を望むご家庭の希望に沿う形を作ることではなくて、ある程度の受け皿に対して申込

者が多いことが常態化していて、誰を落とすかが主眼となっていた。それは正しいあり

方ではないというのが区長の考え。疑似離婚や出産の日程調整などをすることが保活

となっている。それを変えることが必要という問題提起をしたのが田中区長。 

・緊急宣言を出した後に、部署横断的なチームを作り自分が直接上に立った。区長として

は少子化を食い止めたい。現在の保育行政は点数主義で誰を落とすかになってしまっ

ている。そうではなくて、保育園を望んでいる人を重視すべき。この点においては、田

中区長はもっと評価されるべき。そういった経緯で就業率に関する係数を変え、部署を

横断する形で問題解決に当たることにした。 

・自治会長に早い段階で話はしたが、了解を得ないまま進めた。逆に言うと区長肝いりで

やっていかないと保育問題は解決しない。 

・久我山は大きな土地がある。大きなマンションができ、保育の需要が増える。反対の声

だけを聴いていてはバランスが悪くなる。反対するだけだったらいくらでもできるが、

4 月に保育園に入れない人とのバランスで考えるべき。保育園に入れない人の声も聴く

べき。 

 ・どこで何をやるにしても反対はなくならない。しかし、区は利用状況を把握しきれてい

なかったのではないか。手順の工夫は必要。 

・でも、私は議決では反対はできなかった。 

・遊具を取り除く、夏のみ利用する水場を縮小し、ボール遊びや防災訓練、もちつき等行

事が出来るスペースを作るなどの建設的な意見なら後押しできる。地域の方々には、今

からできることを具体的に区に要望してもらいたい。 

 

【「久我山の子どもと地域を守る会」について】 

〇「守る会」が示した代替案（分園制、小規模保育の活用、基準緩和など）についてどう

考えるか 

 ・私自身も種々区に提言し、色々な意見もあったが、それではニーズをまかなえないとい

う判断。 

・認可保育園のメリットがあり、望まれているという事情がある。国から補助も出る。小

規模保育は独自の一般財源から出さなくてはならない。 
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・認可保育園に入れないことが行政の怠慢と言われる。この子は入れない、あの子は入れ

るといった格差がある。認可外に対する安全性の懸念もある。自分も見に行ったが、あ

るマンションの保育室は混合保育で小さい子どもを預けるには無理があると感じた。 

・基準を緩めるのはアイディアとしてはいいが、利用者にはレベルを下げたものを用意し

たととられかねない。入れる側の気持ちはどうであるか。 

・都市計画などの変更は時間がかかり、来年の 4 月に間に合わせるという意味では代替

案として厳しい。待機児童が偏っていて０、１、２歳が多いのは確かだが、数年後の受

け皿も必要になる。 

 

〇「守る会」は区の説明が一方的で住民の話を聞かないことに不満と不信を表明している

が、杉並区は「待機児童解消の緊急性に鑑み仕方がない」という立場をとった。これに

ついて、どう考えるか。 

 ・久我山 5 丁目の人は公園を自分たちの公園と考えていて、区は公有地で公共のものと

考えている。このギャップがすれ違いの原因なのではないか。区は住民のこの感情を推

し量ることができなかったのでは。どちらも自分たちの正義の中で動いている。 

・2、３丁目の子が遊びに来ても、地元の子どもと同様に利益を得られるかというと、実

態はそうではない。区としては区の財産、公共の施設という認識があり、議論がかみ合

わなかった部分があるのではと考えている。緊急性の度合いに関しての認識も差を感

じた。 

 

〇署名が 3000 以上集まったことをどう考えるか 

・動かすものの程度により、この数字が多いか少ないかは変わる。例えば女性が正社員を

一年やめただけで復職できない人が 80 人と考えると・・・。家庭の生活が崩れる。署

名の数が 6000 名になっても覆る問題ではない。80 人の子どもを預けられなかったた

めに起きる問題を考えれば、3000 対 80 という考え方は当たらないのではないか。 

・田中区長は保育園を作ることで国の少子化を止めたいという思いがあるのではないか。

地方自治体の⼒だけでは無理なので、育休制度などを含め国による取り組みが必要で

あるとの情報を発信してきた。 

・かといって 3年休むと頭はさびる。特にフリーの場合は、休んだら次に仕事がないとい

う恐怖があった。 

・区の施策全てに責任がある区長は、少子化を食い止めるために少なくとも仕事を続けて

二人目三人目を作りたいと思ってもらえるためにも保育園が必要と考えている。そう

いう大きな流れの中で考えるべき。 
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〇「守る会」は、保育施設が区内に偏在しており、久我山に認可保育園を建設することは

待機児童問題解決に繋がらないと主張しているが、これについてどう考えるか 

・中央線沿いの方が、人が多く需要があり、施設をたくさん作ってきた。久我山の方は大

丈夫なのかと心配していた。ようやく整備が進んだが、そもそも遅れている。5丁目に

偏っているのは確かだが、高井戸くらいだったらここまで預けに来る。 

・区としては作れるところに作った。逆に、作れないところが多い。永福町北側の民有地

で保育園を作る計画は住民の反対で流れた。この時は大阪の事業者で、説明なども不十

分であり議会でも問題になった。JR 高円寺駅の南側ではすでに公園の一部を保育園に

転用した事例（梅里中央公園）があり、4月には入園できる。公園の規模も少し広めで、

大きな反対はない。区として公園に作るのは初めてではない。 

・東原公園は三方道路で道路付けはいい。条件はいいが、ここまで愛されていたのを事前

に把握していなかったのは区の目算違いと思う。私は反対運動が起こると思い、事前に

区にアドバイスをした。内部でどの程度の検討があったかはわからないが、十分認識さ

れていなかった事を残念に思う。 

 

【代替地について】 

〇当面の遊び場と恒久的な代替地については現在どのようになっているのか。 

・実際に設置された代替地（線路沿い）については、これは利用が進まないと思っている。 

・久我山東保育園北側の民有地がずっと空き地のままになっていて、区が購入した。ここ

を、ボールを蹴ることができるように整備する。しかし、保育園建て替えの際には未定。

一体的に整備する可能性もあるが、恒久的な代替地にもなりうる。ゆくゆくは保育の需

要を踏まえて保育園、公園、空き地を総合的に加味しどうするかを決定する。 

・かといって、東原の人のためだけに土地を買ったという認識の人が現れると、税金の使

い道としてどうなのか、あるいは地域エゴなどの指摘が生まれる。 

・区は恒久的な代替地として、引き続き他の民有地を探していると聞いている。 

 

〇現在に⾄っても区が恒久的な代替地を用意できていないことをどう考えるか 

・区側は誠実で、体調を崩す人もいたぐらい。さぼったり、言ったことをやらなかったわ

けではないと認識している。 

・住民は、「言ったこととやっていることが違う」と言うが、民有地は交渉段階では公表

できず、完全に区が約束を違ったというわけではない。 

・区は誠実に全⼒でやっている。叩けばいいということではない。ただ反対するだけでは

なく、冷静に考えて意見を言うことが望ましい。反対だけでは全体利益は達成できない。

代替地を用意するという動きは、議員や区民の動きがあったからこそ。ダメな代替地を

叩くだけでは何も生まれない。どうやって解決するかを考えていくことが必要。 



69 

 

・行政のやっていることを、どう情報発信をすれば理解してもらえるかという課題を常に

私自身が抱えている。ストレスなのは、議会が考えていることが住民に届くのに時間が

かかっていること。伝える⼒が区と議会には必要。 

・お役所仕事である区は、既にやるべきことが年度初めに決められているため、柔軟に動

けなくなる。議員を減らせという意見もあるが、声が伝わらなくなるだけ。自分たちの

ために動いてくれる議員を育てることの方が有意義。 

 

【その他】 

〇杉並区全体の公園はどのような状況にあるのか 

・私が議員になったのは、高井戸公園（NHK グラウンド他）を都立公園にして緑を残し

たいという運動がきっかけ。マンションやショッピングセンターになるという噂があ

ったため、早く公園にするよう活動を行っていて、それが議員になるきっかけになった。 

・杉並区には利用されていない小さな公園が多い。公園の実態調査をもっと実施し、整備

の方向を考えるべき。 

 

〇4 つの公園のうち、東原公園と向井公園以外の 2 か所では反対等は報じられていない

が、なぜ反対が起こらなかったのか 

・他の 2 公園は利用者が比較的少ないから強い反対が起こっていないのではないか。住

民から整備に対してのご意見を頂いており、区に届けている。 

 

〇「子どもの声がうるさい」「車が渋滞する」といった理由から保育園建設に反対するケ

ースが多く報じられているが、どう考えるか 

・一言で言うならば、さみしい。そんな社会では衰退する。発散できずに育てられた子ど

もたちによって作られた社会を受け入れられるのか？子どもは遊んでしかるべきだし、

そうやって育っていくわけだから、そういった点を無視して進めていく風潮はどうか

と思う。 

・杉並区にも保育園を建てることによる迷惑料を支払えという陳情がきた。「迷惑」とは

っきりと書かれた。だから少子高齢化でみんな子どもを産まないのでしょう。働く母親

は家事・育児・仕事を担い一分一秒を争いながら仕事をしているわけだから、雨の日等

には車で来たり、保育園なのだから子どもの声が聞こえるのは当たり前。 

・区長も究極的には少子高齢化を解決したいと考えていると思う。私も、⼒が足りない部

分もあるが、それでも解決に動いていく。 

・私が施設検討に当たり念頭に置いているのは、公平、公正、公益性。区民はそれぞれ立

ち位置が違う。当事者の気持ちももちろん分かるが、最終的には全体の公益性を考える

ことが一番いい。 
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付録資料Ⅳ C 杉並区議への聞き取り調査 

●実施日時・場所 

 ・2017 年 1月 22 日の 10：00～12：30にかけて、井草地域区民センターの談話室にてイ

ンタビューを行った 

●参加者 

 ・聞き取り対象者：井草地域を地元とする C 杉並区議 

 ・調査者：中澤高師、榊原和歩、高木拓哉、山田侑司 

 

●聞き取り内容のまとめ 

【周辺地域の特性について】 

〇どのような住民が多いのか（家族構成、世代、居住年数、職業など） 

・低層住宅地で、元々は農地が多く、古い家が多い。今では農家は 10件くらいしかない。

農家が土地や家を手放し、マンションや小さな住宅が増えた。 

・ずっと住んでいる人も、新参者もいる多様性のある地域。全体的には若い核家族が多い

が、アクセスは悪いので通勤には不便。その分、環境はいい。他地域と比べると、専業

主婦が多いかもしれない。 

 

〇自治会活動などは活発な地域なのか 

・活発だが保守的。古くから住んでいる人が中心。自営業や地主、リタイアした人が中心。

勤めている人は平日は動けない。町会には入りづらいが、地区センターの委員は公募で、

新しい人でも敷居が低い。 

・町会の連合もある。下井草の町会連合がある。 

・今回の問題は住民の方々が町会にお願いにいってみたが動いてもらえなかった。思いを

伝えてくれる商店街の方も表立っては動けなかった。 

 

〇これまで向井公園や区民センター前広場はどのように利用されてきたのか 

・向井公園はサッカーをしたい子どもをはじめ、多世代に利用されてきた。ジャリ公園と

呼ばれ、今の親世代も小さな頃は遊んでいた場所で、世代を超えて使われてきた。地域・

学区の中心であり、隣にある保育園、児童館、ゆうゆう館（敬老館）の利用者にも使わ

れてきた。近隣の保育園の遊び場でもある。敬老館に訪れた高齢者も行き帰りの一休み

に利用する。保育園や児童館の行事の時にも使われている。児童館の隣なので行き来し

やすく、ボールネットがある公園は学区には向井公園しかない。地域のファースト・パ

ーク。 
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・ボールが使えるネットのある公園が学区内になくなり、隣の学区の公園に行く子もい

る。基本的には学区を越えて行くのは禁止されている。とはいえ子どもは越えて行くが、

嫌な思いをすることもある。 

・区民センター前広場はボールは使用できない。親子連れが多く、憩いの場。園庭のない

保育園の園庭がわりになっていて、ビオトープもあった。 

 

〇これまでも行政の施策に対して住民が声を上げて抗議するようなことはあったのか 

・特にない。今回が異例で、普段は反対しない大人しい地域。杉並区は住民運動が盛んな

イメージがあるが、実はそうでもない。原水禁の時とは住んでいる社会層も違う。 

・井草地域では、最近で唯一あったのは杉並病の時。杉並中継所におけるごみ圧縮から有

害物質が発生し、健康被害が起きた。それに対する活動はあった。その時も自治会では

話をさせてもらえなかった。 

・区としてみると、中央道に小学校の親が反対したり、新しい歴史教科書で問題が起きた。

大きな思想的・全国的な問題では動くが、地域問題ではそれほど騒がない。落ち着いて

いる 

 

【区の対応・姿勢について】 

〇区側の説明会、住民への働きかけは建設開始以降どのようなものであったのか。区議会

では、公園の転用にあたって区の説明が一方的で事前に住民に話を聞かなかったこと

を指摘しているが、実際にどのような説明や話し合いがもたれたのか。 

・4 月半ばに区長の会見があった。通常は 3月までに予算編成し、4 月からは執行。今回

のように 5 月に補正予算を計上し、臨時会で決めるのは異例。とってつけた感があり、

区長の思い付きのような印象。 

・説明会では抗議に対しては「決まったことなのでご理解いただいて・・・」という態度。

区側の姿勢は対話を拒んでいるようにしか見えない。非公式の説明会であるが、挨拶も

なく部長と課長が退室する非礼もあった。 

・区が決めたことの縛りが強い。「来年の 4 月までに」「2000 名の定員を」「認可保育園

で」作らないと「泣く人が出てくる」と主張。 

・区長の肝いりになったので、何も譲ってもらえなかった。普段ならもう少し譲歩できて

いたはず。 

 

〇住民への説明が決定後になったことについて、区は「緊急事態であり限られた時間の中

で御説明をする必要が生じた」と答弁しているが、これについてどう考えるか 

・議会では区長与党の会派の意見が強すぎ反対は少数。地元の議員で疑問を持っている人

もいたが、会派の縛りで賛成に投票せざるをえない。 
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・緊急事態といえば、10 年前のリーマンショックからすでに緊急事態。その前も待機児

童はいたが、共働きが増加し、子どもがいても働き続けなければならない人が多くなっ

た。当時から取り組んでこなかったことが解決を困難にしている。 

・緊急事態という言葉自体を PR の言葉として利用している。普通 2、3 年かかるのを、

実質 8 か月でやるのはおかしい。例えば世田谷区は時間をかけてつくっている。 

・保育園を作ることは町づくり。新しいコミュニティの誕生にかかわるもの。保育園がで

きれば、それを中心に公園、新しい家族、若い夫婦が増え、買い物もするし、いいコミ

ュニティづくりができる。 

・認可が当たり前で、昔はすぐ入れたが、今は状況が全く違う。区長は待機児童ゼロを⾄

上命題にしているが、もっと以前から計画しておくべきだった。限られた時間の中とい

うが、限ったのは行政だ。前から余るくらい作っておけばよかった。これまでも大きな

空いた公有地がなかったわけではないのに、保育園を建ててこなかった。これまでは認

可外も含めて対応してきたのに、今年になって急に「認可でなければだめなんです」と

言い出した。 

・児童福祉法からいえば、認可外は区の義務違反で、認可を作るのが区の義務。このこと

も以前から指摘されてきたが、区は今年突然持ち出した。 

・待機児童の見積もりは問題がある。500 人の待機児童の推計が公園をつぶす圧⼒になっ

た。カウントを多く見積もり、公園をつぶす建前にしたのではないか。待機児童数の上

がり方が不自然。2000 という数字を前提に考えられたグラフなのではないか。2000 人

だったら一気に解消するのは不可能で、少しずつ解消しようとするはずなのに、不自然。

「1000 人だとインパクトがないので 2000 人にしましょう」くらいの話なのではない

のか。3月の予算編成の時点である程度待機児童の予測はわかるはずで、4 月に入って

急増する見込みになるのはおかしい。待機児童の推測というのは難しいため、上を見て

2000 人と言っているかもしれない。 

 

〇代替案として提示した建設地について、杉並区は「29 年 4 月の認可保育所開設には間

に合わない」「高齢者施設に利用する」といった回答を示しているが、これについてど

う考えるか 

・待機児童の解消に反対ではない。そのための代替案である。向井公園の代替地でも 70

人くらいなら作れる(今の劣悪な認可保育園ならば)。最初のプランを崩すとすべて崩れ

るので、職員は一つも譲るなと言われていたのでは。すべての代替案が一顧だにされな

かった。 

・区の非効率なやり方がまかり通っている。科学館の取り壊しに 8000 万円かかる。杉並

区は金持ち。科学館も改修して保育室として利用できるはずだが、高齢者施設が絶対の

話になっている。科学館の周りに 2 つの特養があるのに、科学館も特養になる。荻窪の

北側から井草地域にかけては高齢者施設がたくさんある。もともと農地なので大きな
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土地が取得しやすく、比較的住宅の間があいているから苦情が出にくい。バランス良く

配置すべきなのに、区は 3000 ㎡なら特養、1000㎡なら保育園、それ以下なら小さな保

育園というように、機械的に振り分けている。 

 

〇杉並の保育基準を下げれば対応できるのではという意見についてどう考えるか 

・杉並の基準は旧都基準であり２３区では残しているところが多い。国の基準がそもそも

ひどい基準。一回下げてしまうと、元に戻せないので緩和には反対。 

 

〇井草に施設整備が偏っているという主張に対して、区は「認可保育所は区内の全ての地

域において需要があり、平成 28 年度当初計画緊急対策第一弾、第二弾を合わせると、

地域により差はあるものの全ての地域で整備を計画している」「平成 28 年 4 月に井草

地区の住民で同地区の認可保育所等を第 1 希望とした約 290 名のうち、約 6 割の 170

名以上の希望に添えておらず、井草地区の保育施設が増えることで井草住民が地区内

の施設を利用しやすくなる」と回答しているが、これについてどう考えるか 

・他の地域にもっと必要。バランスよく配置をすべき。そもそも井草にできたからといっ

て、井草に転園して来るわけではない。友達もすでにいたりするし、通勤経路の途中な

ら OK という人もいる。井草地区にも保育園が必要という理屈がおかしいわけではな

いが、もっと必要なところもある。今回は井草にたまたま土地があったから作っただけ。

需要のあるところで作らないから待機児童がなくならない。 

・井草から他の地域の保育園に行っている人がいるというのも、近くの人という条件を優

先しない行政が悪い。行政がこれまでやってきたことに矛盾している。 

・公園があるから井草が選ばれた。機械的な決め方をしているから、待機児童がなくなら

ない。2000 の潜在的待機児童がいるのが現状。土地がないというのも嘘。探せばある。

6 割の 170 人の希望に添えていないというのも嘘ではないか。 

・広い公園予定地や、都有地を都から借りて保育園を作ればいい。科学館の解体などむだ

なやり方をするお金があるなら、土地も買えるだろう。2、3 年前に廃業になった花卉

市場も買っていれば公園を潰さなければならないような事態にはならなかったのでは。 

 

【現状と今後について】 

〇公園・広場が閉鎖になってから、どのような変化を感じるか 

・路上でサッカーをしていて、隣家のガラス割ってしまったりしている。 

・公園によって繋がっていた緑が切られた。 
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〇子どもたちは公園がなくなったことに対してどのような反応を見せているのか 

・高井戸には企業の公園やグラウンドがいっぱいあるが、井草にはない。緑なら井草には

たくさんあるといわれるが、あれは私有地で自由に立ち入れる場所ではない。私有地な

ので、相続でさらに緑地が減っていく。 

・木や緑がなくなるというのは結構ショック。公共物だが、自分たちのものだったので、

子どもはショックを受けている。公園の話を聞きたがらないし、公園の近くを通りたが

らない。 

 

〇地域の行事などは今後どのようにしていくのか 

・別の場所でやるしかない。 

 

〇当面の遊び場と恒久的な代替地については現在どのようになっているのか 

・区民センター裏の曙公園は小さい子向けの公園。皆が集まっていた向井公園の代替には

ならない。区民センターまつりではセンター前広場を使っていたが、その代替はない。 

・向井公園の代替としては、隣接地を「遊び場」にし、あとは自転車集積場にボール遊び

用にネットを整備をする。あくまで「遊び場」であって公園ではない。一時的が何十年

になるかわからないが、恒久的な代替地ではない。 

・区民センター前広場には代替地はない。 

・今後、下井草児童館も分散移転される。学童クラブは小学校に移って、中学生の遊び場

も別になる。4 つくらいの機能に分割されて、分散される。機能は残すというが、分散

されてしまう。向井公園も、ボールネットは別に作りましたといっても、公園の代替に

はならない。愛着のある公園の意義。この公園には誰がいて、何があって、何ができる

か。 

 

〇公園に関連して、今現在の課題は何か 

・今の公園は手入れが良くない。公園課の人員が減らされていて、小さい公園のメンテナ

ンスが出来ていない。公園課の人は頑張ってくれているが、人員が減らされたことで、

適切な対応がとれなくなっており、小さな公園の優先順位が下がっている。 

・公園に対する費用削減もある。保育もあるが、公園の重要性について、今一度考えるべ

き。 

・公園があって当たり前で、なくなるものだとは思っていなかった。今回の件で改めて大

切さに気が付いた。杉並はイメージと違って緑被率が低く、緑のボランティアも少ない。

園庭のない保育園も多く公園は園庭代わりに必要だが、公園の整備は他に比べて優先

順位が低くされがち。 
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【その他】 

〇保育の民営化についてどう考えるか 

・狭いし、保育の質も下がっているケースが目立つ。実績ある社会福祉法人や公立は厳密

にやってくれる。もっと社会福祉法人・公立の保育園を増やすべき。 

・今回の緊急対策では、土地を区が安く提供しているため、経営効率でいったら勝てるわ

けなく、井草でも民間業者が撤退した。 

・保育園は長く続けるもの。「10 軒作ります」と言って作ったのが借地借家の保育園。こ

れが本当に何十年も続いてくれるのか。貸主が貸し続けてくれるのか。区立保育園なら

なくならないが、企業はいつまで続けてくれるかわからない。 

 

〇「久我山の子どもと地域を守る会」と協⼒関係はあるのか 

・連絡は取っているが、割と遠いので、会ったり一緒に活動したりはしていない。 

 

〇4 つの公園のうち、東原公園と向井公園以外の 2 か所では反対等は報じられていない

が、なぜ反対が起こらなかったのか 

・基本的に保育園への反対はよっぽどのことがないと起こらない。今回の 2 ヶ所ではよ

っぽどのことがあった。 

・「向井公園に保育園ができるんですか」と区に訊きに行った。道路づけがよい、平地が

広いなど立地条件のことを言われて、最後にぼそっと、「公園だったから周囲も子ども

の声に慣れているから」と言った。 

・行政が一歩も譲らないが、少し譲歩すれば収まる話だったのではないか。 

・井草は政治アピールとして使われたのではないか。保育園に反対する人がいて、それで

も建てれば行政が頑張っているように見える。そのアピールに使われたのでは。 

 

〇「子どもの声がうるさい」「車が渋滞する」といった理由から保育園建設に反対するケ

ースが多く報じられているが、どう考えるか 

・反対するにはそれ相応の理由がある。子どもの声はうるさいが、保育園だから仕方ない

と受け入れる人が大半では。 

・建ててはいけないところに建てるからではないか。そもそもある程度の広さが必要な施

設。 
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付録資料Ⅴ 「子どもの輪をつなぐ井草人の会」への聞き取り調査 

●実施日時・場所 

 ・2017 年 1 月 22 日の 13:00 から向井公園の周囲を視察し、14:15～17:40 にかけて下井

草児童館にてインタビューを行った 

 

●参加者 

 ・聞き取り対象者：「子どもの輪をつなぐ井草人の会」のメンバー4 人、及び井草地域を

地元とする C 杉並区議 

 ・調査者：中澤高師、榊原和歩、高木拓哉、山田侑司 

 

●聞き取り内容のまとめ（質問項目への事前回答内容も含む） 

【「井草人の会」について】 

〇緊急対策第 2 弾発表後、どのような経緯で結成されたのか 

・先に区民センター前広場を守りたい人たち、地域住民が集まって発足した。その際、向

井公園もターゲットであることを知り、向井公園を守りたい人、主に近隣住民、小学校

で向井公園をよく利用している人たちが集まった。 

・井草人の会のもとに、広場チームと公園チームに分かれ署名を集めたり説明会に参加し

たりした。 

 

〇「井草人の会」の構成について 

・コアなメンバーは 10人程度だが、建設前はもっといた。何人いるか正式なメンバーは

把握していない。しっかりとした組織ではなく、どこまでメンバーなのかは曖昧。お願

いすれば手伝ってくれる人たちもいる。 

・構成メンバーは、近隣住民、公園や広場を利用していた一般区民。素人の集団で、これ

まで住民運動や政治活動に関わったことのない人たち。新住民旧住民が両方混ざって

いる。小学校に通う子どもの保護者や、向井公園を利用していた子どもの親もいる。 

 

〇他の団体や個人（自治会、住民団体、政党、議員）との支援・連携関係は 

 ・基本的にはない。 

・自治会との協⼒関係もない。区長が井草地域住民であり、すでに自治会、地域区民セン

ター協議会には話が通っていて、かん口令が引かれていた。自治会に協⼒を打診したが、

「区の事情も考えなさい」と言われた。会としては動けない、加担できないということ

で、自治会の掲示板にポスターも貼れなかった。 
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・保育園建設予定地は通学路であり、工事が始まると工事車両の通行もあり危険であるた

めＰＴＡに呼びかけの協⼒を打診したが、関わると反対運動に加担することになると

の判断か協⼒してもらえなかった。 

・メンバーが個人的に「保育園ふやし隊@杉並」と情報交換することはあった。「保育園

を考える親の会」の普光院さんを基調講演に招きシンポジウムを開催した。 

・政治的にはまったく偏りはなし。すべての区議に話を通し説明を行った。議会では共産

党と「自民・無所属クラブ」および一人会派の３人が反対した。他区議の方は保育園反

対派とみられるので反対意見が言えないと思った。 

 

〇周辺地域の特性について 

 ・地縁が今も生きている地域で、古い人も多いが、新しい人も多い。あらゆる世代がいる。 

・自治会活動などは活発な地域。 

 ・井草地区は昔からの地主が多く、喧嘩を嫌う地域で、行政の施策に対して声を上げて抗

議するようなことはない。 

 

【経緯について】 

〇これまで向井公園や区民センター前広場はどのように利用されてきたのか。「幼児から

高齢者まで高い利用頻度」とあるが、具体的にはどれくらい利用されてきたのか 

・区民センター前広場は、美しい緑と水を守る保護すべき地域の一角。区民ボランティア

が世話をするビオトープがあり、自然のある貴重な場所で保育園の散歩コースになっ

ていた。園庭のない保育園の園庭替わりでもあった。また、避難場所であり、災害時の

備蓄が用意されていて、有事の際に備蓄品の配布場所にしようとしていた。年に 1 度

開かれる区民センター祭りの会場でもあり、近隣の子どもたちの遊び場であった。区の

利用実態調査では延べ 1日 70 名以上利用者がいる日もあった。後世に残したい屋敷林

地区の一帯を担っていた。 

・向井公園は、児童館、学童、保育園が隣接している。近隣保育園の散歩のコースであり、

運動会も開かれていた。ゆうゆう館もあり、お年寄りがゲートボールをやっていた。児

童館との連携でお祭り等のイベントが開かれ、桃五小学区内で唯一のボールネットが

あり、近隣幼稚園のバスの停留所でもある。区の利用実態調査でも延べ 1日 20～30 人

利用の実績がある。 

・そもそも向井公園は地主さんが公園にしてほしいという好意により区が購入した土地。 

 ・桃五小の芝生の養生期間が年 4 か月あり、井草グラウンド使用も抽選で当たらないと

使えない。そのために向井公園が貴重な練習場所になっていた。学区内でボールを使え

るのはここだけ。区は校庭で遊べばいいと言うが、養生期間もあるし、放課後に一度帰

ってから再度行かなければならない。自転車で行くのは禁止されている。子どものコミ

ュニティ形成ができていた場所であった。 
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 ・向井公園では雨が降っていれば児童館で遊べる。樹齢 50年を超える木に囲まれていて

緑がいっぱいある。また、向井公園は災害時の一時集合場所になっている。3.11 の時も

ここに集まった。 

・子どものためだけでなく、地域のために頑張ろうと感じた。 

 

〇区側の説明会、住民への働きかけはどのようなものであったのか。「井草人の会」は、

公園の転用にあたって区の説明が一方的で住民の話を聞かないことに不満と不信を表

明しているが、実際にどのような説明や話し合いがもたれたのか 

・地域別に説明があって、「この地域に必要」と言われて、ノーとは言えない感じだった。

しかしながら、その箇所の保育所の説明しかなかったため、井草地区に他にも 500 人

規模の保育所が作られることを知ると説明会に来た人は驚いていた。住民説明会はど

ちらも 2回+α開かれたが、どちらも「ご理解ください」しか回答がなかった。 

・向井公園では議会を通る前にすでに地目の変更がなされていた。現在の公園代替地は保

育用地として区が購入したものであり、当初はそこに保育園が建つという話だったが、

いつの間にか向井公園になっていた。調べたところ、区議会で審議する前に地目が変更

されていた。場所が小さすぎるという話があった。区民センター前広場では、入札が出

る前から落札業者が区民センター前広場に新しくできる保育園で保育士を募集してい

たことから、すでに決まっていたことが推察され、実際に代替地案をいくらだしても聞

く耳をもってもらえなかった。 

・民間からの用地提供の話もあったため井草地区の偏在を訴えたがそれも聞いてもらえ

ず、結局その民間提供者は競争を嫌い撤退してしまったと聞いている。業者の落札率は

90%を超えるところもあり、出来レースだったと思われる。 

・実際、そもそも４月に決めて 5月に発表して 6月に入札、8月更地化工事、2 月に認可

を受け来年 4 月に開所がすでに決まっており、その中での説明会では「決まったこと

です」という回答しかなく、話し合いではなく報告会であった。 

・7 月 31 日の 23 時 55 分くらいに区の職員が車 2台くらいでテープを巻きに来て、向井

公園は使用禁止になった。「色々あるからこの時間にやりに来た」と言われた。閉鎖と

同時に代替地開放という事だったので、「代替地を開放してください」と言ったら、「こ

んな時間に開放するの？」と言われた。深夜勤務として残業代が 25 万支払われた。封

鎖の邪魔をする住民はいなかった。閉鎖されることを封鎖された後に知った住民も多

かった。 

・その後、向井公園には樹齢 50年を超える木が何本もあることから、少しでも残せる設

計をとお願いしていたが、区が話し合いを邪魔し、結局木をほとんど切ることになった。

また、代替地（保育用地として購入した土地）に園舎を建てて、園庭を向井公園側にと

提案したが、見通しが悪くなると拒否された。業者側は地域の人と揉めたくないので、
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話し合って譲歩してくれるが、区に持っていくと「4 月に間に合わなくなるからダメだ」

と言われる。 

・向井は入札が 1社しかなかった。しかも、業者から出された設計図は、窓がなく入口が

分からないというレベルの低いもの。見通しも何もない。木を残してくれと言っている

のに、「木はどこにあるんですか？」という返答だった。運営業者として現場を見て設

計されたものとは思えない説明であった。住民から、東側に園舎をよせて公園を多く残

してほしいという案を提示した。しかし、運営業者は設計図を作成したにも関わらず、

区側より提示についてストップがかかり、その設計図は提示してもらえなかった。これ

で「もう決まっている」と言われても納得できない。この辺は区民センターの運営業者

の方はまだまともだった。 

・保育園のとなりに保育園を作り、コの字型で向き合って作るのは意味が分からない。園

庭を内側に向けたのは、声の問題を気にしたのではないか。こっちは声の事は気にして

いないのに。今後、どちらかの園から声をかけたらもう一方の園の子どもが反応して混

乱するのではないか。横に併設されると、子どもがどっちに帰っていいか分からなくな

るなど、混乱が起きるかもしれない。民間と区立でサービスの質が違うので、確執が起

きるかもしれない。保育担当の人に言ったら、「コミュニティが広がっていいのでは」

と言われた。 

・こちらは、知恵も出すし、一緒に作らせてもらいたいという立場。しかし、区は受け入

れる余地がない。何とか話をすればと思っていたが、向こうは姿勢を変えなかった。区

長からは住民のエゴだと言われた。 

・一連の計画の流れは場当たり的で、付け焼刃。継ぎ足し継ぎ足しで、統一性がない。悪

い役所仕事の例。自分の担当の事はわかるが、他の事は他の部署に聞いてくれと言われ

る。望ましい住民と行政の関係ではない。 

・数年前、雪でネットが区内の何か所かで壊れたが、なぜか向井公園が最後にされた。直

すまでに 2、3 か月かかった。さらに 2016 年 3月末にネットが新しく作り替えられた。

合わせてネットの修理に約 2000 万円かかったが、5 月に向井公園を壊すという通達が

あった。 

・平成 23年にまちづくり協議会において各地域の特性を生かしたまちづくりを区長が 10

年ビジョンとして発表しており、井草地区は水と緑の地区として指定されている。しか

し、3 つも公園をつぶされ、それはまったく無視されている。 

・本来都市公園法により、公園はみだりに潰してはならない。潰す場合には、公聴会を開

き、代替地を用意する必要がある。しかし、ことごとく「間に合わないから」で無視さ

れた。基本潰してはならない公園を潰すにはあまりにも拙速な手続きであった。 

・どうすれば意見として扱ってもらえるかが分からない。説明会で意見を言うと、次から

は当ててもらえない。パブコメでは相手にしてくれない。ノイジーマイノリティとして

扱われる。パブリックコメントは区メールで 15 件と公表されたが、そもそも知ってい
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るだけでももっと送っている。数が誤魔化されているのではないか。また、パブコメの

ページが奥まっていて、探さないと見つからない。 

・区があまりにも強引であるため、ほんの少しの譲歩でもしてほしい。4月に固執し過ぎ

ており、何を質問しても同じ答えしか返ってこない。区側は譲り合いというが、こちら

が一方的に譲っており、区は奪うだけ。 

 

〇緊急対策第２弾発表後、どのような活動をしてきたのか 

・署名集め、陳情、全区議を回り説明、都議への働きかけ、テレビへの出演、blog発信、

杉並緊急事態サミットへの参加、twitter への発信、地域の認証・無認可保育園への挨

拶、保育園ふやし隊の人との会合、新聞への取材依頼。 

・向井公園チームの中で住民が差止仮処分請求訴訟を起こした。子ども子育て会議で大学

の先生に訊いてみたが、「保育園には反対できない」と言われた。結局、差止仮処分請

求は原告不適格になった。 

・また、テレビで放映された。TVタックルでは区長が出演し、東国原氏にプロセスが悪

すぎると言って区長が怒られていた。インターネットの反応でも区長がたたかれてい

た。噂の東京マガジンにはこちらから動いてお知らせした。しかし、TV タックルと放

送日が重なって、井草については取材された内容のごく一部のみしか放送されなかっ

た。善福寺の話が取り上げられ、そこで「資産価値が」という声が冒頭紹介された。 

・新聞社は朝日、東京、産経、都政新報、連合通信社で取り上げられた。皆に知ってもら

ったはずだが、あまり盛り上がらなかった。保育園反対と思われたくないということか

ら、輪が広がらないのではないか。 

 

〇向井公園では 1300 名余、井草地域区民センター前広場では 1000 名余の署名が集まっ

たとのことだが、署名をしてくれたのは主にどのような人たちであったのか（居住区、

年齢、性別、子育て世代かどうか・・・等） 

・あまりにもまちまち。もちろん保育園建設に賛成だから署名しないという人もいたけれ

ど、そちらにも特に傾向はなかった。 

・署名集めは基本的に知人友人のネットワークで行った。自治会は協⼒してくれないの

で、回覧板等は利用できなかった。家に直接訪問もしたが、協⼒者のお母さんにはその

手法に引かれたりもした。こちらの主張を理解してもらうのに 10分はかかるし、変な

ことを言われて辛い思いをすることもあったが、「署名用紙がほしい」という電話がか

かってきてはげまされることも多かった。 

・元々住んでいるお年寄りも、避難場所としても地元に必要ということで署名してくれ

た。公園を利用する人とそうでない人と、世代によって反応が違う。保育園と公園に対

する価値観が違う。保育園対公園と思われてしまう。 
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【「井草人の会」の主張と区等からの回答・反応について】 

〇杉並区以外に、どのような人・団体からどのような反応があったのか 

・テレビ放映後は住民のエゴと言われ、久我山にはかなりバッシングがあったと聞いてい

るが、井草地区はあまり注目されなかったからか、こちらに何か言ってきたりというこ

とはなかった。 

・ただ、区長や区職、一部の区議には住民のエゴと名指しされたことがある。 

 

〇代替案として提示した建設地について、杉並区は「29 年 4 月の認可保育所開設には間

に合わない」「高齢者施設に利用する」といった回答を示しているが、これについてど

う考えるか 

・代替案として 3割しか使われていない自転車集積所を第一として陳情を行ってきたが、

4 月の開設に間に合わないという返答であったが、ボールネットを含む代替として自転

車集積所に公園が作られることになった。公園をつぶして、住民が代替案にと陳情して

いた場所に代替公園が 29年 4月に開所する。それならば保育所ができたのではないだ

ろうか。また、上井草自転車集積所も 3割しか使われていないため、そちらと統合する

案や、今回保育所が建設される杉並ごみ中継所跡地があるが、ここは以前杉並病と言わ

れた公害病の元凶という噂が絶えず、保育園を作るよりは自転車集積所に転用して、自

転車集積所を保育園にすればよいというのも一つの代替案だった。 

・高齢者施設も井草地区には多くあり、介護法の変更により、空き部屋も目立つようにな

り入居者募集を行っているところもある。それなのに更に高齢者施設を井草地区に作

るのも保育園と同じ構造で比較的土地があり作りやすいからに他ならない。高齢者施

設はあまり移動や時間の制約がないが、保育施設は時間の制約があるなかで、駅からも

バス停からも離れていて西武線しか利用できない井草地区に保育園は非常に不便だと

思う。 

 

〇「井草地区では来年 4 月に 51 人の待機児童が予想されるところ、杉並区全地区分の

23%にあたる 580 人分の保育施設が建設される予定になっている」という主張につい

て、杉並区は「平成 28年 4 月に井草地区の住民で同地区の認可保育所等を第 1希望と

した約 290 名のうち、約 6 割の 170 名以上の希望に添えておらず、井草地区の保育施

設が増えることで井草住民が地区内の施設を利用しやすくなる」と回答しているが、こ

れについてどう考えるか 

・そもそも待機児童ゼロを目標としているのに、重点地区には作らず井草地域への偏在を

認めている時点で論理が破たんしていると思う。実際区から「阿佐ヶ谷から井草なら入

れる」とアドバイスをされた人もいて、認可を断ると待機児童にカウントされないこと

もあると保育課に説明されたことから隠れ待機児童を助長するのではないか。井草地

区だけの待機児童を減らしても杉並区の待機児童はゼロにはならない。 
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・また、南阿佐ヶ谷に大型マンションが建設されることを知りながら保育園建設が阿佐ヶ

谷にはされなかった。本来ならば大型マンション建設の際には大型マンション内に保

育所を作るなどの対応が求められているが、このマンションにはそれがないと聞いて

いる。待機児童が多い永福にはビーチコートが作られる。（井草人の反対活動も影響を

与え）多くの人の反対からビーチコートを縮小し保育園が建設されることになったが、

そういった地域戦略が破たんしている。 

・また、井草地区に集中することにより、保育士の確保が難しくなる。実際井草地区の保

育園は園長はじめ保育士が足りず、面接に来てくれるだけで神様という状況というの

を新聞が伝えていた。またそのことにより、開所予定が目標を下回っている自治体とい

うことで杉並区の名前があがっていた。どちらも新聞掲載されている。 

・また、560 人分が足りないのであれば、560 人分を作り、残りは半年待てばまた使える

土地があったのに、4月までに 2000 人達成という目標を変更しなかった。 

・今回によって解消される待機児童が数年後、公園を利用する立場になったとき、公園が

ないとどう思うだろうか。 

 

【現状と今後について】 

〇公園・広場が閉鎖になってから、どのような変化を感じるか 

・向井公園は下井草保育園の避難場所にもなっているが、避難入り口が 2 箇所とも封鎖

されているため、どこに逃げればいいのか。また、近隣の園庭のない保育園の運動会、

園庭の場所もなくなってしまう。 

・子どもたちは引き込もり気味になってしまっている。公園の前を通りたがらない。ボー

ルを持った子どもが路上をウロウロしている。子どもたちの生活に影響が出始めてい

る。 

 

〇当面の遊び場と恒久的な代替地については現在どのようになっているのか 

・2月に代替地の敷地を 2 億 4千万円で買い取って、8月 1 日にオープンした。2 億 4千

万も払って、「なぜ向井公園なのか」ということを問いたい。 

・8月の半ばに屋根がついたが、影が付くのは北側だけでまったく意味がない。日差しが

直接当たって熱射病になってしまう。向井公園は木陰があった。木も植えたが枯れてし

まった。また、土にガラスの破片、瓦の破片が混じっている。区は土を入れ替えると言

っていたが、やってくれない。世田谷では六価クロムが出た。代替地は大丈夫かと思い

調査をお願いしたが、区は「大丈夫」という返答。議会でも話題にならなかった。 

・校庭開放は、教員の責任問題があるので、一度家に帰ってからもう一度学校に行くこと

になる。使用できるボールも学校開放室にある柔らかいボールだけで、時間に制限もあ

る。 
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・代替公園として銀杏稲荷公園があるが、使い勝手が悪い。防犯上見通しが悪く、アスレ

チック系の遊具が多くて危険。ボールが蹴れないし、目が届かない。最近になって周囲

の樹木がカットされて見通しはよくなったが、日中遊ぶ子どもはほとんどいない。 

・何もない公園として上の台児童遊園があるが、そこは小さいので、みんなが遊びに行く

と奪い合いになる。もともとは幼稚園児も使っているので、小学生対幼稚園児という対

立が起こる。 

・幹線道路と踏切を超えればネットのある公園もあるが、危険だし、学区外で他の子ども

もいる。小 3 までは学区外には移動禁止で、小 4 からもできれば学区内というのが普

通。 

・求める公園は、ボールが蹴れて、ブランコや木陰がある公園。何もない自由に使えるス

ペースもほしい。 

・恒久的な遊び場はまだ作られていない。 

 

〇「井草人の会」は現在どのように活動しており、今後どのように活動をしていくのか 

・代替公園を何とかしてもらいたいと訴え続ける。また、今できている保育園の行方を見

守っていく。今回出来た地域のネットワークを重要視していきたい。 

・杉並区に対して反対するのではなく、行政のやることに関心を持っていかなければなら

ない。何でも反対派に取られてしまうので、行政からの距離感が難しい。意見はすべて

クレームにされてしまう。行政の姿勢が変わらない限り変わらない。 

 

【その他】 

〇「子どもの声がうるさい」「車が渋滞する」といった理由から保育園建設に反対するケ

ースが多く報じられているが、どう考えるか 

・杉並区の場合、子どもの声がうるさいというのは当たらない。公園や広場も子どもの声

でうるさい。そういう意味でも杉並区は特殊な例だと思う。 

・もともとの予定地だったところでは、反対運動は起こらなかった。もともと保育園があ

ったことから自転車の通行は非常に多いし、保育園よりも公園のほうがうるさい。 

・杉並区の今回の公園に保育園を建設する問題は、ニュースで取り上げられている保育園

建設の反対のケースとは異なる問題と考える。 

 

〇保育の民営化についてどう考えるか 

・地方の業者の参入が増えている。東京で地方の業者が来て、区が業者に補助金を出して

いる。業者はそのお金を地方で使っているのではないか。 

・保育士の配置基準を厳しくするべき。一時的には人手不足で厳しくなるかもしれない

が、それで仕事が楽になり、かつ質が上がって労働環境が改善されて働き手が増加する

のではないか。 
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・今回の業者は広島の会社で、かばん屋。保育をこれまでやったことのない、関係のない

業種の業者が参入してきている。説明会で理念を聞いたら、「待機児童の解消」と回答

してきた。もっと子どものことを考えて貰いたい。自社の利益拡大のために子どもをた

くさん受け入れるが、子どもは物ではない。 

・子どもの命を預かる保育がサービスとなっており、保育の質が保たれるのか疑問であ

る。 

  



85 

 

付録資料Ⅵ 杉並区保健福祉部保育課への聞き取り調査 

●実施日時・場所 

・2017 年 1月 23日 10：00～12：30 

・杉並区役所（杉並区阿佐谷南 1-15-1） 

 

●参加者 

 ・聞き取り対象者：杉並区保健福祉部保育課 職員２名 

 ・調査者：中澤高師、榊原和歩、高木拓哉、山田侑司、由布マサイチ 

 

●聞き取り内容のまとめ 

【杉並区の保育行政について】 

〇平成 29 年 4月に 560 名を超える待機児童が見込まれることになった原因は何か。 

・田中区長は待機児童ゼロを公約として掲げて保育施設を増やし、平成 25年 4月に 285

名であった待機児童数を平成 27年 4 月には 42 名までに減少させてきた。 

・平成 28年 4月待機児童ゼロに向けて、平成 27年度には区の実行計画により 1120 人分

の保育施設の整備を計画した。しかし、事業者が土地を探しオーナーと交渉し、区に開

設を提案する件数が想定を下回ったことなどから、約 700 名分の整備にとどまった（7

割が住宅地という杉並区では、認可保育所に必要な面積である 1000 ㎡程度の土地を探

すのは困難）。 

・また、女性の社会進出と就学前児童が増加しており、認可保育所入所申込者が前年度比

で約 1 割増加し、100 名近く増加することとなった。 

・こうした中、改めて平成 29年 4月の保育需要を見込んだところ、28年度当初の整備計

画を行ったとしても、このままでは 560 名を超える待機児童が発生してしまうことが

判明した。 

・待機児童の発生数は就業前児童人口と保育需要に基づき推計している。就学前児童人口

は、母子健康手帳発行状況と人口の流入出の傾向も見て推計している。保育需要率は過

去 4年間で伸びてきているため、その伸び率を勘案して平成 29 年 4 月で 41.8％と見積

もった。 

 

〇保育所整備にあたって、カギとなるのは何か 

・用地確保は、23 区内では大きな課題となる。 

・認可保育所の整備に必要な面積や条件を満たす土地が少ない。また、相続された土地の

売却の場合、区は適正価格で購入するため、民間事業者が購入する場合より購入価格が
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安くなることが多い。さらに、賃貸などの場合は最低 10 年の契約を条件としており、

土地所有者にとっては大きな判断となるため、時間がかかる。 

・近隣住民の方々からは、「子ども達の声」、「自転車送迎などの交通」、「日照（認可保育

所は二階建てが多い）」などについてのご意見をいただく。改善案を提案するなどして、

ご理解していただくよう努⼒している。 

・平成 29年４月に 560 名を超える待機児童の発生を防ぐため、限られた時間で確実に整

備するため、今回の緊急対策では区立施設を活用することとした。区立施設の活用や区

有地の活用、民間事業者からの開設提案、国家戦略特区の活用など、様々な整備手法を

組み合わせながら確実に整備を進めていく必要がある。 

 

〇昨年度保育施設に入ることができなく離職した人が 30名ほどいると聞いている。今年

からは保育園を増やしたからみんな入れるというのは昨年離職した人にとってはひど

く不公平な話にも感じるが、何かしらの対応策などはないのか 

・30 名という数字は区では把握していない。救済措置はないが、待機児童ゼロを目指し

て、引き続き取り組んでいく。 

 

〇認可保育所に対する区民ニーズが高いとあるが、これはどのような調査に基づいたも

のなのか。また、その理由は何か。もし利用料の問題であるなら、新たに認可保育所を

建設するのではなく、認可外保育所と認可保育所との価格格差の是正のための補助を

行うことで対応できないのか。 

・認可保育所へのニーズの高さは、申込者数が年々増加していることに加え、窓口での区

民の声などからも分かる。以下のような理由が挙げられる。 

 卒園まで同一園に在園できる。保活や転園は、子どもにも保護者にも負担という声

がある。 

 保育料の問題も考えられる。認可は一律だが認可外は園によって料金設定が異な

る。ただ、認可外に入る方には区から補助金という形で援助している。 

 園庭が整備されている（保護者からは園庭の有無に関する質問が多い）。 

 全員保育士資格を持っていなければならず、環境・安全面での質が高い。 

・夜遅くまで運営している認証保育所を望む方や、少人数の家庭的な保育を望む人もい

るため、バランスが重要と考えている。 

・認可保育所の申込者数は増加傾向にある。認可保育所に内定したのは、申込者の約半

数である。内定しなかった方は、認証保育所・保育室などに入所していただいている。 

 

〇自治体の予算もひっ迫している中で、公共施設の民営化や民間委託が大きな流れとな

っていると認識している。また、新聞報道によると、認可保育所の増加によって廃園を

考える認可外保育所もあるという。区として、認可保育所と認可外保育所のバランスを
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どのように考えているのか。 

・財政面では、平成 23 年度に保育分野で 77 億円だった区予算が、28 年度は 220 億円

（見込み）まで上昇している。保育施設は、区の責務として整備すべきだが、経費の増

加は課題である。 

・区が保育施設を建てた場合は国・都の補助金はないが、民間が建設した場合、民間事業

者と区がそれぞれに１/16 負担し、残りの 14/16 は国と都が負担する。このように、国

のスキーム自体が民営化推進になっている。新たに整備する場合は、民間が基本となる。 

・杉並保育園(築 55 年)と上井草保育園(築 46 年)は民営化する予定である。保育園は築

50 年が一つの改築の目安であり、移転や改築に合わせて民営化をはかっている。土地

は区が購入等し、建設は民間となる。 

（計画変更に関して） 

・近隣で認可保育所を整備した場所で整備予定であった認可保育所の計画が頓挫した件

は、近隣の認可保育所整備が影響したのではなく、運営事業者と土地所有者との交渉が

まとまらなかったためである。保育需要がピークアウトした場合には、一時的な措置と

して整備した区の保育室から閉鎖する考えはある。区としては、区営の施設から閉鎖を

する考え方である。ピークアウトを見定めつつ今後計画していく。 

・保育所供給における質と量については、両方必要。区立園が担うべき役割があることか

ら、区立園は一定数必要だと考えている。区を 13地域に分け区立園の担う役割を考え、

地域バランスよく区立園を配置する必要がある。民間の質を保つためにも、区立園が中

核園として一定数必要になる。 

・保育の質の維持向上のため、区は元区立園長による巡回相談で保育全体についてアドバ

イスを行うとともに、区は東京都と認可内容及び会計的な事項を含めた施設運営全般

の監査的な訪問指導を行っている。 

 

〇新たに認可保育所が始動するということで保育士資格を持った人が多数必要となると

思うが、何名必要となり、現在どれくらい確保できているのか。 

・事業者が確保する保育士は約 300 人必要となる。区としては 2 週間に一回確保の進捗

を確認しており、1 月半ばで 80％を少し越えている。 

・区も様々な側面支援をしている。区内私立園での勤務を希望し採用された保育士の方

に、商品券 5万円をプレゼントする。また、事業者が宿舎を借りる場合の家賃補助額を

増額するなどの支援をしている。区としては新生活の負担を少しでも減らし、区内で働

いてもらいたいという思いで行っている。これらの支援がどれだけ杉並区での勤務希

望に繋がったのかはアンケート等で検証予定である。 

・保育所における経験者、新卒などのバランスについては、区の民間事業者公募要綱で、

5 年以上の保育士経験者を半数以上配置すること、施設長は 7 年以上保育士としての勤

務実績があることという条件を付して公募している。これは他区より厳しい条件であ
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り、事業者にはバランスよく配置してほしいとお願いしている。ベテランの方が重要と

なるため、全国展開している事業者は広域での異動で対応している。 

 

〇保育所の設置について区が独自の基準を設けていると聞いているが、その目的と基準

の根拠は何か。 

・保育の質を維持するためであり、23 区は概ねこの基準でやっている。杉並区としては

保育の質は下げられない。国基準を上回る基準であるが、これによって公募に応募する

事業者が少ないということはない。 

・区の土地を貸す場合、開設後 3年間は無償で、その後も評価額の１/３の賃料としてい

る。 

・民間事業者が民有地を借りる場合は、土地賃借料の１/２を国、都、区から補助するこ

とで、民間事業者が手を上げやすくしている。 

 

〇今でこそ待機児童が問題となっており保育園が必要かもしれないが、少子化が進行す

る中でいずれ施設が過大になるときがくるのではないか。その時に不要となった保育

園をどうするのか。 

・決定しているわけではないが、全体の考えとしては前述の通りである。 

 ・都内では、地方からの流入で足立区以外では人口が上昇している。しかし、いずれはピ

ークアウトが来る。その時期を見越してピークアウト後の対応を検討していく必要が

ある。 

 

【緊急対策第二弾に関して】 

〇区立施設の中から保育園に転用する候補が約 70 あり、そこから更に 11 に絞ったとあ

るが、それぞれどのような基準で選定を行ったのか。区 HP「主なご質問・ご意見への

回答」では、「認可保育所整備に必要な一定規模以上の面積、立地条件や敷地に接して

いる道路の状況、また、29 年 4 月までに整備が可能であるなどの条件を満たした施設

の中から、地域の保育需要などに照らして 11 箇所を緊急対策（第二弾）として選定」

とあるが、具体的な選定基準・手続きはどのようなものだったのか 

・まず、全庁的な取り組みとして、庁内の各部から転用可能と思われる施設の候補を挙げ

てもらった。60 名以上の認可保育所が作れる場所（800 ㎡以上、または延床 600 ㎡以

上）、夏までに更地化工事が完了できることを一定の目安に、広く挙げてもらった。 

・これが 70カ所で、ここから絞っていった。一件一件確認して、立地条件や敷地に接し

ている道路の状況、29 年 4 月までに整備が可能であるか等の条件で絞っていった。 
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〇向井公園と久我山東原公園の周辺住民からは、緊急対策が一部地域に偏在していると

の批判がある。これに対して、「主なご質問・ご意見への回答」では「緊急対策だけみ

ると偏っている印象はありますが、これまでの整備状況からすると、今回計画されてい

る地域のみに偏った整備にはなっていません」とあるが、これまでの整備状況と保育ニ

ーズの地域分布は具体的にどのようになっているのか 

・公園の利用状況はみどり公園課が把握していた。地域的な行事はみどり公園課に利用申

請が来る。また、自分達も足を運んで子ども達がたくさん遊んでいるのは目にした。近

隣に愛されているのは分かっていたが、久我山・井草とも認可保育所が不足している。

公園を活用せざるを得なかった。 

・前述のとおり、用地の確保は難しい。例えば、駐車場があっても、オーナーが長期的な

ビジョンを持っており、また駐車場利用者もいるため、短期間でオーナーが保育所への

転用を決断するのは困難である。 

・久我山・高井戸地域は保育需要が高い。井草地域は約 400 名の認可保育所の申し込み

があり、半分しか内定に⾄っていない。さらに 25年度以降、認可保育所の整備は２所

にとどまっている。 

・29年 4月に見込まれた待機児童数 560 名の地域ごとの内訳は、28年 4月の待機児童数

136 名に対する各地域の待機児童数の割合を 560 名に乗じて算出しており、あくまで

目安。保育園は学区がなく、一番近い場所に通わなければならないものではない。数値

は区域を超えた利用が反映されている。 

・緊急対策だけ見ると偏在しているように見えるが、全体でみると大きな偏在はしてな

い。広報すぎなみの地図を参照してもらいたい。 

 

〇緊急事態宣言を出し都市公園を転用する一方で、「主なご質問・ご意見への回答」では

科学館跡地高齢者施設に利用することを理由に否定しているが、どのように優先順位

を判断しているのか 

・保育所も高齢者施設も重要な施設であり、保育施設も不足しているが、特養も順番待ち

の状態である。 

・必要な面積に違いがある。認可保育所は 1000 ㎡、特養は 3000 ㎡程度必要になるため、

この土地は特養と選択した。地域の需要も勘案しているが、面積は大きな要因となる。 

・HP に示されている案件は、すでに計画が進んでいるものである。保育所を併設すると

特養に使える面積が減ってしまうので難しい。緊急対策では、科学館は高齢者施設とし

て活用する計画が進んでいたこと、保育所建設に向けての更地化期限に間に合わない

などの事由により候補地とはならなかった。 
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〇待機児童が 560 人なのに、1000 人分作るのはなぜか 

・年次の持ち上がりを考えなければならない（同じ園で卒園まで過ごしたいという希望が

あり、保護者へ保活を再度強いることのないよう）。今年度で保育施設の整備が打ち止

めになるわけではなく、今後一定期間高い保育重要が続くと見込んでいるため、先を見

越して整備を行う必要がある。 

 

〇久我山東原公園について、「22年前に地域の親たちが中心になって公園をつくってほし

いと活動した結果できた」という記事を目にしたが、実際にどのような経緯でできた公

園なのか 

・久我山東原公園が整備された経緯は認識している。地元の人々にとって「自分達で作り

上げた公園」という気持ちを強くお持ちであると理解している。 

 

〇緊急対策第二弾の向井公園は既に隣に保育園が存在しているが、これによって地域に

負担(送迎の渋滞など)がかかることはないのか 

 ・杉並区では、車での送迎は原則禁止している。自転車については、以前の調査で、100

人の保育所でピーク時でも 12 台程度だった。これを踏まえて、15 台程度の駐輪場を整

備する。向井公園を活用した保育所では、誘導のための用務員を配置したり、入口に子

どもが飛び出さないようにクランクを設けるなど適切に対応する。 

 

〇住民側は「事業者に相談しても区が期限に間に合わないからと対応してくれない」と言

っていることについて 

 ・向井公園と久我山東原公園に関しては、運営事業者が決まった後の説明会（第 3 回説明

会）で建物や園庭の配置、敷地への出入口の場所などの設計に関する話合いをさせても

らいたかった。しかし、公園の転用についての是非に終始し、設計面の話ができなかっ

た。できるようになったのが夏頃で、その時点で設計に関するご要望を貰っても応える

ことが難しい事項もあった。しかし、対応が可能なものは対応し、また代替案を示して

理解を求めた。 

  

〇現在転用される公園の代替地が存在しているが、それは期間限定のものだと聞いてい

る。恒久的な代替地の確保状況はどうなっているのか。 

・久我山東原公園の代替地については、議会で「めどが立っている」という答弁をした。

この時点では有望な民有地があり、実際にめどが立っていた。しかし、そのあと状況が

一転した。そのため、今年夏までは京王線沿いの土地を遊び場として地域に開放する。

また、昨年近隣の久我山東保育園の隣地を保育園の建て替え用地として購入したが、す

ぐに建て替えはしないので、当面は遊び場として活用することとし、来年度当初に開放

を予定している。恒久的な代替地については、現在も引き続き探しているところである。 
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・向井公園については、代替の遊び場について区民とワークショップを行い、保育園の隣

地用地を整備しており、29 年 4 月開園予定である。また、桃五小の校庭開放を拡充す

るとともに、近隣の下井草自転車集積所に新たに球戯場を整備しているところである。

また近くの銀杏稲荷公園も引き続き利用してもらいたい。 

 

〇小学校校庭の開放について、校庭の開放時間は午後 5 時(冬季は午後 4 時)までと短く

感じられる。公園は遊び場としての機能だけでなく憩いの場としての機能も有してい

ることから、入場制限のある校庭開放や球戯場では補いきれていない点もあると思う

が、どう考えるか 

・小学校校庭開放のみで公園の代替になるとは考えていない。近くの公園と代替地と学校

で合わせて代替として機能するように考えている。 

・向井公園については近隣の銀杏稲荷公園は樹木が多く見通しが良くないというご意見

を近隣からいただいていたことから、植栽を刈り込んで見通しをよくする予定である。 

 

〇向井公園隣接の代替の遊び場に関して、住民側から土壌調査をしてほしいという話が

あったが、区はどう考えているか。 

・代替の遊び場については、これまで住宅であった状況から土壌調査は行わなかった。 

 

〇向井公園と久我山東原公園の他に 2 つの公園が転用されることになっているが、そこ

では反対の声は上がらなかったのか。上がらなかったならば、その理由は何であると考

えるか。また、この 2つの公園の代替地はどうなっているのか。 

・善福寺だいかんやま公園・高井戸みどり公園ともに近隣に大きな公園がある。公園転用

時に、近隣に公園があるという条件で選定した。向井公園には銀杏稲荷公園があり、久

我山東原公園は富士見丘北公園がある。 

・他では代替を要求されなかったが、「何故ここを保育所に転用するのか」という声はど

この説明会でも挙がった。 
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付録資料Ⅶ 「保育園ふやし隊＠杉並」メンバーへの聞き取り調査 

●実施日時・場所 

・2017 年 1 月 23 日 14:10~16:45 にかけて、デニーズ南阿佐ヶ谷店にて聞き取り調査を

行った 

 

●参加者 

 ・聞き取り対象者：「保育園ふやし隊@杉並」のメンバーである D 氏と E氏 

 ・調査者：中澤高師、榊原和歩、高木拓哉、山田侑司、由布マサイチ 

 

●聞き取り内容のまとめ 

 

※以下の内容は「保育園ふやし隊@杉並」の組織的見解ではなく、あくまでD氏及び E氏

の個人的見解である。 

 

【「保育園ふやし隊@杉並」について】 

〇どのような経緯で結成されたのか 

 ・2012 年の秋から簡単な活動を始め、ふやし隊としては 2013 年にスタートした。 

  

〇「保育園ふやし隊@杉並」の構成について 

・認可に入れない保護者や、その年に育休があける保護者によって形成されている。保育

園問題は子どもの年齢によって関心が変わっていくので、どんどんメンバーが変化し

ていく。 

・代表は置いていない。コアとなるメンバー10 人弱が事務局となり運営している。事務

局は新しく入ってきた人が順番で担当している。以前からいるメンバーがサポートに

回ることもある。 

 ・メンバーの出入りもあるため正確な人数は把握していない。待機児童を抱える親が切実

に声をあげていて、それが解消されると抜けていくイメージ。メーリスの登録者数は

200 人ほどいるが、既に抜けた人も残っている。 

 

〇「保育園ふやし隊@杉並」以外に「保育園増やし隊@武蔵野」をネット上で見つけたが、

他に保育園ふやし隊を組織している地域はあるのか 

 ・色々な地域にあり、名前がそれぞれ微妙に違っている（漢字表記とひらがな表記）。 
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 ・しかし、基本的に連携はない。保育所に入る基準などが自治体によって違うので、連携

する必要がない。舛添氏の選挙の際に要望書やアンケートで連携したことがあるが、そ

の後はない。 

 ・保育園ふやし隊@杉並のメンバーの中には、杉並保育連合会という別組織に入っている

人もいる。杉並保育連合会や上部組織である全保連で他の組織と個人的に繋がってい

るメンバーはいるかもしれないが、組織としては連携していない。 

  

〇他の団体や個人（自治会、住民団体、政党、議員）との支援・連携関係はあるのか。 

・ない。会派まわりや各議員への訴えかけには行くが、特定の政党と繋がらないようにし

ている。自民党が与党なので、自民の区議に繋いでもらうことが多いが、気を付けてい

る。 

・区からの申し入れで今年(2016)は区長と 2 回懇談しているが、こちらとしては連携と

は考えていない。 

 

【「保育園ふやし隊@杉並」の活動について】 

〇のような活動をしているのか 

 ・「異議申し立て」の他、アンケートによる保護者の意見や状況の調査、区への要望書の

提出、区議会の会派まわり、お茶会での情報交換など、様々な活動を行っている 

 

〇こうした活動のためには、情報発信から動員、アンケートの作成、集計、報告書や要望

案の作成など様々な業務をこなす必要があると思うが、どのように運営されているの

か 

・事務局メンバーの中で手の空いている人、出来る人がやっており、固定の役割はない。

仕事をしている人も多く、アンケートの時期は子どもの新学期の準備期間とも被るた

め大変で、集まっての作業は困難である。 

 ・異議申し立ては、昨年は約 30 通提出した。杉並区が認可保育所建設に向けて動き出し

たことから、やめることも検討している。街頭でのアクションは昨年は行っていない。 

・活動の資金はメンバーの割り勘やカンパで賄っている。 

 

〇発足して 4年弱になるが、運動として直面している問題や課題はあるか 

・継続していくのが難しい。子どもの成長につれて興味関心も変わってしまう。異議申し

立てはやめることも検討されている。今年のメンバーの中では、ふやし隊自体終わって

もいいのではという話もある。待機児童ゼロが目的ではなくて、保育園を増やす方向に

もっていくことが目的。杉並区が今必死にやっているので、その意味ではもういいので

はという声もある。 
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・（D 氏）ただ、認可保育所を増やせばいいのではなく、質や園庭の問題もある。同じ認

可でも環境は様々。同じ地域に住んでいる子でも、母親が働いているかどうかでそこま

で子育ての環境に差があるというのは忸怩たる思いがある。それら全部を満足させる

のは不可能だろうなと感じる。一方で、子どもが保育園に入ったら、そういう思いも薄

れていくのではと恐れている。現在、上の子は 4 月で小学生で、下の子は保育園の結果

待ち。上の子は元々名古屋で待機児童を経験し、その後杉並に引越したが一年目は落選

した。下の子は、現在は認可外の地域グループ保育室に預けている。場所を選ばなけれ

ば入れたかもしれないが、子どもが 6 年通う場所なのであまり妥協はしたくない。 

 ・（E 氏）100％素晴らしい保育園でなくても、園庭がある、同学年の子がたくさんいる等、

及第点の保育園でいい。そこにすら入れてない子もいっぱいいる。私の地域は区の端で、

半数近くの子が認可に入れていない。近くに認可外がないため、区外に出て行くしかな

い。まずは入れることが重要。 

 

〇今後はどのように活動していくつもりか 

 ・この 4 月の結果次第。異議申し立てはおそらくやらない。異議申し立ては区の事務作業

を増やしてしまうので、それよりは認可建設に頑張ってもらいたい。区が認可保育所の

建設に⼒を注いでくれているのは実感している。 

 

【杉並区の保育について】 

〇杉並区の待機児童問題はどのような現状にあるのか 

 ・（D氏）上の子が、地域の反対にあった保育所に入っていた。事前に園から経緯の説明

はなかったが、他と比較して規約が多い、子どもの声が聞こえない、小さく看板が出て

いるなど、いざこざがあったことを察することができた。後に周りの人から話を聞いて、

建設時に近隣住民から反対があったことを知った。地域に受け入れてもらえておらず、

辛かった。近所にある幼稚園は、広い園庭や畑があり、子どもがのびのび過ごしている。

それに対して、この保育所は 2.8ｍの防音壁があり、夏でも窓を開けられない。園庭を

確保できるスペースがあるにもかかわらず、洗濯物干し場になっていた。先生が足りな

いので、近くの公園にもなかなか行かれない。道路では静かにと言われ、水遊びの時間

も限られている。門は基本的に閉まっており、門番がいて、親が行った時に開けてくれ

る。原則車は禁止だが、雨の日、体調の悪い日はタクシーで行きたいこともある。しか

し、「どういう経緯で立ったのか知らないのか」と怒られてしまった。経緯を園に連絡

したら、近所からのクレームが先に入っていた。自分だけではなく、他の母親たちも似

たような経験をしている。近所の人に会釈しても返事がないなど、断絶感があり切ない。

たった 2年間だったが、すごく辛かった。下の子は認可外の地域グループ保育室だが、

古くからある施設で、地域が受け入れてくれている感がある。魚屋さんも「今日散歩し
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てたねー」といった感じで声をかけてくれる。親としてもありがたい。6年間過ごすも

のなので、地域住民と良い関係を築きたい。 

 ・（E 氏）区内だと保育園を見つけるのが難しかったため、新宿の認証保育所に預けてい

る。保育士の配置は手厚いが、狭いし、園庭もない。人数も認可保育所と比べると少な

い。認可保育所は区外から入るとマイナス点になってしまうことがほとんどだが、認証

はポイントではないので、区から区民優先の通達がある所もあるが、保育所の裁量次第

になる。 

・問題になった園や新設の園には申し込みたくないが、入れることが第一なので、そうい

うところをあえて希望する人もいるのではないか。つい先週くらいに各園の申込状況

が発表された。実際に、久我山東原公園の保育園が同地域の他の保育園より倍率が高か

った。立地的にも駅から近く、我々自身も、もしその地区に住んでいたら東原を第一希

望にしていただろう。 

 

〇杉並区の保育行政をどのように評価するか。問題があるとすればそれは何か。 

・待機児童の定義の問題がある。変わるという話もあるが、自治体側の判断に委ねられる

部分が大きい。「560 人分足りないから 2000 人分作ります」という説明では緊張感が

伝わってこない。潜在的な待機児童が 2000 人いると言われている。すると、8000 人分

くらいの認可施設が必要になる。本当はもっと待機児童がいるのに、560 人だと緊張感

が伝わらない。区も公園周辺の住民も待機児童の現状を理解していない。待機している

人だけがただ焦っている。 

・保育士の確保も大切。施設を作るからには稼働させないと意味がない。保育士がころこ

ろ変わってしまうのも問題。 

 ・量と質を両立させるのは当たり前。量がちゃんと確保できていれば、質もついてくる。

現在、量が確保できていないので、増やそうとして質が下がっている。学区制にする、

義務化するなど、根本的な改革が必要なのではないか。しかし、区だけでは無理なので、

国が動く必要がある。 

・ふやし隊としては、杉並の子どもたちが及第点の保育所に入れること、親が仕事を続け

られることを目指す。保育所の確保が第一である。認可保育所に入れるかどうかでこれ

ほど差が出てしまうのはおかしい。 

 

〇区は無認可よりも認可保育所に対する区民ニーズが高いと言っているが、それは正し

いのか。また、その理由は何か 

・正しい。ただ、選べる状況にない。どこでもいいから入れるところに入るしかない。 

・（D 氏）下の子が入れないと上の子も内定取り消しになってしまう。育休開けに仕事復

帰するという条件で上の子は入園を許可されたので、下の子が入れないと育休開けに

仕事復帰できず、上の子も保育園に入れなくなってしまう。二次まで待ったが、心のど
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こかで「入れないわけは無いだろう」という気持ちがあった。毎年裏切られている感じ。

1 月は気持ちのジェットコースターで、しんどい。 

・（E 氏）一次の結果を受けて新宿の認証に。今年の 4 月の希望は出していない。希望を

出すとなると、今いる保育所を出なければならない。また苦しい思いはしたくない。も

う一度保活をやるのはつらい。 

・認可外もお金でどうにかなる問題ではない。お金があっても便利な地域なければ入れな

い。 

・杉並区の主張どおり、0～5 歳まで入れる保育所のニーズはある。小規模保育を第一希

望にしている人はあまりいない。小規模保育は 0歳から 2歳に限定されているが、2歳

までの制限を撤廃する案も出ている。現在は小規模を卒業する際に卒業ポイントが与

えられ、3歳から認可に入れる可能性が高くなる。しかし、制限が撤廃されると卒業ポ

イントもなくなってしまう可能性もあり、そうなった際にどれだけ小規模を希望する

人が増えるかは疑問である。また、子どもが大きくなると、人数が少ないので遊び相手

も限られてきてしまう。 

 

〇保育所の設置について杉並区は独自の基準を設けているが、それにより保育の質の向

上につながっていると考えるか 

・全然思わない。最低基準であり、全然低い。2～30人に 1人はおかしい。  

・（D 氏）私が預けている保育園では 0～2 歳が 1 階、3～5 歳が 2 階で生活しているが、

お昼寝の時に 2 階に誰もいない。うつ伏せに寝ていても誰も直さない。災害時や侵入

者があったときに怖い。保育士も大変だと思う。0歳や 1 歳は定期的に呼吸のチェック

が必要で、あの人数ではお昼ご飯もろくに食べられないのではないか。以前男の先生が

2 歳のクラスを 1 人で見ていた。男の先生だからということではないが不安に感じた。

先生が頻繁に入れ替わる。入ってから 3 人替わっている。一人は 5 月に辞めた。今の

基準は命を守る最低限のライン。 

・（久我山の代替案のように、認可の基準を下げればもっと入れるのでは、という質問に

対して）入れない側からすると、入れてほしい。しかし、認可の基準を下げると、認可

外もさらに下がってしまう恐れがある。以前、認可外保育所の見学に行ったが、子ども

がうつ伏せのまま寝ていた。認可では定期的に見て直す決まりだが、認可外ではやって

ないとこもあるのではないか。認可保育所の基準を下げるより、認可外を安全なものに

するよう、行政のチェックを入れて欲しい。認可外の質が上がれば 0 歳や 1 歳の子ど

もを認可外に安心して預けられる。「保育園児はかわいそう」という声が昔は多かった

が、最近は減ってきたと肌で感じている。それは保育園の質があってこそで、幼稚園と

の差が開くと、親の間でも「かわいそう」という気持ちが出てくる。 

・（D 氏）認定こども園は延長がないので時間的に無理。もし延長があって時間が足りれ

ば入れたい。 
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・（E 氏）時間は足りるので、来年、子ども園を第一希望にするかで迷っている。しかし、

今のところより遠く、給食がなくお弁当なので厳しい。そこを第一希望にすれば入れる

とは思うが、そちらに応募すると保育園は辞退ということになる。落ちたからそっちと

いうわけにはいかない。 

 

【緊急整備計画について】 

〇「今回整備予定に挙がっている公園などについては、ふやし隊の中でも様々な意見が出

ています」と書かれているが、公園の保育園転用についてふやし隊の中にではどのよう

な意見があったのか 

・公園の転用に反対の人もいた。皆の意見が一致していたわけではない。ふやし隊として

こういう意見だとは出さないようにしていた。 

・認可保育所に入れなかった子どもだけにしわ寄せが集中している状態はおかしい。本当

はみんなが納得し合えるのがベスト。しかし、公園も大事だが、どちらかしかとれない。

早く作ってほしいので、他の土地でできないのであれば賛成である。 

・（D 氏と E 氏は）それぞれ井草と久我山の説明会に参加した。特に井草に関しては、少

しくらい互いに譲り合えないのかと感じた。 

・待機児童の親の中でも、認可外に対して危機感を持っているかどうか、仕事をやめられ

るかどうかで価値観が違う。当事者の危機感が共有できないのが保育の大きな問題で

ある。 

 

〇公園の転用に反対する地域住民は保育施設が区内に偏在しており、当該地域（久我山と

井草）に認可保育園を建設することは待機児童問題解決に繋がらないと主張している

が、これについてどう考えるか 

・近くに認可保育所できれば、待機児童にカウントされていない人たちが第一希望にする

ため、久我山でも井草でも定員割れすることはないのではないか。 

・保育施設は地域に偏って「ある」のではなく、地域に偏って「ない」。潜在的には 2000

人の待機児童がいるので、どこも足りていない。久我山でも井草でも建てれば埋まる。 

 

〇住民が示した代替案（分園制、小規模保育の活用、基準緩和）についてどう考えるか 

・久我山では、プレハブでもいいから小規模保育所を作って公園は転用しないという案も

出ていたが、そんなところに預けたい人はいるのか。住民側が出した代替案は臨時の認

可外や小規模等一時的なもの。私たちが望んでいるものはそうではない。入りたい側か

らすると代替になっていない。井草で出された代替案についても、使ってない中学校の

理科室に預けたいと思う人がほんとにいるのか。向井公園は隣にある保育園の園児の

遊び場になっていると言うが、その保育園には園庭がある。区による校庭開放や遊び場
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は代替にならないという声もあるが、住民たちは＋αの部分を求め過ぎているのでは

ないか。 

・（子どもを育てるには保育園、学校、公園、児童館等あらゆるものが必要だが、杉並区

は保育園のみを拡充しているという意見について）保育園は標準まで足りていない。ま

ず、他の施設と同じ標準にまで増やしてもらいたい。  

・今回は本当にぎりぎりだったので、保育士集めという観点から見ても、区の動きは正し

かったのではないか。保育士もまずは認可保育所を志望すると思われるので、認可を整

備する必要がある。 

 

〇公園の転用に反対する地域住民は、区の説明が一方的で住民の話を聞かないことに不

満と不信を表明しているが、杉並区は「待機児童解消の緊急性に鑑み仕方がない」とい

う立場をとっている。これについて、どう考えるか 

・行政の進め方が少し強引だったという気はしなくはない。 

・区は一生懸命ではあるが、説明が下手。こちら側の危機感を伝えることが上手くいって

いなかったのではないか。潜在待機児童の説明次第で受け取り方が変わってくるはず。 

・公園転用に反対の人は、説明会がもっと早くても反対したのではないか。保育園が足り

ていないという、そもそもの認識が足りないと感じる。久我山には 1年前に 2～3の新

園ができたため、それで待機児童が解消できたと住民側は感じているのではないか。し

かし、実際には去年の倍率はほとんど変わっていなかった。区内の倍率と比較しても真

ん中くらいで、全然足りていない。 

・保育園の選び方は保護者によって全然違う。学区があるわけではないので、通勤場所に

近い、学童に近い等、様々な点から選ぶ。一概に近いところが第一希望になるわけでは

ない。どちらにせよ保育園が足りないのは、入園申込者数と決定した人の総数を見れば

明らか。前提とする認識がずれているから話が噛み合わない。 

・公園の話は共に子どもの利益が相反するものなので、もう少し上手く合意形成ができれ

ば良かった。その反面、杉並区が丁寧にやりすぎた結果がこれなのではないかと思うこ

ともある。 

・ボール遊びの大切さも分かる。しかし、小学生は遊ぶ場所を選べるが、園児にはその保

育園しかない。 

・（「杉並区は保育園増設を進めるために保育園ふやし隊を利用したのでは」という声につ

いて）ふやし隊は年度ごとに考え方が違ってくる。以前は街頭で横断幕を掲げるなどア

クションを起こしてきた。区にとっては、煙たい存在だったと思う。しかし、今年にな

って急に区が歩み寄ってきた。区の広報にもふやし隊を取材した記事が載った。ふやし

隊の中には「感動した」という声もある一方で、「何か裏があるのでは」「利用されたの

では」という声もあり、受け止め方は様々。いずれにせよ、真剣さは伝わってきた。裏

があろうとも、本気でやってくれればそれでいい。 
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【その他】 

〇「子どもの声がうるさい」「車が渋滞する」といった理由から保育園建設に反対するケ

ースが多く報じられているが、どう考えるか 

・全て理解してとは言えないが、保育園を作って欲しい側の状況を想像してもらいたい。 

・子どもの声は親からしてもうるさいものだが、騒音と捉えてしまうのはどうかと思う。

保育園は 24時間やっているわけではない。もう少し譲り合えないのか。子どもの声を

うるさいと感じる人がいることを否定はしないが、それをもって反対というのは、日本

全体の首を絞めることになるのでは。 

・保育園は今必要。理解を求めることは必要だと思うが、ある程度強引さをもって進める

ことも必要なのではないか。 
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付録資料Ⅷ 1970・80 年代の保育園紛争 

●目黒区中根の学童保育クラブへの反対119 

・両親が働いている小学一年から小学三年までの子供を対象に専門の指導員が授業終了

後に世話する施設 

・中根老人いこいの家の二階に併設され、1976 年 1 月にオープン 

・しかし、地元説明会の後に、付近の大学教授ら住民が区長宛に建設反対の陳情書 

 

＜住民側の主張＞ 

 計画にある屋上の遊び場は景観を害す 

 窓を開けるとうるさい 

 地区内には騒音に耐えられない老人夫婦、病人、それに、大学教授、著述家、音楽

家など静寂が仕事上、不可欠な職業の人が多い。子供のカン高い遊び声は騒音につ

ながる 

 保育クラブの重要性は認める。しかし、騒音となる子供の声を野放しにして良いと

いう理論は認められない 

 この辺は小さい子供さんを持つ家庭がほとんどないんです。他人の子供の騒音を、

わたしたちが我慢しなけりゃならないなんて、まっぴらごめんです 

 

・話し合いの結果、区は「屋上や庭では子供を遊ばせない」「室内で遊ばせる場合は窓を

閉める」「定員を 50人から 40 人に減らす」など譲歩 

・一方、共働きの⽗母やクラブ指導員たちが「育ちざかりのこどもを自然の空気にも触れ

させないなんてひどすぎる。一部住民のエゴだ」と猛反発 

・「遊び場を作る会」を結成し、約 3 千人の署名を集めて区議会へ陳情 

 

●渋谷区元代々木の保育園への反対運動120 

・1974 年に区が地元の資産家から土地を買い上げ、百人の乳幼児を収容する「区営元代々

木保育園」の建設を計画 

・山手通りから約 75m 西側に入った閑静な住宅街で、付近は高級住宅、銀行寮、ベトナ

ム大使館 

                                                      
119 朝日新聞「密閉保育所よくない 目黒区議会、⽗母の訴えを採択 遊びの騒音は我慢を」（1976 年 3 月 14

日）、読売新聞「子供の声は騒音か 高まる環境権侵害の声」（1976 年 1 月 20 日） 
120 朝日新聞「二年ぶり、住民と合意 元代々木保育園 騒音問題解決し着工へ」（1977 年 10 月 1 日） 

読売新聞「区側譲歩で調停成立 元代々木保育園 音対策盛り３年ぶり」（1977 年 12 月 21 日） 
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・1975 年、住民が「騒音がつきものの保育園は不適当」「保育園は毎日長時間最高 75ホ

ンもの騒音を発生させる。公共の福祉の名で騒音などを一方的に導入するのは、環境権

の重大な侵害」として、渋谷簡易裁判所に建設中止請求 

・「屋上は一切使用しない」「外庭は騒音防止のためガラス張りとする」「収容園児を 50人

とする」「二歳児以下の保育に限る」などを要求 

・区は、「従来の 100 人から 80 人に減らす」「五歳児までとするが声を余り出さないゼロ

歳児を増やす」「建物の位置を北側境界から４ｍ下げる」など譲歩案を提示 

・しかし、住民側は「ガラス張りはできない、外庭だけでなく屋上も使わせて欲しい」と

いう区側の要求を拒否し、決裂 

・1977 年、調停で区と住民が合意 

 

●目黒区鷹番保育園をめぐる紛争121 

・1974 年に区が計画・土地購入 当初は学童保育クラブを併設した 4 階建て、定員 100

人の保育園を計画 

・日照権問題などで学童保育クラブの併設をあきらめ、定員 68 人、2 階建てに規模縮小 

・予定地に面した 15 軒が「鷹番保育園を環境に適するように建てることを願う会」を結

成し、区に計画の変更を迫る 

 

＜住民側の主張＞ 

 15 軒の人は医師や税理士など静けさを必要としている人たち。公共施設というこ

とで私たちはエゴの固まりのように思われるかもしれないが、私たちだって生き

ていく上での権利がある 

 区内 14ヵ所の既設保育園で騒音被害の聞き取りをしたが、ブランコのキーキーと

いう音でノイローゼになったおばあさんや、アパートの部屋を代わった人など、想

像以上の騒音公害だった 

 

・区側が説明会などで反対派を無視してきたことに感情的なシコリ 

・近くに適地があったのに区は交通安全上の理由などで断念した経過に納得できず 

・商店街も冷たいコンクリートは商店街の正常な発展を妨げかねないと注文 

・周辺住民と揉めた末、「騒音の基準は、第一種住専地域用の基準値の 45 ホンとする」こ

とを盛り込んだ協定を結び、1979 年に開園。6 ヶ月から 6歳児までの 68人が通園 

 

                                                      
121 読売新聞「『騒音だ』『いや、天使の声』…保育園めぐり対立／東京・目黒区鷹番」（1978 年 5 月 25 日）、

朝日新聞「都公害審、調査へ 目黒区の保育園騒音」（1981 年 5 月 1 日）、読売新聞「園児の声は騒音か 

初の職権あっせん 都公害審『放置できぬ』 鷹番保育園紛争」（1981 年 7 月 29 日）、朝日新聞「住民側

も調停案拒否 目黒の保育園騒音紛争」（1983 年 10 月 20 日）、朝日新聞「園児の騒音に防音装置 区側、

苦情に対応策 目黒区立鷹番保育園 隣接住民『効果ない』と納得せず」（1983 年 12 月 29 日） 
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＜協定の内容＞ 

 開園後の運営や環境上の問題について、今後、園と住民が構成する連絡協議会を設

ける 

 住宅街側に園内の音を遮断する高さ６ｍの壁や植え込みを配置 

 屋上は園児の遊び場には使わず、日光浴などに利用するだけ 

 商店街側の壁面は、絵画作品などを展示できるショーウィンドーにし、商店街の景

観を損なわないように配慮する 

 

・しかし、その後も住宅兼事務所が保育園に接する税理士 A氏が騒音で区に抗議 

 

＜A 氏の主張＞ 

 園児の声が気になって仕事ができない 

 外で遊ばせるなとか園庭でプール遊びをするなとはいわない。私の住宅兼事務所

での仕事の妨害にならぬよう、静かにしてくれと言っているだけだ。保育園は社会

福祉のために存在するのだろう。が、私もここで生計を立てている。生活権、業務

への支障という点で、私こそ被害者だ 

 

・区が測定すると、協定で定めた 45ホン（第一種住宅専門地域用の基準値）を超える 46

～75 ホン 

・その間、A 氏は園児や保母を大声でしかりつけ、園側の記録によると 1979 年だけで怒

鳴り声は 90回を超えた 

・園児たちはおびえ、園は区の指示で園庭の使用をやめ、真夏も室内で窓を閉め切り 

・遊ぶときは片道 30分かかる碑文谷公園へ 

・区は A 氏宅の防音工事を区で負担することを提案したが、A 氏は保育園の騒音を減ら

すことが先決としてゆずらず 

・1981 年、園児の⽗母が調停を申請、同時に法務省に園児の人権保護申請「園児が精神

的、肉体的に萎縮」 

・1981 年に都の公害審査会が斡旋に乗り出したが、双方の見解はすれ違い 

・都公害審査会は職権調停に切り替え、①園庭内に防音装置付きの遊戯室を建設する、②

園の北側と東側に防音壁を設ける、③隣接住家へ区の負担で防音工事をしクーラーを

取り付ける、を盛り込んだ調停案を提示 

・しかし、区は②は受け入れ、③は一部受諾するも、遊戯室建設は「保育上望ましくない」

と拒否 

・「鷹番保育園を適切なところに建てることを願う会」も調停案を拒否 
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＜「鷹番保育園を適切なところに建てることを願う会」の主張＞ 

 遊戯室建設そのものには異論がないが、園庭に出るときに必ずこの室を使用する

と言う保証がない 

 園児が二階テラスやプールで遊ぶ場合の騒音対策がない 

 住民の家屋に防音対策をするのは許せない 

 騒音は音源で規制するのが妥当 

 行政側はみな一緒、ウソばっかり 

 

・1983 年、区は代わりに独自に防音壁を建設。高さ 5.6m、長さ 20m、約 2400 万円 

・住民は「防音壁はたいした効果はなく、子供のたちのためにもならない。私たちが求め

ているのは、多額の税金を使う対策ではなく、園外保育に重点をおくなどの保育内容の

改善。保育園の騒音は保育技術能⼒や園児のしつけの度合いに大きく関わります。不必

要に大声を出させるのではなく、人に迷惑をかけないように保育の方法を工夫すれば、

税金を使わなくても問題は解決するはず」 

 

●他の地域でも「子供の声」をめぐる問題122 

・話し合いがこじれ、着工が延び延びになった例（杉並、世田谷区など） 

・やむなく設計変更した市（武蔵野市） 

                                                      
122 読売新聞「子供の声は騒音か」（1976 年 1 月 20 日） 


