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【論文】 

  

送迎保育送迎保育送迎保育送迎保育のののの現状現状現状現状とととと効果効果効果効果にににに関関関関するするするする一考察一考察一考察一考察    
－－－－埼玉県東南部埼玉県東南部埼玉県東南部埼玉県東南部のののの実施自治体実施自治体実施自治体実施自治体をををを事例事例事例事例にににに－－－－    

  

木内木内木内木内    智子智子智子智子・・・・宮澤宮澤宮澤宮澤    仁仁仁仁    

    
ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 現在日本では少子化の進行から子どもの絶対数は増え

ていないものの，女性の社会進出や不況による共働き家

庭の増加等により保育サービスに対するニーズは拡大し

ている．その対策として保育所の定員増が進められてき

たが，入所できない待機児童は依然として存在する．2012

年４月１日時点の全国の待機児童数は24,825人であり，

２年連続で減少しているが，待機児童のいる市区町村は

前年に比べて20増え，357市区町村であった1）．待機児童

は特に大都市に多く，首都圏・近畿圏の７都府県および

その他の政令指定都市・中核市で19,682人（全待機児童

の79.3％）にのぼる．また，保育時間や立地，対象年齢

等について需給のアンバランスから，保育所定員に空き

があっても待機児童が発生している自治体が少なからず

ある（前田 2003；若林 2006）． 

 大都市圏では郊外化にともなう住宅地域の外延的拡大

から都心部への通勤時間が長くなり，子育てと就労の両

立を阻む要因となっている（岡本 1995；谷 2002；宮澤

編著 2005；山田ほか 2008）．子育てと就労の両立には，

駅に比較的近い利便性の高い場所での長時間保育の提供

が望ましいとされている（宮澤 1998a）．しかし，設置基

準に則して所定の広さの施設を必要とする認可保育所を

駅の近くに設置することは，敷地確保の制約から容易で

はない．それに対して駅周辺には認可保育所に比べて設

置しやすい認可外保育施設が開設され，長時間保育が実

施されている（矢寺 2002）．ただし，認可外保育施設の

利用世帯には「認可保育所には入れないから」という消

極的な利用理由をもつ世帯も多く，料金や屋内空間の狭

さ，園庭がないことなど認可保育所との基準の違いに不

満を感じていることや，所得によって利用できる世帯が

限られてくることが問題として指摘されている(矢寺 

2002；杉原ほか 2007)． 

 これらの課題の解決策として実施されているものが送

迎保育である．送迎保育は，駅前等の利便性の高い場所

に送迎保育ステーションと呼ばれる施設を設置し，認可

保育所の保育時間外（開所前・閉所後）に児童を預かり

保育するとともに，認可保育所の保育時間にはそこでの

保育のために児童をバスで送迎する事業である（図１）．

また，近くの保育所に定員の空きがなくても，他の保育

所を利用できるため，送迎保育には待機児童解消への効

果も期待されている．この事業は，保育所の運営法人や

自治体の独自事業として実施されていたものが，2001年

に「仕事と子育ての両立支援策の方針について」が閣議

決定されたことを受けて送迎保育ステーション試行事業

が設けられ補助事業となった．さらに，2009年度には国

からの交付金により都道府県に設置された「安心子ども

基金」の取り組みの一環である広域的保育所利用事業と

して位置づけられた． 

 保育所利用をテーマとした地理学的研究をみると，認

可保育所の利用にかかわる時間的・空間的制約を分析し

た研究が多い（神谷ほか 1990；神谷 1993；宮澤 1998a，

b）．また，近年では多様化が進む保育所サービスについ

て，認可外保育施設に対する自治体独自の認証制度であ

る東京都の認証保育所（若林 2006）と横浜市の横浜保育

室（矢寺 2002），事業所内保育所（久木元 2006）に関

する研究が得られている．これらの研究では，認可外保

育施設は立地とサービス内容の点で，認可保育所ではカ

バーできないニーズに対して補完的に保育サービスを供

給していることが明らかにされてきた．しかし，送迎保

育を取り上げた研究は，管見の限り地理学およびその関

 

図１ 送迎保育の仕組み 
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連分野においてはみられない．送迎保育は，少子化によ

り今後も子どもの減少が予想されるため，認可保育所と

いう既存の保育資源を有効に活用できることからも期待

されている．送迎保育の現状を明らかにするとともに，

その利用による保護者の時間的・空間的制約の緩和，さ

らに子育てと就労の両立に対する効果を検証する必要が

あると考えられる． 

 そこで本研究では，埼玉県東南部の越谷市，草加市，

八潮市，吉川市の４市を対象地域に選定し（図２），各市

の送迎保育の特徴を明らかにすると同時に，子育てと就

労の両立に対する送迎保育利用の効果について分析する

ことを目的とする．埼玉県は全国的にみて送迎保育の導

入が早く，複数の自治体で実施されており，全保育所が

送迎保育の対象となっている自治体もあるなど，送迎保

育の実績がある地域とされる．その中でも，東京都内へ

通勤している保育ニーズが高いと考えられる世帯が多く

住むこと，2012年時点に埼玉県内で送迎保育を実施して

いた８市（熊谷市，北本市，久喜市，鶴ヶ島市，越谷市，

草加市，八潮市，吉川市）のうち上の４市が県東南部に

近接して位置していることから，当該４市を対象地域に

選定した． 

 本稿の章構成と研究方法は以下の通りである．Ⅱでは，

対象地域の概要と保育サービスの需給状況を説明する．

Ⅲでは，４市における送迎保育の事業内容について，各

市の保育担当部署ならびに送迎保育の実施主体に対する

聞き取り調査から明らかにする．次に送迎保育の利用に

よる効果を明らかにするために，Ⅳでは東京都内への通

勤を想定した場合の保育所への送迎と就労の両立に関す

る時間的・空間的制約のシミュレーション分析を行い，

Ⅴでは送迎保育ステーションならびに送迎中のバスにお

ける観察と職員への聞き取り調査の結果から送迎保育の

利用実態を把握する．Ⅵでは本研究で得られた知見を整

理した上で，それに基づいて送迎保育の今後の方向性に

ついて論じる． 

ⅡⅡⅡⅡ    対象地域対象地域対象地域対象地域のののの概要概要概要概要とととと保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス    

1．埼玉県における保育サービスの現状 

 埼玉県は少子化の傾向が強く現れている県である．た

とえば，2011年の合計特殊出生率は，全国値1.39に対し

て1.28と低かった．その背景には，核家族世帯が多く（埼

玉県の核家族世帯比率は62.2％，同全国値は56.4％）2），

子育て中の夫婦が親からの援助を受けにくい状況にあっ

たり，有業者の就業時間と通勤時間が長く，子育てと就

労の両立が難しいなど，子育てに厳しい環境がある．特

に埼玉県において有業者の平日の生活時間の中で通勤・

就業に費やす時間は，平均10時間59分と全国第２位の長

さである3）．これは，県の中央部から東南部にかけて東

京都心部に通勤する人が多く，通勤時間が長いことが要

因のひとつに考えられる． 

 少子化への対策として埼玉県では，国の「エンゼルプ

ラン」の推進にあわせて1995年に「彩の国エンゼルプラ

ン」を策定し，その後は「次世代育成支援対策推進法」

の制定を受けて2005年に決定した「埼玉県子育て応援行

動計画」に基づきさまざまな施策に取り組んできた．そ

の一環で認可保育所の定員も拡充され，県内の待機児童

数は年々減少している．ただし，2012年４月１日現在，

県の東南部に待機児童が依然存在しており，特に東京都

と近接する自治体に待機児童が多い（図３）．そこで，認

可保育所の定員を，保育所の利用可能性が高い６歳未満

の子どもがいる核家族１世帯当たりでみると，県の東南

部に定員が比較的少ない自治体が分布しており（図４），

待機児童の分布と対応関係が認められる．ただし，その

中でも東京都に近接する草加市等の自治体では，保育所

定員が過度に少ないわけではないものの待機児童が発生

している．原因としては，Ⅰで述べたように開所時間や

立地，対象年齢等についてサービス需給にアンバランス

が発生していることが考えられる． 

 保育所の利便性を大きく左右する開所時間に注目する

と，埼玉県で延長保育・夜間保育を実施する認可保育所

 

図２ 対象地域 

（草加市では送迎保育の対象保育所は特定されていないた

め，2012年12月時点で利用児童が在籍する保育所を示した） 
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は2004年の時点では565所だったが，2009年度末には730

所まで増加した4）．また，「彩の国エンゼルプラン」にお

いて延長保育拡充の方法のひとつとして送迎保育の実施

が述べられており，東京都内など県外に通勤する人たち

の利便性を高めるために，送迎保育ステーションの設置

による長時間保育の促進が早い時期から図られてきた．

その結果，既述のように埼玉県における送迎保育実施自

治体は８市と比較的多くなっている． 

 

2．対象地域の概要 

 本研究の対象地域である越谷市，草加市，八潮市，吉

川市の概要について述べる（図２参照，図３参照）． 

 越谷市は県東南部の中核都市であり，2012年12月１日

時点の人口は33.0万人，世帯数は13.8万世帯であった．

市内を東西にJR武蔵野線が，南北に東武スカイツリーラ

インが走っており，南越谷駅・新越谷駅において２線は

連絡している．市の人口は現在も増加しており，2008年

にJR武蔵野線の新駅として開業した越谷レイクタウン駅

の周辺開発から市東南部で人口増加が見込まれている．

市内には， 31の認可保育所が立地しており，保育時間は

全ての保育所で７時から19時である．待機児童数は2012

年４月時点で33人であった． 

 草加市は，北は越谷市，南は東京都と接しており，東

武スカイツリーラインが市内を南北に走っている．東武

線と地下鉄日比谷線の相互乗り入れの開始により東京都

心部への通勤の利便性が向上した1960年代から人口増加

が続き，2012年12月１日の人口は24.3万人，世帯数は

10.7万世帯であった．認可保育所は28カ所であり，保育

時間は７時から19時が16カ所と多く，さらに20時までの

保育所が７カ所あるのに対して，５カ所の保育所では７

時30分から18時30分と短い．待機児童数は2012年４月時

点で20人であった． 

 八潮市は草加市の東に位置しており，2012年12月１日

時点の人口は8.4万人，世帯数は3.5万世帯であった．2005

年８月につくばエクスプレスが開通し，市内初の鉄道駅

である八潮駅が開業した．これにより東京都心部へのア

クセスが大きく改善されたため，東京都内への通勤者が

転入し，人口が増加した．認可保育所数は10カ所であり，

保育時間は短い保育所で７時10分から18時，長いところ

で７時から20時と違いが大きい．子どもをもつ通勤者世

帯の増加にともない待機児童が増えており，2012年４月

時点の待機児童数は49人であった． 

 吉川市は，西は越谷市，東は江戸川を挟み千葉県野田

市と流山市に接している．1988年のUR都市機構による住

宅団地の開発以降に人口が増加し，2012年12月１日時点

の人口は6.8万人，世帯数は2.6万世帯であった．市内の

認可保育所数は８カ所であり，保育時間は７時から19時

が７カ所，７時から20時が１カ所である．2012年４月時

点では待機児童が存在しなかったが，2012年３月に市の

南部を走るJR武蔵野線に吉川美南駅が新設され，今後は

周辺の宅地開発により子育て世代の転入と保育需要の拡

大が進むと予想される． 

ⅢⅢⅢⅢ    対象地域対象地域対象地域対象地域におけるにおけるにおけるにおける送迎保育送迎保育送迎保育送迎保育    

 対象地域の送迎保育は，保護者が電車で東京都内に通

勤する世帯を利用者として想定している点，そのため通

勤上便利な駅の近くに送迎保育ステーションを設置して

いる点，市からの委託を受けた社会福祉法人が事業を運

営している点に関しては４市ともに共通している．他方

で送迎対象の認可保育所と児童の年齢，開所時間，利用

料金は市によって異なる（表１）．そこで，各市の送迎保

育の特徴と現状について記述する． 

 

1．越谷市の送迎保育 

 越谷市は，1997年に４市の中で最も早く送迎保育を開

始しており，現在は市の北部と南部に１カ所ずつ送迎保

育ステーションを設置し，おのおのが駅から離れている

 

図３ 埼玉県における待機児童数（市区町村別）    

（埼玉県市町村別待機児童数及びさいたま市各区の2012年４

月１日現在の待機児童数をもとに作成） 

 

 

図４ 埼玉県における６歳未満の子どもがいる核家族世帯当

たりの認可保育所定員（五分位階級区分） 

（2010年国勢調査をもとに作成） 



お茶の水地理(Annals of Ochanomizu Geographical Society), Vol. 52, 2013 

 28

私立の認可保育所５カ所を送迎の対象としている（図２

参照）．越谷市では，以前市内の認可保育所の開所時間が

延長保育をあわせても７時30分から18時30分までと短く，

子育てと就労の両立を図るためにはより長時間の保育が

必要とされたため，送迎保育を導入した．市南部の送迎

保育ステーションは，東武スカイツリーライン新越谷

駅・ＪＲ武蔵野線南越谷駅前に設置されており，1997年

に県のモデル事業に採択されたことを受けて事業が開始

された．現在の運営は，市内で認可保育所を運営する社

会福祉法人Ａが業務を受託して行っている．北部の送迎

保育ステーションは，東武スカイツリーライン北越谷駅

前に2001年に開設され，市内で認可保育所を運営する社

会福祉法人Ｂが市から事業を受託している． 

 対象児童は満１歳以上であり，平日は朝６時30分から

７時30分と夕方19時から21時に送迎保育ステーションで

児童を預かっている．土曜日は北部の送迎保育ステーシ

ョンのみ時間短縮の上で児童を預かっている．2012年12

月現在の利用児童数は北部の送迎保育ステーションが７

人，南部のそれが８人であった．近年は両ステーション

で利用児童数が減少している．調査時点に送迎保育の利

用児童が在籍していた保育所数も，北部の送迎保育ステ

ーションに関しては４カ所であったが，南部のそれに関

しては２カ所であった．現在までに開所時間の延長によ

って市内全ての認可保育所が７時から19時まで開所され

ており，送迎保育を利用しなくても直接保育所に送迎で

きる世帯が増えていることが推察され，特に東京に近い

市の南部でその効果が現れていると考えられる． 

 また，南部の送迎保育ステーションでの聞き取り調査

によると，送迎する保育所と児童が少ない方が送迎保育

は安心して運営できるという．それは，両者が増えると，

送迎保育ステーションと送迎先の保育所，また保護者と

の連携関係の構築が難しくなるからである．送迎保育ス

テーションでは，こうした関係者間の連携と情報伝達に

注意がはらわれており，月１回保護者に手紙を配布し，

朝食や排泄といった習慣ができているかなどの問い合わ

せをしたり，休所日の過ごし方について保護者に声掛け

をしている．また，週１回は在籍する保育所に保護者が

児童を直接送迎することになっており，保育所と保護者

との連携・情報伝達の機会が設けられている．これらの

取り組みは，送迎保育では保育時間が長くなること，移

動をともない保育の場所も複数になることから，児童に

与える負担や疲労の大きさが心配されるために行われて

いる． 

 

2．草加市の送迎保育 

 草加市では，2005年から市の委託を受けて社会福祉法

人Ｃが送迎保育を行っている．この法人は市内で幼稚園

を運営しており，2005年には保育所の運営を開始した．

その際に幼稚園の送迎バスを活用した送迎保育を市から

打診され，事業を受託した．草加市では認可保育所の均

等配置が進められてきたが，児童数には地域差が生じて

いるため待機児童が発生しており，その解消も送迎保育

導入の目的であった．送迎対象の保育所は特に指定され

ていないが，交通の条件により送迎できない保育所もあ

る5)．対象児童は２歳児クラス以上であり，平日の朝７

時から８時30分と夕方16時30分から19時に送迎保育ステ

ーションで児童を預かっている．2012年７月現在の利用

児童数は15人であり，市内５カ所の認可保育所に送迎が

行われていた（図２参照）．利用児童数は，ここ数年大き

な変化はみられない． 

表1 対象地域における送迎保育の概要 

南部 北部

1997年４月 2001年６月 2005年４月 2007年４月 2012年４月

東武スカイツリーライ
ン新越谷駅・ＪＲ武蔵
野線南越谷駅前

東武スカイツリーライ
ン北越谷駅前

東武スカイツリーライ
ン松原団地駅前，同草
加駅前，ひかり幼稚舎

つくばエクスプレス八
潮駅前

ＪＲ武蔵野線吉川駅前

社会福祉法人Ａ（市か
らの委託）

社会福祉法人Ｂ（市か
らの委託）

社会福祉法人Ｃ（市か
らの委託）

社会福祉法人Ｄ（市か
らの委託）

社会福祉法人Ｄ（市か
らの委託）

駅から離れた私立認可
保育所５カ所（２カ
所）

駅から離れた私立認可
保育所５カ所（４カ
所）

全保育所が対象だが，
交通条件により送迎困
難な保育所もある（５
カ所）

市が指定する３カ所の
保育所（３カ所）

市内の全８保育所（４
カ所）

満１歳以上 満１歳以上 ２歳児クラス以上 満１歳以上 満１歳以上

朝 ６：30～７：30 ６:30～７:30，土曜日
は６:30～７:15

７：00～８：30 ７：00～７：30 ７：00～７：30

夕 19：00～21：00 19:00～21:00，土曜日
は14:00～16:00

16：30～19：00 18：00～20：00 18：00～20：00

１日500円 １日500円，夕食は150
円

月額2,000円 １日400円 朝100円，夕300円(食
事込)，月額4,000円

対象児童

利用料金

保育時間

設置場所

運営主体

送迎対象の保
育所（調査時
点の送迎実施
保育所）

草加市 八潮市 吉川市

設置年

越谷市

 
（聞き取り調査の結果に基づき作成） 
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 草加市の送迎保育は，３カ所の送迎保育ステーション

をバスが巡回する途中に認可保育所へ児童を送迎する方

式を採用していることに特徴がある．送迎バスは市東部

の保育所に設置された送迎保育ステーションを出発し，

東武スカイツリーライン草加駅前と同松原団地駅付近の

送迎保育ステーションを巡回しながら各保育所への送迎

を行っており，一巡の所要時間は１時間半程度である．

このような送迎方法を採用していることから，運営法人

では児童への負担を常に考えて事業に当たっている．園

長の話では，送迎保育は保護者にとって便利なサービス

であるが，それにより児童が保護者と離れている時間を

増やしている点で葛藤もあるという． 

 

 3．八潮市の送迎保育 

 八潮市では，2007年につくばエクスプレス八潮駅前に

設置された認可保育所が開所と同時に送迎保育ステーシ

ョンとなり，市が指定する公立２カ所と私立１カ所の認

可保育所を対象に送迎保育が実施されている（図２参照）．

八潮駅前の認可保育所は公設民営の施設であり，送迎保

育もあわせて社会福祉法人Ｄに事業が委託されている．

送迎保育の対象児童は満１歳以上であり，平日の朝７時

から７時30分と夕方18時から20時に児童を預かっている．

2012年７月時点の利用児童数は70名である．他の３市と

比べて利用児童が多く，年々増加している．保護者から

は，送迎保育ステーションへの登園時間を朝８時頃まで

遅くすることや，送迎対象の保育所を増やすなどの要望

が出されており，送迎保育に対するニーズは高い．送迎

に使用しているバスは小型（17人乗り）のため２台によ

る２便体制で送迎が行われており，巡回の所要時間は朝

が約45分，夕方は約50分である． 

 

4．吉川市の送迎保育 

 吉川市の送迎保育は2012年に開始され，ＪＲ武蔵野線

吉川駅前の私立の認可保育所が送迎保育ステーションに

なっている（図２参照）．送迎保育は，八潮市でも事業を

行う社会福祉法人Ｄが吉川市でも委託を受けて運営して

いる．送迎の対象は市内の全認可保育所であり，このよ

うな事例は県内では初めて，全国的にも珍しいという．

送迎保育の導入目的は，保護者の利便性を高めることと，

入所希望の偏りを解消し，市内の全保育所において保育

の質を向上させることにあった．送迎保育の開始前には，

通勤に便利な駅に近い保育所の入所倍率が高く，駅から

離れた保育所は不人気であったが，送迎保育が開始され

てからは全ての保育所に入所希望を出す世帯が過半数を

超えている． 

 送迎保育の対象児童は満１歳以上であり，平日の朝７

時から７時30分と夕方18時から20時が児童を預かる時間

帯である．送迎保育ステーションから市内の全認可保育

所を巡回する場合の所要時間は１時間程度である．2012

年７月時点では，４カ所の認可保育所に送迎が行われて

おり，実際の所要時間は40分ほどであった．同時点の送

迎保育の利用児童数は26人であり，１日当たりの平均は

12人であった． 

 送迎保育に対して保護者からは，保育時間が延長され

時間的な余裕をもてること，駅に近く送迎が便利である

など，肯定的な意見が多くよせられているという．運営

法人Ｄによると，送迎保育の利用児童には他園の児童と

遊んだり，交流が広がるなどのメリットがみられるとい

う．その一方で，一人でのバス乗車や在籍する保育所と

送迎保育ステーションのあいだで保育士や友達が変わる

ことへの不安を感じたり，バスに乗ることを拒んだりす

る様子も児童にみられるという． 

ⅣⅣⅣⅣ    送迎保育送迎保育送迎保育送迎保育によるによるによるによる時間的時間的時間的時間的・・・・空間的制約空間的制約空間的制約空間的制約のののの緩和効果緩和効果緩和効果緩和効果にににに関関関関    

するするするするシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション分析分析分析分析    

 Ⅳでは，対象地域において東京都内への通勤者が多い

現状と送迎保育が電車通勤の世帯を主に対象としている

ことを踏まえ，東京都内へ通勤する場合の保育所送迎に

かかわる時間的・空間的制約を分析から明らかにする．

その結果から送迎保育の利用による効果を検討する． 

 これまで同様の分析には，Lenntorp（1976）のPESASP 

（ Programme Evaluating the Set of Alternative 

Sample Paths）を嚆矢とする時間地理学のシミュレーシ

ョン手法が用いられてきた（Lenntorp 1978；谷貝 

1989；瀬川・貞広 1996；武田 1998，1999；宮澤 1998a，

b）．この手法は適用にあたり操作性の低さが問題であっ

た．1990年代に入りGISの支援を受けることで操作に改善

はみられたが（Miller 1991；瀬川・貞広 1996；宮澤 

1998b），それでも研究において適用された事例は多くな

い．その原因として，操作性以外にも，分析対象となる

地域の交通や施設をはじめとする環境条件のモデル化に

要するコストの大きさが指摘される．しかし，近年の地

理情報サービスの発展は，地域の諸環境に関する地理情

報について入手から操作することまでを従来と比べて容

易にしている． 

 本研究では，そのようなサービスのひとつである

Google社が提供するGoogle Mapsの「ルート・乗換案内」

を簡便な手法として用いることで，朝と夕方における認

可保育所とその最寄り駅，さらに勤務先の最寄り駅との

あいだの所要時間ならびに到着時刻を測定し，対象地域
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における各保育所の送迎可能性について分析した．分析

における勤務先の最寄り駅には，送迎保育が東京都内へ

の通勤者の利用を想定していることから，その代表的な

駅として東京駅と新宿駅を設定した．また，認可保育所

と送迎保育ステーションでは保育士との情報交換の時間

として朝夕ともに10分間滞在することとした．勤務時間

は始業時刻が９時，夕方の終業時刻は17時から30分刻み

で四つのケースを設定し，その上で始業時刻の30分前と

終業時刻の30分後に勤務先の最寄り駅に到着することを

条件とした． 

 図５は，朝の送迎可能性に関する分析結果である．保

護者が東京駅または新宿駅に８時30分に到着する場合に，

送りが不可能となる認可保育所・送迎保育ステーション

に×印を付けて示した．また，参考として各保育所にお

ける出発を要する時刻の傾向を等時刻線で示した．送り

が不可能となる保育所は，東京駅を勤務先の最寄り駅と

した場合には越谷市で４カ所，草加市で４カ所，八潮市

で３カ所，吉川市で２カ所であり，同じく新宿駅とした

場合には，それぞれ10カ所，７カ所，４カ所，３カ所で

あった．その多くは駅から離れた立地にある保育所か，

駅に近い場合には開所時刻が遅い（７時30分）保育所で

ある．また，勤務先の最寄り駅によって分析結果に違い

が生じており，対象地域からの所要時間の違いが原因と

考えられる．特に４市の中では，東京都心部との距離が

大きい越谷市において結果の違いが顕著である． 

 送りが不可能な保育所のうち送迎保育の対象は，東京

駅を勤務先の最寄り駅とした場合には４カ所（越谷市２

カ所，吉川市２カ所），同新宿駅の場合には10カ所（越谷

市５カ所，草加市２カ所（児童が在籍する保育所），吉川

市３カ所）である．後者では草加市東部の送迎保育ステ

ーションは送りが不可能となるが，それ以外のステーシ

ョンには送りが可能である．ただし，既述のように草加

市では３カ所の送迎保育ステーションを巡回してバス送

迎が行われるため，駅前の２カ所に児童を預けることで

送迎保育を利用できる．ゆえに，送迎保育を利用するこ

とで，直接の送りは不可能とされた保育所にも児童を預

けることが可能である．それは，対象地域の北部に位置

する越谷市と吉川市で効果が大きいと考えられる．一方，

八潮市では現在の送迎保育の対象保育所と分析結果から

直接送りが不可能とされる保育所は全て一致しない． 

 次に夕方の迎えの可能性についてみてみる．図６に東

京駅または新宿駅を17時30分と18時に出発する場合の分

析結果を示した．分析の条件において終業時刻の30分後

に勤務先の最寄り駅を出発するとしたため，おのおの17

時と17時30分までの勤務が想定されている．この図でも

夕方の送りが不可能とされる認可保育所・送迎保育ステ

ーションに×印を付け，さらに参考として各保育所への

到着時刻の傾向を等時刻線で示した． 

 図６のａとｂから17時30分に駅を出発する場合の結果

をみる．迎えが不可能な保育所は，東京駅を出発する場

合，越谷市で７カ所，草加市で３カ所，八潮市で５カ所，

吉川市で２カ所であり，同新宿駅の場合には，それぞれ

 

            a) 東京駅８時30分着                     b) 新宿駅８時30分着 

図５ 東京都心方面に通勤する場合の朝の送迎可能性 
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11カ所，７カ所，５カ所，３カ所であった．該当する保

育所は駅から離れた立地にあり，さらに東京都心部から

の距離が大きい対象地域北部に多くみられる．他方，東

京都心部に比較的近い対象地域の南部において駅に近接

した保育所にも迎えが不可能な保育所がある．それらは

公立の閉所時刻が早い保育所（18時や18時30分）である． 

 この設定において夕方の迎えが不可能とされる保育所

のうち送迎保育の対象は，東京駅を出発する場合には６

カ所（越谷市４カ所，吉川市２カ所），同新宿駅の場合に

は９カ所（越谷市５カ所，草加市１カ所（児童が在籍す

る保育所），吉川市３カ所）である．送迎保育ステーショ

ンへの迎えは全てにおいて可能と判断されるため，直接

の迎えは不可能ではあるが，送迎保育の利用によりそれ

らの保育所に児童を預けることは可能である．ただし，

                

 

a) 東京駅17時30分発                  b) 新宿駅17時30分発 

 

c) 東京駅18時00分発                 d) 新宿駅18時00分発 

図６ 東京都心方面に通勤する場合の夕方の送迎可能性 
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八潮市では朝の送りと同様に送迎保育の対象と直接の迎

えが不可能とされる保育所が一致しない結果である． 

 さらに，図６のｃとｄから終業時刻を30分遅くして最

寄り駅を18時に出発する場合の分析結果をみると，対象

地域のほとんどの保育所で直接の迎えが不可能となるこ

とがわかる．迎えが可能とされる保育所は，出発駅が東

京駅の場合，草加駅周辺では19時まで，それ以外の場合

では19時30分以降まで長時間開所している保育所である．

以降，駅の出発時刻を18時30分，19時に遅らせると，東

京駅出発の場合に迎えが可能な保育所はおのおのの時刻

で８カ所と２カ所，同新宿駅の場合には９カ所と１カ所

まで減少した． 

 最寄り駅を18時に出発する場合，送迎保育ステーショ

ンへの迎えは，東京駅出発時には草加市の東部ならびに

松原団地駅付近のステーションを除くと可能と判断され

る．ゆえに，越谷市で10カ所，八潮市で３カ所，吉川市

で７カ所の直接迎えはできないが送迎保育の対象となっ

ている保育所に児童を預けることができる．また，既述

のように草加市では３カ所の送迎保育ステーションを送

迎バスが巡回するため，草加駅前の送迎保育ステーショ

ンに児童を預けられれば，直接迎えができない保育所で

も送迎保育を利用して児童を預けられる可能性がある．

ただし，新宿駅を出発する場合には，草加市内の全送迎

保育ステーションについて迎えが不可能となるため，送

迎保育は利用できない．さらに駅の出発時刻を18時30分，

19時まで遅らせた場合，越谷市と八潮市では両駅・両時

刻ともに送迎保育ステーションへの迎えが可能であった

のに対して，草加市では両駅・両時刻ともに，吉川市で

は両駅を19時に出発する場合に迎えが不可能という結果

であった． 

 以上の分析結果から，東京都心部で９時から17時まで

働き，勤務先の最寄り駅として東京駅または新宿駅に８

時30分に到着，17時30分に出発できれば，対象地域北部

で駅から離れている保育所や一部の閉所時刻が早い保育

所を除いて，対象地域では認可保育所への直接の送迎が

可能である．このことは，既述のように対象地域におい

て近年延長保育を実施する保育所が増えてきたことの効

果と考えられる．しかし，夕方の出発時刻が18時以降と

なる場合，対象地域では大半の保育所で直接の送迎が不

可能になる．その場合，送迎保育を利用することでその

対象保育所に児童を預けることは可能である．ゆえに，

送迎保育の利用は，残業等で終業時刻が17時30分以降に

なる人にとって有効と評価される．また，９時から17時

まで勤務する人でも，対象地域北部において駅から離れ

た地区に居住する人には利用の効果があると考えられる．

ただし，その効果にも東京都心部との距離と自治体ごと

に定められている送迎保育ステーションの開所時間との

関係から限界があり，分析上最も遅い設定である19時出

発の場合にも送迎保育の利用が可能な自治体は越谷市と

八潮市に限られた． 

ⅤⅤⅤⅤ    送迎保育送迎保育送迎保育送迎保育のののの利用実態利用実態利用実態利用実態－－－－越谷市北部越谷市北部越谷市北部越谷市北部のののの送迎保育送迎保育送迎保育送迎保育ステーステーステーステー

ションションションションのののの観察観察観察観察からからからから－－－－    

 Ⅳの分析から保育所への送迎と就労の両立に対する送

迎保育利用の効果が明らかになった．ただし，この分析

結果はシミュレーションに基づいたものである．また，

分析結果と送迎保育の利用児童が実際に在籍する保育所

は部分的ではあるが一致していない．そこで，調査協力

を得ることができた越谷市北部の送迎保育ステーション

表２ 越谷市北部の送迎保育ステーションにおける送迎保育    

a) 2012年12月６日（木）の朝 

時刻 保育・送迎

6:30 保育開始

　8:10頃 利用児童が登園

8:15 片付け，トイレを済ますように声掛け

8:25 本の読み聞かせ

バス乗車中の約束を確認（荷物は児童が持てる
量のみバスで運び，大きな荷物がある場合には
保護者が直接在籍する保育所に持参）

各自でバスに乗る準備

8:30 送迎バスに乗車（保育士は２人乗車）
送迎保育ステーションを出発

8:40 Ｗ保育所で児童１人下車（保育所の保育士が門
まで迎えに出てきており，児童の様子など連絡
事項を口頭で伝えて引き渡す）

8:48 Ｚ保育所で児童１人下車（Ｗ保育所と同様に保
育士が外まで迎えに出てきている）

9:05 送迎保育ステーションに到着  

b) 2012年12月10日（月）の夕方 

時刻 保育・送迎

17:30 送迎保育ステーション出発（保育士は２人乗
車）

17:40 Ｗ保育所で児童２人乗車（バス内ではその日の
出来事や家族の話をしている）

17:50 Ｘ保育所で児童１人乗車（保育士は児童の話を
聞きながら，眠気や疲れなど大人しい様子の児
童に体調を崩していないか声を掛けたり，在籍
する保育所からの連絡ノートに目を通したりし
ている．在籍する保育所が違う児童に対して年
長の児童が話しかける様子がみられる）

17:55 Ｙ保育所で児童１人乗車

18:12 Ｚ保育所で児童２人乗車

18:26 送迎保育ステーション到着

18:30 保護者の迎え（１人目）

ビデオを視聴

19:10 保護者の迎え（２・３人目：児童が帰り支度を
しているあいだに保護者と保育士が情報交換を
行う）
自由遊び

19:15 保護者の迎え（４人目）

19:20 保護者の迎え（５人目）

19:25 保護者の迎え（６人目）

19:30 終了  

（観察をもとに作成） 
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において2012年12月６日（木）の朝と同10日（月）の夕

方に実施した，送迎保育ステーションにおける保育とバ

スによる送迎の観察ならびに職員への聞き取り調査の結

果から，送迎保育を利用する児童と保護者の実態につい

て明らかにする6)． 

 この送迎保育ステーションでは，既述のように平日は

朝６時30分から７時30分，夕方19時から21時に児童を預

かり保育を行っている（表１参照）．両時間帯のあいだは，

児童を越谷市北部の認可保育所５カ所にバスで送迎し，

各保育所で保育を受けさせている．送迎には中型のバス

（定員39名）を使用しており，運転は専門の運行会社に

委託している（写真１）．表２に，観察を行った12月６日

朝と10日夕方の保育内容ならびに送迎の行程を示した． 

 12月６日に送迎保育を利用した児童は２人であった．

当日は８時10分頃に保護者に連れられて児童は登園し，

８時30分に送迎保育ステーションを出発するまで保育

を受けたり，バスに乗車するための準備をした．この日

の送迎は，２人の児童がおのおの在籍するＷ保育所とＺ

保育所を巡回し，所要時間はおよそ30分であった．児童

数が少なかったため，実際に乗車していた時間も長い児

童で20分弱であり，移動のあいだ児童同士や保育士と会

話をしたり，外の景色を眺めたりし，負担には感じてい

ないようにみられた．児童を引き渡す時には，必ず在籍

する保育所の保育士が登園口まで出てきて，送迎保育ス

テーションでの児童の様子などの連絡・確認を口頭で行

っていた．その他に伝達ノートによる情報交換がされて

いた． 

 夕方の保育と送迎を観察した12月10日は，６人の児童

が送迎保育を利用していた．この日は，17時30分にバス

が送迎保育ステーションを出発し，４保育所を巡回して

児童を乗車させ，18時26分にステーションに戻った．６

日の朝に比べて巡回する保育所が多く，夕方の方が道路

が混雑するため，約１時間の所要時間であった．児童の

実乗車時間は最も長い児童で50分弱であったが，在籍す

る保育所に関係なく児童同士で話したり遊んだりしてお

り，移動を長いと感じている様子はみられなかった．た

だし，日によっては乗車中に児童がトイレに行きたくな

り，途中でバスを止めて対応することがあったり，疲れ

て眠ってしまう児童もいるという．到着後は保育となっ

たが，１人の児童は到着後まもなく保護者が迎えにきた．

残り５人の迎えは19時から19時30分のあいだであった．

この日の迎えは19時30分までに完了しており比較的早か

ったが，通常は19時30分から20時頃までに迎えにくるこ

とが多いという． 

 Ⅳの分析結果に基づけば，越谷市北部は保育所への送

迎と就労の両立に対する送迎保育の利用効果が高い地域

と考えられる．実際に上記の観察結果においても保護者

が迎えにくる時刻は19時以降と遅く，それによって保護

者が直接送迎できない保育所に児童を預けることが可能

となっていた．そこで，現在この送迎保育ステーション

に児童を預けている保護者の就業状況について運営法人

に聞いたところ，勤務先は東京都の23区内では足立区や

港区，渋谷区など，埼玉県内から東京都の市部にかけて

は新座市や熊谷市，昭島市という．また，利用世帯の保

護者には，勤務時間が一般的な企業の９時から17時まで

とは異なる，保育士や幼稚園教諭，小売店などに勤務し

ている人も含まれており，朝と夕方の片方のみを利用す

る世帯も多いという．勤務時間の不規則な職業で働く人

も送迎保育の有効性を享受していると考えられる． 

 送迎保育の上のような有効性は，その反面で児童に長

時間の保育を強いることになる．送迎保育を朝と夕方の

両方に利用すると，児童は12時間近くを保護者と離れて

生活する．長時間の保育は児童に負担を与えないのであ

ろうか．観察において児童は体調を崩すことなく送迎保

育を利用できているように見受けられた．しかし，送迎

保育ステーションの職員への聞き取りによると，保育時

間が長いことのストレスからか児童が爪を噛んだり裾を

噛んだりする場合もあるという．また，夕方の送迎保育

を利用した場合，帰宅してからの夕食の時間が遅くなる

ことで就寝時間が後ろにずれ込み，睡眠時間が短くなる

児童もいるという．送迎保育の利用が児童に与える負担

は全くないとはいえないであろう． 

ⅥⅥⅥⅥ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 本研究では，ニーズの高い長時間保育を拡充するため

のひとつの方法とされている送迎保育について，埼玉県

東南部の実施４市を対象地域にその利用効果を明らかに

した．具体的には，対象地域において送迎保育を利用す

 

写真１ 越谷市北部の送迎保育ステーションで使用している

送迎バス 

（2012年12月著者撮影） 
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る児童の保護者として想定されている東京都内への通勤

者が認可保育所に児童を送迎する際の時間的・空間的制

約に関してシミュレーション手法を用いて分析した．そ

の結果，以下の知見が得られた． 

 対象地域では認可保育所の保育時間の拡大により，東

京都心部への通勤者でも９時から17時の勤務であれば多

くの保育所へ児童を直接送迎することが可能であり，送

迎保育の必要性は低いと考えられた．一方，終業時刻が

17時30分以降の場合，対象地域では大半の保育所が送迎

不可能である．しかし，送迎保育の対象保育所であれば，

その利用により直接の送迎が不可能でも児童を預けるこ

とが可能であった．ゆえに，対象地域における送迎保育

の利用は，残業や不規則な勤務時間等で保護者の終業時

刻が17時30分以降となる世帯にとって有効と評価される．

さらに，17時まで勤務する場合でも，対象地域の北部に

おいて駅から離れた地区に居住する世帯には利用の効果

があると考えられた．以上の結果はシミュレーション分

析に基づくものであるが，越谷市北部の送迎保育ステー

ションでの観察において保護者が認可保育所閉所後の遅

い時刻に送迎保育ステーションに児童を迎えにきていた

ことからも裏付けられた．それらの世帯では，送迎保育

を利用しなければ，勤務時間を変えるか，就労との両立

を諦めなければならなかったかもしれない． 

 他方，子どもの視点から評価した場合，送迎保育は効

果ばかりではないと考えられた．送迎保育ステーション

での観察においては，児童に対する保育士の目も行き届

いており，児童の様子にも特に問題は見受けられなかっ

た．また，駅の近くに開設された認可外保育施設に対す

る利用者の不満として施設の狭さや園庭がないことがあ

げられるが，送迎保育ではバスや施設のスペースにも余

裕があり，認可保育所の保育時間外に比較的短い時間で

利用するには問題が少ないと考えられる．しかし，保育

を受ける時間が長くなることは保護者と過ごす時間が短

くなることであり，児童にとっては負担となる．送迎保

育ステーションの職員によれば，送迎保育の利用にとも

ない帰宅後の夕食や就寝の時間が遅くなるため児童の睡

眠時間が短くなるなど，生活が不規則になることが懸念

されるという．また，バスでの移動や保育の場所が複数

になることに不安を感じたり拒否する児童もみられると

いう． 

 以上のことから送迎保育の評価には，保護者が享受す

る効果と児童が受ける負担の両面に注目する必要がある

といえる．その点，従来から保育所の利用ならびにその

整備に関しては保護者の利便性が優先される傾向にあっ

た．送迎保育も同様の方向性をもって導入されており，

児童の負担の軽減や保護者の子育てに対する意識向上は

主に現場の保育職員の働き掛けによる． 

 しかし，2009年4月に施行された「新保育所保育指針」

では，保育所の保育において児童の利益や権利がより一

層重視されるようになった．ゆえに，保育環境の整備に

おいては子育てと就労のバランスを考えることが重要と

される．本研究の対象地域において八潮市と吉川市では

送迎保育の利用児童が増加していた．送迎保育のニーズ

拡大は，地域の子育て世帯において育児よりも就労の比

重が高くなることを示唆する．または，送迎保育が認可

保育所の利用を支援し，そのサービスを補完する事業で

あることを踏まえると，認可保育所のサービスが利用者

ニーズにあっていないことを示す． 

 以上のことから考えるに，送迎保育は必ずしも利用児

童の多さを評価すべき性格のサービスとはいえないので

あり，利便性ではなく，あくまでも必要性のある世帯が

利用するサービスとして提供されるべきである．また，

送迎保育の拡充は，児童の利益と権利ならびに家族のワ

ーク・ライフ・バランスの観点からは，必ずしも望まれ

るものではない．むしろ，今後の保育環境整備において

それらを保障し，児童と保護者の双方に望ましいかたち

で子育てと就労の両立を図るには，認可保育所の役割の

見直しや，企業や社会全体のより一層の理解と協力こそ

が不可欠と考えられる． 

 

本研究の実施に当たり，対象地域４市の保育課ならびに送迎

保育を運営する社会福祉法人の皆様からご協力をいただいた．

末筆ながら皆様に厚く御礼申し上げます．本論文は，第１著者

の木内が2012年度にお茶の水女子大学文教育学部人文科学科地

理学コースに提出した卒業論文を再構成したものである． 

注注注注    

1）厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ(平成24年4月1日)」

による． 

2）2010年国勢調査による． 

3）2011年社会生活基本調査による． 

4）2010年埼玉県子育て応援行動計画「コバトンプラン」後期計

画の進捗状況による． 

5）具体的には，バスで巡回しての送迎が時間的に長くなってし

まう国道４号線以西の地域や，バスの進入が難しい狭い道路

に面した保育所には送迎ができない． 

6）本研究では，全ての送迎保育ステーションにおいて個人情報

保護の観点から送迎保育の利用児童と保護者に対して直接詳

細な調査を行う許可が得られなかった．そこで，Ⅳのシミュ

レーション分析とともに，観察について許可が得られた特定
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の送迎保育ステーションにおける調査結果から送迎保育利用

の実態にアプローチすることにした． 
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