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「なぜ今、制度の改正が必要なのか？」と思っている方も多いのではない 

でしょうか。経済学者・駒村先生に、改めて新制度の意義について、 

解説していただきます。 

 

 

 

 

 
 

「少子化が社会にもたらした影響」 

これまで 2 回にわたって子ども・子育て支援新

制度（新制度）について、成立の過程やその意義に

ついて、議論してきた。すでに述べたように、新

制度の成立は歓迎すべきであるが、日本全体から

見るとやや遅すぎた感もある。特に、人口の多い

団塊ジュニア世代の出生率の向上に十分に貢献で

きなかったことは極めて深刻である。 

今回は、少子化対策が９０年代に取られなかっ

たことの弊害を見ながら、少子化対策として多様

な政策が必要なことを見ていきたい。 

 

１．1970年以降の世代の出生率の低迷 

 政府は、「新三本の矢」として、合計特殊出生率

１．８を目指し、少子化対策を推進するとしてい

るが、１．８という数字は現実にはほど遠い。 

さらに政府自身が、派遣法改正といったように

少子化対策と矛盾した労働政策をとっている。出

生率の低下の背景には様々な要因があるが、その

大きなものとして非正規労働者の増加がある。非

正規労働者の未婚率が高いことはすでに周知の事

実である。 

厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態

調査」によると、パートや派遣労働といった正規労

働者以外の労働者の割合（事業所調査）は 2015 年

10 月時点で 40.0％に到達した。日本労働研究研修

機構の調査「壮年非正規雇用労働者の仕事と生活に

関する研究報告―就職氷河期から「20 年後」の政

策課題―」2015年 10月 13日）は、より細かい分 

析が行われている。この調査によると、有効求人倍 

 

 

 

 

 

 

率が１を下回った 1993年から 2005年までのいわゆ

る「就職氷河期」に社会に出た現在 35～44 歳の人

のうち、男性または無配偶女性の非正規雇用労働者

数は、2014 年時点で 149 万人に登り、そして非正

規で働く理由を、「正規で働ける会社がないため」

で「不本意」と答えた割合が非常に高いことが確認

されている。また正規労働者と非正規労働者の賃金

には、大きな開きがあり、男性の非正規労働者の未

婚率が高い。この就職氷河期世代は、そのまま団塊

ジュニア世代に重なる。 

特に現在 40 歳前半になっている団塊ジュニア世

代のコーホート合計出生率（図１）1は極めて低く、

人口の多いこの世代の出生率が低いことが日本の

少子化の大きな原因になったことを裏付ける。 

 

図１ コーホート合計出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省ホームページより作成 

２．人口減少に突入した日本社会 

                         
1コーホート合計出生率とは、ある世代の出生状況に着

目したもので、同一年生まれ（コーホート）の女性の各

年齢（15～49 歳）の出生率を過去から積み上げたもの。

「その世代の出生率」である。厚生労働省「平成１６年

人口動態統計月報年計（概数）の概況」より。 
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2016 年２月に国勢調査の速報値が発表され、

2015 年の日本の人口は１億２７１１万人で５年前

の調査から９４万７０００人減少し、調査を始め

た 1920年以降で初めて減少に転じた。すでに 2010

年の国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研

究所の推計によると、総人口の減少は今後加速し

て、毎年約５０万人、そして約１００万人の人口

が減少していくと予測されている。 

もちろん日本社会が人口減少に突入することは、

これまでも予測されていたことであるが、これを出

生数に着目して少し詳しく見てみよう。 

図２のように、団塊ジュニア世代が生まれていた

ころの 1975年の政府の人口推計では、2015年も総

人口は増え続けることになっていた。1975 年の人

口推計で、人口が増え続けるとされていた原因は、

合計特殊出生率を２．１と設定していたからである。

しかし、この前提は全く甘く、出生率は２．１から

徐々に下方に乖離していく。1975 年の推計では

2015 年の出生数は約２００万人であるが、実際に

は約１００万人程度である。つまり、政府の人口推

計は社会の変化を十分に予測しきれず、人口推計は

改定されるたびに下方修正されていくことになっ

た。 

 １年あたりの出生数に着目して、予想と現実の動

きを見たものが図３である。予想出生数は、推計が

改定されるたび下方修正していったことが見て取

れる。1975年予測と 90年代の現実との乖離幅は年

間 50 万人となり、予測と現実の「ずれ」が加速し

ていくことが見て取れる。２．１を大きく下回る出

生率が継続したことにより、「ずれ」が加速度的に

広がっていくことになったからだ。出生率の低下に

もかかわらず、出生数の回復を想定していた人口推

計も、ついて 97 年の推計からは継続的な出生数の

減少を予測するようになったが、現実の動きのほう

が早く、依然として楽観的な推計となっていた。こ

の出生数の低下には、１．で述べた非正規労働問題

も大きな影響を与えている。 

 

このように推計と現実を比較するとことによっ

て、９０年代に有効な対策が取られなかったことの

結果が見えることになる。他方、欧州各国は９０年

代に本格的な対応をとっている。 

 これからの出生率の回復は、子ども・子育て支援

新制度だけでは難しい。新制度は魔法の杖ではない。

非正規労働者が家族を持てるような政策、家族向け

給付の充実や仕事と子育ての両立、正規・非正規の

賃金形態の是非、先進国でも最も質量的に劣ってい

る奨学金制度の見直しなど、多くの政策を組み合わ

せて、はじめて効果が出るのである。 

 

図２ 総人口の推計と現実（単位 千人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 出生数の予測と現実（単位：千人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口問題研究所、国立社会保障・人口問題研

究所「将来日本の人口推計」各年より作成。 

 

 

 

 

 

 

●第７回 通常総会 

 ・日時 ６月３日（金）10:00～11:30 

 ・場所 全社協・灘尾ホール 

 

●平成 28 年度 第１回 

トップセミナー2016 
 ・日時 ６月３日（金）13:00～17:00 

     ６月４日（土） 9:30～12:30 

 ・場所 全社協・灘尾ホール 

※多くの方のご参加をお待ちしております！ 
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１． 

 前回、指針が告示化されるに当たって形式を変えたと

きに、告示化前の指針で詳しく書かれていた０，１，２

歳児の保育のねらいや内容が減って、配慮事項の一項に

簡略化されたことを指摘しました。また告示化前にはそ

れぞれの時期の発達の特徴が年齢ごとの保育の章に書か

れていましたが、それを告示化後は２章に集め、まとめ

て書きました。 

 幼保連携型認定こども園の教育・保育要領を読むとき

に、大事なことの一つはこの０歳児保育と１，２歳児保

育いわゆる未満児保育のところが詳しく書かれていない

ことを念頭に置いておくことでしょう。 

 それを欠くと、受け止めようによっては 

①０歳、１歳児などの保育も、要領の２章、指針の３章 

でかかれている５領域のねらいと内容をあてはめれば 

いいということで済ます 

②０－２歳児の保育には特に配慮して行うことはそれほ 

どないと思って、３歳以降の保育をいわば少人数化し 

レベルを下げてすればいいと適当に保育する 

この二つのいずれかになりがち、という問題が出てきま

す。 

 具体的に見てみましょう。 

「第２ 保育の実施上の配慮事項」はこうなっています。 

「１ 乳児期の園児の保育に関する配慮事項 

(1)疾病への抵抗力が弱く，心身の機能の未熟さに伴う疾

病の発生が多いことから，園児一人一人の発育及び発達

の状態や健康状態についての適切な判断に基づく保健的

な対応を行うこと。 

(2)園児一人一人の生育歴の違いに留意しつつ，欲求を適

切に満たし，特定の保育教諭等が応答的にかかわるよう

に努めること。 

(3)乳児期の園児の保育に関する職員間の連携や学校医

との連携を図り，第１章の第３の５に示す園児の健康及

び安全に関する配慮事項を踏まえ，適切に対応すること。

栄養教諭や栄養士等，養護教諭や看護師等が配置されて

いる場合はその専門性を生かした対応を図ること。 

(4)保護者との信頼関係を築きながら保育を進めるとと

もに，保護者からの相談に応じ，保護者への支援に努め

ていくこと。 

(5)担当の保育教諭等が替わる場合には，園児のそれまで

の経験や発達の過程に留意し，職員間で協力して対応す

ること。 

２ 満１歳以上満 3 歳未満の園児の保育に関する配慮事項  

(1)特に感染症にかかりやすい時期であるため，体の状態， 

機嫌，食欲などの日常の状態の観察を十分に行うとと 

もに，適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと。 

(2)食事，排，睡眠，衣類の着脱，身の回りを清潔にする 

ことなど，生活に必要な基本的な習慣については，園 

児一人一人の状態に応じ，落ち着いた雰囲気の中で行 

うようにし，園児が自分で泄せつしようとする気持ち 

を尊重すること。 

(3)探索活動が十分できるように，事故防止に努めながら 

活動しやすい環境を整え，全身を使う遊びなど様々な 

遊びを取り入れること。 

(4)園児の自我の育ちを見守り，その気持ちを受け止める 

とともに，保育教諭等が仲立ちとなって，友達の気持 

ちや友達とのかかわり方を丁寧に伝えていくこと。 

(5)情緒の安定を図りながら，園児の自発的な活動を促し 

ていくこと。 

(6)担当の保育教諭等が替わる場合には，園児のそれまで 

の経験や発達の過程に留意し，職員間で協力して対応 

すること。」 

以上ですが、これは実は現保育指針の「第三章保育の

内容」の後半で書かれている「２ 保育の実施上の配慮

事項」の２項、３項をほぼそのままコピーしたものにな

っています。このそれぞれはもちろん大事なことなので

すが、乳児や未満児の保育実践上は実際にとても大事な

ことがあまり書かれていません。 

例えば、乳児期から１歳にかけて言葉が生まれてきま

すがそれをどう支えるのか、家庭では母親や父親等とい

わゆるアタッチメント形成が大事なのですが、こども園

の乳児期から１，２歳児にかけて子どもたちにこのアタ

ッチメント形成をどう保障するのか、乳児期から１，２

歳の保育室の環境づくりで大事なことは何か、保育室の

『「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」をひも解く！』 

＜第３回＞ 汐見
し お み

 稔
とし

幸
ゆき

 氏（白梅学園大学学長） 
認定こども園の「保育の質の向上」のためには、「教育・保育要領」をどう読み 

込み、職員間でどう共有するかと考えている園長先生が多いと思います。 

そこで、汐見先生に３回の連載をお願いして、解説をしてもらいます！ 

最終回 
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照明や色、音環境はどうすればいいのか、多人数のクラ

スの場合どうした工夫が必要か、乳児は担当制にするの

か輪番制にするのかその違いやメリット・デメリットは

何か、探索活動はなぜ大事なのか、それをどう保障すれ

ばよいのか、この時期に必要な遊具は何か等々のことが、

ほとんど書かれていないのです。 

現保育指針に乳児保育、３歳未満児保育の内容があま

り丁寧に書かれていないという課題があるといいました

が、こども園の教育・保育要領はこの問題をそのまま引

き継いだ形になっています。 

 そのことをよく知って乳児、未満児の保育を組み立て

ていってほしいのですが、さしあたり保育指針の解説書

をしっかり読んでほしいということだけは強調しておき

たいと思います。こちらにはもう少していねいに書かれ

ていますが、あわせて乳児保育の大事さや内容・方法に

ついて書かれた本を必ず読むようにしてほしいですね。

こども園があらたに挑むのはこの乳児保育、未満児保育

であり、その内容、方法は、３歳以上児の保育をレベル

を下げてやるということではないからです。乳児期、未

満時期の保育指針については、それだけで１冊の本が必

要なくらいなのです。 

２． 

 今、保育指針に書かれていた配慮事項が、そのまま教

育・保育要領の２章の配慮事項としてほぼコピーされて

いるといいました。 

 同じように、教育・保育要領は、形式としては幼稚園

教育要領を踏襲して３章構成にし、中に、保育所保育指

針の２章と７章はほぼ省いた残りの章の内容をはめ込ん

だ形になっています。 

 ただし、３章構成の中に指針の５章分をはめ込み、か

つこども園独自の課題も適宜書き込んでいますので、各

章が、教育・保育要領の各章よりも詳しくなっていて大

事です。特に第１章は、幼稚園教育要領の第１章に比し

て詳しくなっています。その中身について簡単に説明し

ておきます。 

 こども園の教育・保育要領の第一章も「第１章 総則」

ですが、その中に 

第１幼保連携型認定こども園における教育及び保育の 

基本及び目標  

第２教育及び保育の内容に関する全体的な計画の作成 

第３幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 

という３節が書かれています。 

 この各節についてみていくと、第一の「幼保連携型認

定こども園における教育及び保育の基本及び目標」の中

には「１ 教育及び保育の基本」と「２ 教育及び保育の

目標」という二つの柱が立てられています。ここに実際

に書かれていることは、幼稚園教育要領の第一章の内容

と保育指針の第一章の内容で、それらが重ねられて書き

込まれています。そこにこども園の目標が付け加えられ

ているという構造です。 

 第二節は「教育及び保育の内容に関する全体的な計画

の作成」ですが、ここは幼稚園教育要領の第一章（総則）

の第二項「第２ 教育課程の編成」とほぼ同じ内容が、主

語を「こども園」と変えて書かれていると見てよいでし

ょう。保育指針の「第四章 保育の計画及び評価」でか

かれている内容はここでは扱われず、他のところに少し

だけ分散して書かれています。なお、幼稚園では「教育

課程」、保育所では「保育課程」と呼ばれていた各園の基

本的な計画文書を、教育・保育要領では「全体的な計画」

と呼んでいます。この全体的な計画をどうつくり、つく

り変えるかということが現場では大事になります。 

 幼保連携型認定こども園としてよく読んでおくべきな

のは、第三の「幼保連携型認定こども園として特に配慮

すべき事項」でしょう。実はここはかなり詳しく書かれ

ていて、幼稚園教育要領、保育所保育指針には書かれて

いないことも書かれています。 

 例えばその３番目の第（２）項には 

「(2) 在園時間が異なる多様な園児がいることを踏まえ，

園児の生活が安定するよう，家庭や地域，幼保連携型認

定こども園における生活の連続性を確保するとともに，

一日の生活のリズムを整えるよう工夫をすること。特に

満３歳未満の園児については睡眠時間等の個人差に配慮

するとともに，満３歳以上の園児については集中して遊

ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和

等の工夫をすること。」（下線筆者） 

と書かれています。でも実際にはこれが難しいのです。

未満児は、睡眠時間がそれぞれ異なると書かれているの

ですが、これをどう保育に反映させるか、例えば寝始め

はいっしょで起きるときがバラバラでいいとするか、寝

始めもフランスの最近の保育所のようにそれぞれの子が

決めてよいとするか、いくつか選択肢があり得ます。そ

れによって生活のリズムが各人異なってくるわけですが、

その場合に、園全体の生活リズムとそれらをどう統合し

ていくかということが大事な課題になります。３歳以上

児の場合、午睡のあと、いわば放課後になるわけですが、

その時間帯を家庭的な時間とするのか、午前の「教育」

のパタンによって午睡後の「保育」のパタンを変えて適

切に組み合わせを考えるか等が課題になります。 

 こうしたことがたくさん書かれていますので、ここは

是非ていねいに読んでいただきたいところです。特に４

項は、この教育・保育要領のために書き加えられたとこ

ろですので、そこに書かれている７つの細目をしっかり
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読んで理解したいものです。この４項の（２）つめには

「(2)園児一人一人が安定感を持って過ごし，自分の気持

ちを安心して表すことができるようにするとともに，周

囲から主体として受け止められ主体として育ち，自分を

肯定する気持ちが育まれていくようにし，心身の疲れが

癒やされるようにするため，次の事項に留意するものと

する。」（下線筆者）と書かれています。この「主体とし

て受け止められ主体として育ち」という文言は、鯨岡峻

さんが一貫して主張されていたことで、「主体」という言

葉はそれを意識して使われたのだと思います。主体とは、

私流にいえば、自分にかかわることは可能な限り自分に

根拠を置いて判断し選ぶということを可能にする内的世

界を有していることで、「自分は自分の主人公と感じる

感覚」のことです。それが次第に怪しくなっている社会

の中で、保育は主体として子どもを扱いながら主体とし

て育てていくのだという決意が書かれている箇所です。

この意味について職場で議論し合いたいものです。 

 （５）項は、現保育指針の「第五章 健康及び安全」

の内容がほぼそのまま引用されています。そこに「（１）

健康支援」「(2)環境及び衛生管理並びに安全管理」「(3)

食育の推進」という３本の柱が立てられていて、それぞ

れに必要な内容が書かれています。教育・保育要領では、 

これらを「第２章 ねらい及び内容並びに配慮事項」に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は書き込まず、１章の総則のなかで、幼保連携型認定こ

ども園だからこそ大事にするべき配慮事項として扱われ

ています。配慮事項だから「ねらい及び内容」より一段

下の扱いをしてよいというわけではないことを理解して

いただきたいと思います。もともと保育所では、章扱い

の項目でしたし、食育もこども園では大事な課題になり

ます。 

 １章の第三の「幼保連携型認定こども園として特に配

慮すべき事項」の最後に書かれている６項は保育所保育

指針の「第六章 保護者に対する支援」の内容が一部省

略され、一部書きかえられていますが、基本的に踏襲さ

れた形になっています。この内容は幼稚園教育要領では

あまり詳しく書かれていないことでしたので、保育所保

育指針の相当部分を援用した形になっています。幼保連

携型認定こども園は子育て支援が義務になっていますの

で、この項についてはよく読んで理解したいところです

が、教育・保育要領のこの項は保育指針の第六章の最初

の節が省略されていることが問題です。この最初の節は

「１保育所における保護者に対する支援の基本」で、園

での支援の原則、思想が書かれていて、参考になるから

です。ぜひこの部分は指針の六章もあわせて読んでほし

いと思います。解説は以上で終わりますが。各園で教育・

保育要領を声を出して読み合ってほしいと思います。 
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「１～３号認定から見た認定こども園の特長とは」 

 

 内閣府が公表した認定こども園に関する状況（平

成 27 年 4 月 1 日現在）をみると、いくつかの特徴

が浮かび上がってくる。例えば、類型別の園数と１

～３号認定別の在籍園児数から、１園当たりの平均

園児数を算定してみると、次のようになっている。 

○幼保連携型：１号認定 56人、２号認定 54人 

３号認定 35人（合計 145人） 

○幼 稚 園 型：１号認定 117人、２号認定 21人 

３号認定 8人（合計 146人） 

○保 育 所 型：１号認定 10人、２号認定 54人 

３号認定 32人（合計 97人） 

○地方裁量型：１号認定 14人、２号認定 28人 

３号認定 21人（合計 63人） 

 ちなみに、幼稚園の平均園児数は 120人、保育所

の平均園児数は 92 人となっており、認定こども園

とは公立と私立の比率が違うとはいえ、認定こども

園のほうが平均園児数は多いことが分かる。 

 さて、このデータをどう読むかだが、幼保連携型

については幼稚園由来か保育所由来かによって園

児数が異なる（総じて幼稚園由来のほうが園児数が

多い）。しかし、幼保連携型 1930 園（私立は 1559

園）のうち学校法人が 770園、社会福祉法人が 788

園でほぼ同じ数であることから、由来の違いはそれ

ほど大きな影響を及ぼしていないと考えられる。そ

う考えると、幼保連携型の平均園児数 145人という

のは、一般の幼稚園や保育所の平均園児数に比べて

多いと言える。幼稚園型や保育所型についても、一

般の幼稚園や保育所の平均園児数より多いことか

ら、認定こども園は一定の園児数を確保できている

と言えるのではないだろうか。 

 さらに、類型別に１～３号認定の在籍園児数をみ

ると、ある意味で当然のことだが、幼稚園型は１号

認定子どもが８割を占め、３号認定子どもがかなり

少ない。逆に、保育所型は２号・３号認定子どもが

９割近くを占め、１号認定子どもがかなり少ない。

それに対して、幼保連携型は１号、２号、３号がお

およそ３：３：２となっている。この比率は、全国

の１～３号認定子どもの比率に近い（新制度に移行

していない私立幼稚園の園児数も１号認定子ども

とみなして算出）。 

 ここからは筆者の推測になるが、少子化がさらに

進む一方、働く女性の増加によって、今後、１号認

定子どもは大きく減少、２号認定子どもは横ばい

（もしくは微減）、３号認定子どもは増加すると予

想される。そうなれば、幼保連携型では１号認定子

どもと２号認定子どもの数が逆転する可能性が高

い。また、幼稚園型は１号認定から２号認定へのシ

フトが進むか、園児数が減少する可能性が出てくる。

保育所型は大きな変動は少ないかもしれない。 

 その際、１号認定と２号認定の関係で言えば、１

号認定と幼稚園型一時預かりを組み合わせれば１

日に８時間の保育を受けることができ、これは２号

認定の保育短時間と同じである。言い換えると、利

用者からすれば、２号の保育短時間認定を受けられ

ても１号認定を選択することができ、どちらを選ぶ

かは利用者負担の多寡が大きく影響する。つまり、

市町村が設定する保育料徴収基準のあり方によっ

て、１号から２号へ、あるいは２号から１号へと利

用者の選択は変化する。 

 １号認定と幼稚園型一時預かりと給食費を足すと、

１号認定の利用者負担のほうが相対的に２号認定

より高くなる市町村が多いという印象があるが、そ

うした市町村では幼稚園型にとって厳しい状況に

なる可能性が出てくる。それだけに、市町村が今後、

保育料設定を見直すかどうかが大きなカギとなり

そうだ。 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●新制度元年。皆様はどのような１年を過ごされ

ましたか？大きな希望を夢見たものの･･･慌しい

現実･･･職員配置はどうするの･･･処遇改善ってな

に･･･子育て支援って？といろんなことにバタバ

タしてしまいました。 

●そんな１年を経験して、平成 28 年度こそは、

市町村と連携し、新制度をしっかりと活用して、

子どもの育ちのため、親の子育て支援のために認

定こども園の取組みを充実させたいです。 

●平成 27 年度の会報では、新制度元年で混乱が

予想されるので、「現場の声」を会報に載せる予定

でしたが、うまくまとまりませんでした･･･次年度

に、認定こども園の保育環境について取り扱いと

考えています。今後ともよろしく（九州男児） 


