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国においても地方

自治体においても、子

ども・子育て会議の審

議がたけなわである。

私も内閣府子ども・子

育て会議に参画して

いるほか、いくつかの

地 方 自 治 体 の 子 ど

も・子育て会議に携わっている。今後、国にお

ける基準や公定価格の審議が終わってメニュ

ーが示されれば、会議の比重は地方に移る。国

が用意した給付や事業のメニューをどのよう

に使うかは、自治体の裁量であるからである。

しかるに、自治体の子ども・子育て会議の運営

には格差がみられている。認定こども園にして

も、いくら国がメニューの一つとして推奨して

も、地方が「認定こども園はいらない」と言っ

て計画のメニューとして採択しなければ普及

は進まない。これからは、地方版子ども・子育

て会議の活性化こそが重要となる。 

 

●子ども・子育て会議とは 

 子ども・子育て支援新制度は、国レベルでは

内閣府に設置された子ども・子育て会議におい

て、地方自治体では地方版子ども・子育て会議

合議体において検討される。子ども・子育て会

議は、子ども・子育て支援法第 72 条に基づい

て設置される。調査審議事項は、基本指針、認

定こども園法に基づく幼保連携型認定こども

園の設備及び運営の基準、特定教育・保育施設

の基準、特定地域型保育事業者の基準、施設型

給付費、特例施設型給付費の額の算定基準、地

域型保育給付費、特例地域型保育給付費の額の

算定基準などである。すでに、「子ども・子育

て支援のための施策を相互的に推進するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の基本的な指針」(同法第 60 条)の案は策定さ

れ、公表されている。 

一方、都道府県、市町村は、同法第 77 条に

より設置が努力義務化されているいわゆる地

方版子ども・子育て会議を設置して検討を行う。

前述の国の指針が前提となるが、国の用意する

給付や事業はあくまで全体のメニューにすぎ

ず、それぞれの自治体がどのメニューを用意す

るかは裁量に任される。それを審議するのが地

方自治体の子ども・子育て会議であり、その審

議を経て、市町村は市町村子ども・子育て支援

事業計画を、都道府県は都道府県子ども・子育

て支援事業支援計画を策定することとなる。 

 

●政府における検討体制と進捗状況 

2013年 5月から、内閣府子ども・子育て会議

において、新制度の詳細が検討されている。同

年 8月には、前述した子ども・子育て支援法に

基づく基本指針案も示された。   

子ども・子育て会議には基準検討部会が設け

られ、そのほか厚生労働省社会保障審議会児童

部会社会的養護専門委員会、同放課後児童クラ

ブの基準に関する専門委員会、幼保連携型認定

こども園保育要領(仮称)の策定に関する合同

の検討会議なども設置され、それぞれ必要な事

項の検討が進められた。新たな施設や事業の認

可・運営基準、幼保連携型認定こども園保育要

領(仮称)などは 2013 年度中に定められ、各給

付の公定価格もその骨格が示される予定とな

っている。公定価格以外の事項はすでにほぼ審

議を終え、現在、政府による政省令、告示等の

作成作業が進められている。なお、2014 年 1

月には、厚生労働省障害保健福祉部において

「障害児支援の在り方に関する検討会」も設置

され、次期報酬改定(新制度における公定価格

に相当。)や地域生活支援の推進等を目的とし
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た議論が開始されている。これらの検討を経て、

あくまで消費税が 10％に引き上げられた場合

という条件付きではあるが、2015年度から新制

度が施行される手順となっている。 

 

●地方版子ども・子育て会議の機能と実態 

 一方、地方版子ども・子育て会議は、国の会

議と同様に子ども・子育てに関するステークホ

ルダーが参画し、国の基本指針に基づき、市町

村が特定教育・保育施設や特定地域型保育事業

の利用定員の設定、市町村子ども・子育て支援

事業計画の策定などを行う際に調査審議を進

め、また、市町村における子ども・子育て支援

に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関

し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査

審議することなどを目的としている。子ども・

子育ての当事者や関係者が一堂に会した会議

を、有効に機能させることが求められている。 

内閣府の調査1によれば、2013年 11月 1日時

点における地方版子ども子育て会議は、都道府

県で 40 団体(85.1%)、市区町村で 1231 団体

(68.8%)がすでに設置済みであり、会議体を置

かない、ないしは方針未定の団体はわずか 32

市町村であった。つまり、規模が小さいなど

特別な事情がある団体以外は、今後も含めす

べて設置することが確認される結果であっ

た。 

 地方自治体においては、本稿執筆現在、国の

基本指針に基づく質問紙調査の実施がほぼ終

わり、集計作業が進められているところが多い。

集計作業が終わってから第 1回子ども・子育て

会議が開催される自治体もあり、2013年 6月頃

から開始されている自治体もあって、その差は

1 年近くにわたる。都道府県においては設置が

遅く、まだ、設置されていない自治体もある。 

今後、地方自治体では、調査結果や利用の現

状を勘案して保育、子育て支援等のサービス利

用希望の必要量の推計を行うとともに、これを

担保するための量の確保方策を検討すること

となる。また、その際、国が用意した施設型給

付、地域型保育給付、地域子ども・子育て支援

事業のうち、それぞれの自治体として用意すべ

き給付や事業に関する認可等の基準条例ある

                         
1 平成 25 年 12 月 16 日子ども・子育て会議、基準検討部

会合同会議配布資料 4-1 

いは保育料等に関する条例を策定することと

なり、これらの作業が、地方子ども・子育て会

議の審議を経て進められることとなる。そのう

えで、給付対象事業に関する認可、確認作業が

開始されて 2015年度を迎えることとなる。 

 

●子ども・子育て会議の意義と活性化に向けて 

筆者はいくつかの地方子ども・子育て会議に

携わっているが、大きく分けて行政主導の会議

と、委員が活発に意見を出して検討していると

ころの 2とおりがあるような気がしている。委

員の活動が活発なところでは、調査も、国が求

める就学前調査のみならず学童期の子どもを

持つ保護者に対する調査、子ども本人に対する

調査や妊婦調査などが実施され、また、量的調

査では把握困難なより詳細な意向把握のため、

あるいは人数の少ない子育て家庭、例えば、障

害児を養育する保護者、ひとり親家庭、多胎児

家庭、外国人家庭などの意向把握のためのイン

タビュー調査を実施したりしているところも

ある。 

さらに、住民の関心を高めるためのタウンミ

ーティングを実施したり、会議に部会を設置し

て詳細な検討を進めたりしているところもあ

る。国の給付や事業内容はあくまでメニューに

すぎないわけであり、それをそれぞれの自治体

で採用するかどうかは、地域の子育て家庭や事

業主体等のステークホルダーの意見を聞きつ

つ決めていくことが大切である。こうした自治

体では、会議における議員の傍聴もあり、議会

での議論も活発化していくこととなる。自治体

ごとに、地域の特性に応じた計画が作られてい

くことが必要であり、新制度成否の試金石は、

地方版子ども・子育て会議にあるといっても過

言ではない。今後、子ども・子育て会議におい

て、地方の実情に応じた活発な議論が展開され

ることを願いたい。 

 

文献 

柏女霊峰(2014)「子ども・子育て支援新制度と

保育」『保育年報 2014』全国保育協議会・全

国社会福祉協議会 

柏女霊峰(2014)「子ども・子育て支援新制度の

検討と子ども・子育て会議」『生活協同組合研

究』2014年 3月号 生協総合研究所 
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【基調講演】 

・演題「子ども・子育て支援新制度と 

幼児教育の未来とは 」 

・講師：無藤隆氏（白梅学園大学教授、子ども・子育て会議会長） 

 

 新しい制度でどうなるのか？さらに公定価格はど

うか？大体の見込みの話をする。 

 H26年度の秋までには、各市町村が５年間の計画

を立てないといけない。秋までというのは、予算編

成上で、その前の夏までには決めないといけない。

H27 年度の予算編成は、7~9 月までに目途が立って

ないといけない。５年間の市町村事業計画に盛り込

まれるよう、各園・法人は、5~7月までには、どう

するかを決めないといけない。この計画は、ひとつ

の目途は２９年度と考える。その辺りで、待機児童

の解消を図り、地方では、幼稚園と保育園の統合問

題は深刻になる。一つの選択肢として、認定こども

園であり、各自治体の人口動態を見ながら考えなけ

ればならない。 

 各園には、選択肢が与えられている。基本的には

どの選択肢を選ぶかは、各園の判断に委ねる。また、

認定こども園に移行するならば、できる限り認めて

行くのが大原則。現在、待機児童がいなくても、認

定こども園への転換を認めていくというのが国の

方針である。 

国は、５年間で必ず待機児童を減らし、それと同

時に、幼児教育の質を上げる。予算として、7,000

億＋3,000億で、１兆円超を主張している。平成 27

年度から、完全実施だが曖昧な部分がある。１つは、

消費税 10％の首相の判断が未確定なこと。もう１

つは、10％に上がるのは、平成 27年 10月からとい

うこと。年度途中だから、出すのも半分だという理

屈もなくはない。それを突破していく必要がある。

さらに問題は、7,000億が消費税からの安定財源は

約束で、その上で 3,000億を加えて、１兆円超とな

っているが 3,000 億の財源は目途が立っていない。

3,000億がプラスされる所に、保育の質を上げる部

分が入っている。7,000億の約束と言っても簡単で

はなく、加えて 3,000億は、もっと大変である。そ

れに向けて、幼稚園・保育所・その他関係団体は、

一丸となって、獲得に向かうべきだ。 

 幼稚園・保育園がどうなっていくのか？ 

施設型給付を受ける施設として、幼稚園・保育

園・認定こども園の３つになる。 

幼稚園の場合は、①私学助成のままの私立幼稚園。

②給付の中に入る幼稚園。③認定こども園に転換す 

る 

 

 

 

 

 

 

る選択肢がある。私学助成に残ることが、私立幼稚

園にとって、どのくらい魅力的かは、よくわからな

い。誰にもわからない。私学助成という性格上、毎

年の予算交渉で決まるので、増えるかもしれないし、

減るかもしれない。だが、私学助成に残っても不利

にはならない。この制度全体が、今まで経営できて

いたことが、今後、できないようにはしないのが前

提である。制度に入る園は、私学助成に比べ、安定

財源の下で単価設定され公定価格となり、収入が安

定する良さがあるが、その一方で、制度の中に入る

園には、応諾義務などの制約がある。 

 もう一つの選択が、認定こども園になるかならな

いか？その選択の境目はどこか？ 

預かり保育のニーズが多い幼稚園は、幼保連携型

に移行すべき。なぜかは、幼保連携型になれば、認

可保育所相当の基準が必要。そのためしっかりとし

た補助金となる。 

幼稚園型認定こども園は、認可幼稚園と無認可保

育所との組み合わせ。無認可の良さは、融通が利く

が、問題は、認可に比べて補助金が下がる。預かり

保育が大きい場合は、幼保連携型認定こども園に移

行し、市町村はそれを認めなければならない。預か

り保育が少ない幼稚園は、一時預かりで対応でもよ

い。いくつかの選択肢が、幼稚園にはある。 

保育所の場合、幼保連携型への移行は、負担はな

い。１つは、認定こども園の方が、受け入れに柔軟

な仕組みである。幼保連携型なら就労に関係なく受

け入れできる。仕事がなくなれば保育所を退所しな

いといけないが、そのまま受け入れが可能。もう１

つは、法令上の位置づけ。幼保連携型認定こども園

は、幼稚園と法令上、同等の学校。これは研修の補

助金に直結してくる。幼稚園の研修の義務。義務と

いうのは、設置者側の義務で研修をさせなければな

らない。初任者研修・免許更新研修等の公的な助成

が充実するということ。 

保育所が幼保連携型になるデメリットとして、保

育所では、児童福祉法第 24 条の市町村の保育義務

で、委託のため経営の安定が図られている。だから

直接契約での認定こども園は、心配がある。保育料

の滞納については、地方版の子ども子育て会議で明

確し、各市町村の中で検討すべきと考える。 

質の改善については、財源は１兆円でも足りない。

最初の２年、３年は移行の費用がかかるが、４年目

５年目には減ってくる。そうするとお金を質の向上

に回すことができる。５年間の中で、7,000億のお

金が年度によって動いていく。また 3,000億がなけ

「平成 25年度 第２回 トップセミナー 報告」（平成 26年 2月 8日） 
●基本テーマ ： 「 認定こども園の未来～新制度に向かって～ 」 

●会   場 ： 全社協 灘尾ホール（新霞ヶ関ビル ＬＢ階） 

●後   援 ： 内閣府・文部科学省・厚生労働省 
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れば厳しい。当面はかなり不十分な内容になるが、

３歳児の配置基準の見直しや、質を上げるため処遇

改善を盛り込むことが大切と説いた。 

保育料ついては、保育所は、応能負担。上限や刻

みは市町村で決めるが、概の基準は国が出す。認定

こども園も同様。幼稚園もその制度に入るのは、同

様にしていく。公立幼稚園との単価の是正が必要で

ある。公私格差はなくしていくべき。保育料の問題

は、応能負担だが、全体としての額を減らしていく。

それによって少子化対策として子育て費用の負担

を軽減することが重要と述べた。 

7,000億の中でどこまでできるかは不安であるが、

何とか 3,000億を確保したい旨を述べた。 

 

【行政説明】 ～総 論～ 

・演題「子ども･子育て支援新制度の動向について」 

・講師：岩淵 豊 氏（内閣府大臣官房少子化・ 

青少年対策審議官） 

●子ども・子育て関連３法のポイントの補足 

社会全体による費用負担について、消費税率の引

き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提

とし、現政権において、財源の確保に努めると決定

している。また、本格施行時には内閣府に子ども・

子育て本部を設置し、一元化することが決定してい

る。給付も内閣府からに統一される。 

●市町村子ども・子育て支援事業計画のポイント 

「量の見込み」「確保の内容」「実施時期」が挙げれ

らる。需給調整は、既存の幼稚園、保育所が認定こ

ども園に移行しようとする場合には、「需要」に「都

道府県計画で定める数」を加え、これに達するまで

は、認可・認定をするものとしている。 

●本格施行までのスケジュールについて 

３月までに教育・保育の量の見込みを推計し、９

月までに推計した量の見込みに対応できるよう、方

向性を検討し、事業計画を取りまとめる。 

●新制度における保育の必要性の認定について 

新制度における認定の基準は就労にパートタイ

ム、夜間等、全ての就労に対応する旨等が事由とし

て列挙されている。また、１ヶ月当たり 120時間程

度の就労を想定した保育標準時間と 48～64 時間程

度の就労を想定した保育短時間の２つを設定。 

●新制度における利用手順について 

利用希望については、全て市町村が利用調整を行

う。認定こども園・公立保育所・地域型保育を利用

する場合は保護者と施設・事業者との間での契約と

し、保育料は施設・事業所へ支払う。私立保育所を

利用する場合には保護者と市町村との契約となり

保育料は市町村へ支払う。 

●確認制度について 

基準について今年度末を目途に国において定め

る。確認を受けた施設・事業者は運営基準を遵守し

なければならず、施設・事業者に関する基本的な情

報を都道府県が利用者に公表する。 

【行政説明】 ～保育内容・認可基準～ 

・演題「幼保連携型認定こども園認可基準について」 

・講師：林 俊宏 氏（文部科学省初等中等教育局 

         幼児教育課幼児教育企画官） 

●認定こども園法改正後の幼保連携型認定こども

園について 

 改正認定こども園法に基づく単一の認可 

 指導監督の一本化 

 財政措置は「施設型給付」で一本化 

設置主体は国、自治体、学校法人、社会福祉法人

のみ 

教育・保育内容の基準は「幼保連携型認定こども

園保育要領」を定める 

配置職員には保育教諭が必置 

 ※その他の類型について 

施設体系は現行通り 

  財政措置は「施設型給付」で一本化 

●新設の幼保連携型認定こども園の基準について 

 学級編成・職員、職員配置基準、園長の資格、建

物及び付属設備の一体的設置、保育室等の設置、園

舎の階数、保育室等の設置階、園舎・保育室等の面

積、園庭の設置・面積、教育時間・保育時間、食事

の提供、調理室等の設置、園児要録・出席簿、研修

等、運営状況評価、健康診断、子育て支援について

説明がなされた。 

●既存施設からの移行特例に関する考え方 

 現在適正な運営が確保されている施設に限り、新

たな基準に適合するよう努力することを前提とし

て、既存施設からの現行の幼保連携型認定こども園

に移行する場合に認められている幼稚園・保育所の

基準の特例を下回らない特例制度を基本とする。 

 具体的な考え方として、事後的に基準を満たすこ

とが容易ではない「設備」に関しては質の確保に留

意しつつ、既存施設の有効活用や円滑な移行に配慮

し、既存施設からの移行の特例を設ける。その施設

については確認制度における情報公表制度におい

て、移行特例の適応状況を公表する。施行１０年経

過後に、設置の状況を勘案し、移行特例の内容等を

改めて検討する。「設備」と異なり、物理的な制約

がない「学級編成・職員」「運営」について、移行

特例は設けない。 

 

【行政説明】 ～給 付～ 

・演題「公定価格等について」 

・講師：橋本 泰宏 氏（厚生労働省雇用均等・ 

児童家庭局保育課長） 

●私学助成、保育所運営費の現行制度の説明 

●新制度の施行に向けて検討中の各事項の関係 

●公定価格設定に当たっての基本的な考え方 

 給付額の算定に当たっては３つの例を挙げられた 

 例１）個別費目の積み上げ方式 例２）包括的な

報酬体系 例３）例１（人件費部分）、例２（事業

費、管理費）の組み合わせ 
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●検討の視点 

地域区分との関係、定員規模との関係、人件費に

関わる事項について、処遇改善、経験年数等に応じ

た公定価格上の評価、キャリアアップについて、保

育必要量の取扱いについて、障がい児の受け入れ促

進について、利用者負担について、多子軽減の取り

扱いについて 

●その他の論点 

 施設ごとに求められる職員の配置との関係、子育

て支援機能について、事務処理体制について 

●新制度における「量的拡充」と「質の改善」につ

いて 

 

【シンポジウム】 

テーマ「地方分権と新制度」 

・コーディネーター 吉田正幸氏（保育システム研究所代表） 

・シンポジスト  岩渕 豊氏（内閣府） 

         林 俊宏氏（文部科学省） 

         橋本泰宏氏（厚生労働省） 

倉田 薫氏（前池田市長） 

 「地方分権と新制度」をテーマに、保育システム

研究所の吉田正幸代表がコーディネーターとなり、

岩淵審議官、林幼児教育企画官、橋本保育課長、倉

田前池田市長をパネリストとして論議がなされま

した。 

 まず、最初に新制度の意義や理念について岩淵審

議官からお話があった。人口減少化社会、少子化社

会という現実の中で、結婚、妊娠、出産、子育てと

いう流れに希望をもつことができる改革とならな

ければならないと話され、その中で、子ども子育て

支援の量と質の不足が大きな課題で有り、その課題

への大作は安定財源の確保がなされてこなかった

ということが根本としてあり、新制度によって、消

費税を財源として子どもにお金をかけることがで

きるようになる。それが、制度として確立したと言

うことが大きな意味があると考えていると話され

た。 

 次に、幼稚園・保育所行政という立場からみての

新しい制度の意味について、林幼児教育企画官から

お話があった。林審議官は対象者、市町村、安定財

源の確保という 3つの視点からお話しされた。対象

者という視点では、新制度になると、共働き家庭が

増えているという事実の中から、幼稚園、保育園と

いう枠組みの中で子どもを受け入れるよりは、新制

度になると働いているいないに関係なく子どもを

受け入れることができるといった広がりがあるの

ではないか、また、市町村との関係という視点から

は、市町村行政の中に幼稚園が入ることによって幼

児教育が意識下されていき、関係が強化されていく

のではないか、さらに、安定財源の確保によって、

質の拡大、改善に使われることによって安定的な経

営ができるようになると話され、地域によって様々

な展開ができると述べられた。 

 また、橋本保育課長からは、保育制度、保育施策

という観点から 3点お話しされた。1点目は、質の

改善について。今までもいろいろな議論がなされて

きたが、財源が伴わなかった。やりたいことが出来

なかった現実がある。しかし、消費税が子どものた

めに用いられることになったことによって、質の改

善ができるようになる。2点目は、縦割り行政によ

って、現場の努力に応えられない制度だった。その

制度を超えるために今回の制度改革がなされたこ

と、3点目は、少子化にも対応できるし、待機児童

の課題にも対応できる、地域の多様なニーズに応え

ることができる仕組みを作るための制度改革であ

ると新制度の意義を述べられた。 

 倉田前池田市長からは、地方分権と新制度という

観点で述べられた。この制度改革は地方分権の流れ

の中にあるということが前提としてあり、新制度と

して、財源がついているということが大きな点であ

ると述べられた。 

 つづいて、新制度の課題について、それぞれの立

場から述べられた。岩淵審議官からは、さらなる財

源の確保と推進体制の整備（自治体との関係、財源、

人材等）、自治体との連携（新制度を運用できるよ

うにすること）、国民への周知、広報、啓蒙活動で

あると述べられた。 

 林幼児教育企画官からは、幼稚園の園児募集時期

に合わせた具体的な制度設計、幼稚園関係者に向け

たわかりやすい行政説明が課題であると述べられ

た。 

 橋本保育課長からは、保育所制度と新制度には大

きな飛躍している部分はないが、いろいろな選択肢

ができるので、新制度の中でいままで出来なかった

ことができるよう促していくことであると話され

た。 

 倉田前池田市長は、地方分権の時代であり国と町、

県が対等な関係になる。名前を変えたら自分の県の

条例になるという時代は終わった。自分たちがどの

ような子ども子育ての町をつくっていくのかが求

められている。その意識改革が課題ではないかと述

べられた。 

 次に、ざっくりとしたタイムスケジュールを確認

した。岩淵審議官より、保育ニーズの把握は 9割以

上の市町村で進んでいる（3月まで）。法令の整備

（4 月ごろ）、条例制定（6 月ごろ）。把握した需

要を確保するための計画を立てて頂く（9月まで）。

そして、新制度に移行する判断を基礎自治体を通し

て把握する。限られた期間の中で地域の方々への周

知広報を実施することが必要であると話された。 

 

 以下、各論をＱ＆Ａとしてまとめる。 

質問：私学助成、就園奨励費から、応能負担へ。そ

のあたりのお話をしていただきたい。 

答え：自由に設定できていた保育料が所得に応じた

保育料に変更となる。つまり市町村が定めた保育料
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になるということが原則。公定価格でまかなえきれ

ないものについては、一定の条件で徴収できること

になる。 

 

質問：財源構成についてはどうなっているか。 

答え：2 号、3 号子どもは、半分を国が 4 分の 1 を

県、市町村は 4分の 1となる。1号こどもについて

は国の補助は現行の私学助成と同じ額（1階部分）。

残りは県と市町村になる（2 階部分）。1 号子ども

は市町村毎に変えられる仕組みになっている。しか

し地方財政措置を含めてきちんと補助できる仕組

みを考えていく必要がある。 

 

質問：幼稚園の預かり保育はどうなるか。 

答え：幼稚園の預かり保育は、新制度では一時預か

りの幼稚園型となる。現行の預かり保育は私学助成

で。新制度になると、一時預かり事業の幼稚園型で

対応する予定。市町村からの受託事業に変わってい

く。配置基準などについては通常の保育と同じ。資

格については 3 歳以上は幼稚園教諭のみで可能と

する。常時二人以上の配置が必要であるが、幼稚園

本体のバックアップがあることを前提に、一人でも

可能とする。 

 

質問：委託費としての運営費と、施設型給付として

の運営費と何が違うのか。 

答え：委託費はもらった側は、何につかうのかほぼ

決まっている状況がある。一方施設型給付について

は、認定を受けた子どもに対する保護者への給付を

法定代理受領という仕組みとなる。いわゆる現物給

付。したがって、もともとは親御さんにお渡しする

お金になるので、受ける園は委託費とちがって、基

本的には保育のために自由に使えるお金となる。基

本的に委託費と施設型給付については性格が違う

ということになる。いろいろな議論を含めて検討し

ていかなければならない。 

 

質問：定員の設定についてどうなるか。 

答え：2 号定員、3 号定員、標準時間の定員などの

細分化された定員までは求めることはいまのとこ

ろ考えていない。標準時間と短時間との定員を設定

していなければ、短時間の利用者が後回しになる可

能性がある。なので、定員設定をするメリットもあ

る。経営する側として検討する必要がある。 

 

質問：既存の施設から移行する場合どうなるのか。

また、需給調整はどうなるのか。 

答え：幼保連携型の認定こども園は自動的に移行と

なる。幼稚園型、保育園型、地方裁量型は、いまま

での認定のまま新制度の給付の対象となる。新制度

の場合、需要が供給を上回っている場合は原則とし

て認可を認める。逆の場合は、認可しないというこ

とが前提。その際、既存の施設から移行する場合は

特例が認められる。移行を促進するの立場にたって

いるので、既存の施設が移行する場合は、原則とし

て都道府県計画で定める数を需要に足すことがで

きるという特例を設けた。移行する側の思いを尊重

する。 

 

質問：類型によって公定価格が変わるのか？ 

答え：これから議論する。吉田コーディネーターの

独り言として・・・幼稚園型では土曜日は開園しな

くてもいいなどもあるので、基本的には公定価格が

変わる可能性が高いのでは。 

 

質問：利害関係の調整についてはどうか。 

答え：関係者のほめそだてが重要。特に担当者、首

長など。私立幼稚園の場合、どれだけ役場職員との

関係があるか。その関係構築も大切。 

 

質問：町の総合計画との関係においてはどうか。 

答え：総合計画の柱に入っているか、さらにプラス

アルファの姿勢をどう組み込んでいくのかという

観点が大切で、子ども・子育て会議を有効に用いて

いくことが重要ではないか。 

 

質問：新制度になると、幼保、公私の保育料の差が

なくなるといわれているがどうか。 

答え：私立保育園の利用者負担を念頭においている

検討している。 

 

質問：施設型給付は原則として毎月支給されるが、

8月などの夏休みの扱いはどうなるのか。 

答え：年間コストを 12 で割るというのが、基本理

解ではないか。 

 

質問：公定価格の改定や減価償却、施設設備補助な

どの取り扱いは。 

答え：公定価格の改定について、数年に一回、経済

状況、利用状況などで改定することも考えられるし、

毎年の予算編成で考えることもできるし、制度を運

用していく中で検討していく必要がある。減価償却

については、建替え、新築する場合は長期にわたっ

て浮動的な現金を行うようにする、施設整備補助金

については、予算要求して認められている。なくな

ることを検討しているわけではない。 

 

質問：利用定員の取り扱いの基本的な考え方は。 

答え：定員のなかでが大原則だが、現行は定員区分

がすくないほど、割高な扱いになっている。定員の

超過を認めてしまうと、不公平が生じてしまう可能

性がある。現行も 2年間にわたって定員超過してい

る場合は、定員変更のお願いをしている。あるいは、

減額の扱いになるか。いずれにしても、不公平が生

じないルール作りを考えている。利用定員の適正化

をする必要がある。 
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平成２５年５月に始まった子ども・子育て会議基

準検討部会は、平成２６年３月１２日に１６回目の

会議が開催されました。昨年度末には、幼保連携型

認定こども園の基準や確認制度等の方向性がとり

まとめられ、現在は、公定価格・利用者負担などの

審議が行われています。 

子ども・子育て支援新制度を実現するため費用は、

量的拡充に 4,126億円程度、質的改善に 7,071億円

程度、計 11,196 億円程度が必要と積算されていま

す。しかし、今回提示された１兆円超の確保は最大

限努力することが大前提とされながらも、所要額の

内、消費税増収分から充当されるのは 7,000億円程

度であり、残りは予算編成過程で歳入・歳出の見直

しの動向を踏まえて確保に取り組む意向が示され

ているため、7,000億円ベースのものと、１兆円超

ベースの案が提示されました。会議では事業者が新

制度への参入や移行を判断するためにも出来るだ

け早い時期に公定価格の姿を提示し、新制度を円滑

に実施しなければならないために、7,000億円ベー

スの議論を進めていかなくてはならないのですが、

１兆円超が必要とされた中身は優先順位をつける

ようなものは１つもなく、どれも必要なために緊急

を要するものから実施順という形で行うべきとの

意見が多くあげられています。 

当協会としても、１兆円超の財源確保のために、

全国町村会長の渡邊委員らと共に政府、与党に対し

て予算確保の要望書を提出し、量的拡充と質の改善

がしっかりと実現されることを強く要望しました。 

7,000億円ベースの案では、量的拡充に 3,000億

円程度が見込まれ、質的改善には 4,000億円程度が

充てられています。１兆円超の案では 7,000億円と

試算されたものから 3,000 億円分を削らなければ

ならない為、大幅な質の改善とはならない可能性が

高いのですが、それでも当協会が会議にて提言して

きた、研修の充実、小学校をはじめとした関係機関

との連携、バックアップ施設としての経費、事務負

担への対応、栄養士等の配置、利用者支援の充実な

ど内容の大半は盛り込まれる形となっており、現行

法での認定こども園にとっては、大きな前進といえ

るのではないでしょうか。 

会議は平成２７年４月の施行を目指して、最終の

まとめの段階へと差し掛かってきましたが、当協会

は新制度が円滑に施行され、認定こども園での教

育・保育・子育て支援等を通して、すべての子ども

と子育て家庭の最善の利益の保障が実現され、地域

が活力に溢れていくことが出来るように、現行法で

の実践者として最後までしっかりと提言していく

必要があります。そしてその足掛かりとなるものが、

スケージュール上では本年秋から予定されている

認定こども園職員研修の充実があげられます。この

研修においては、実践から見えてきた視点が最も重

要な要素であり、制度の仕組みの理解、運営方法、

時間軸の変化による現場対応、認定こども園による

子育て支援等々、実践者でしか見えてこない多岐に

渡る内容を盛り込まなければならないと考えてお

ります。 

その為にも、今後１兆円超の財源確保を目指すこ

とはもちろんですが、平成２７年４月の施行に向か

い、研修をはじめとした内容の充実がはかられるよ

うに会議においてしっかりと提言していく必要性

や地方自治体に対しても情報発信や勉強会等の企

画の重要性も強く感じております。 

新制度の目的が各地で誤解をされた形で伝わっ

ていたり、認定こども園への理解もきちんとされて

いない状態で本制度が始まることは今後非常に難

しい問題を抱えることとなるでしょう。そのような

状況を防ぐ意味でも私たち協会は新制度本来の目

的を実践経験者として、認定こども園はもちろん、

志向園、地方行政、一般市民等にもしっかりと伝え

ていく責務があると思います。そして、すべての子

どもの最善の利益を実現するために努力していか

なければならないと感じております。今後とも認定

こども園が新制度において更なる発展をし続ける

よう会員の皆様にもご理解ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 

【協会が提言してきた内容と公定価格上で 

提示された中身について】 

（内閣府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 3月 13日付け 第 16回基準検討部会資料より） 

『質の改善』 

（7,000 億円の範囲で実施する事項に含まれているもの）  

◎３歳児を中心とした職員配置の改善 

・３歳児の職員配置を改善 

（２０：１→１５：１）   ＜700億円程度＞ 

～ 協 会 報 告 ～ 

「子ども・子育て会議・基準検討部会の 

進捗状況について」 

 

協会事務局長 柿沼平太郎  
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◎研修の充実 

・保育教諭・保育士等１人当たりまずは年間２日 

の研修機会を確保するための代替職員の配置 

＜38億円程度＞ 

 

◎職員の定着・確保の仕組み 

（職員給与の改善、キャリアップの推進） 

・私立幼稚園・保育所等・認定こども園の職員給 

与の改善（まずは＋３％） ＜571億円程度＞ 

 

◎保育認定の２区分に応じた対応 

・保育標準時間認定に対応した職員配置の改善 

（まずは非常勤保育士１人（３時間分）） 

＜337億円程度＞ 

・保育短時間認定の利用者負担を、保育標準時間 

認定の９８.３％（▲１.７％）と仮置きした場 

合の所要額        ＜26億円程度＞ 

 

◎小規模保育の体制強化 

・地域型保育事業について、連携施設に係る経費 

を設定            ＜8 億円程度＞ 

 

◎地域の子育て支援・療育支援 

・幼稚園・保育所・認定こども園において主に子 

育て支援を担う主観教諭・主任保育士を専任化 

（認定こども園：全ての施設で専任化） 

＜43億円程度＞ 

・地域子育て家庭に向けた活動をするための活 

動費（主幹教諭・主任保育士を専任化する幼稚園・ 

保育所・認定こども園において措置） 

＜18億円程度＞ 

・障害児等の特別な支援が必要な子どもを受け 

入れ、主幹教諭・主任保育士等が地域関係機関 

との連携や相談対応等を行う場合に、地域の療 

育支援を補助する者（非常勤）を幼稚園・保育 

所・認定こども園に配置（障害の程度に応じて加配） 

＜89億円程度＞ 

 

◎小学校との接続の改善 

・公立幼稚園における先行的取組と同様に小学 

校との接続を見通した活動を行う私立幼稚園 

・保育所・認定こども園における保幼小連携の 

取組を推進（まずは事務経費のみ） 

＜14億円程度＞ 

 

 

◎事務負担への対応 

・直接契約施設である私立幼稚園・認定こども園 

に保育料の徴収等を行う事務職員（非常勤）を 

追加で配置（幼稚園・認定こども園：まずは週２日） 

＜45億円程度＞ 

◎施設長、栄養士、その他の職員の配置  

・栄養士を配置又は活用して給食を実施する幼稚 

園・保育所等・認定こども園に対する費用の 

措置（まずは嘱託費用）    ＜22億円程度＞ 

 

◎利用者支援事業 

・教育・保育、地域子育て支援の活用についての 

情報提供、相談、助言、関係機関等との連絡調 

整等を行う職員を配置 

（まずは３中学校区に１箇所程度）＜192億円程度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

●平成 26 年度 第５回 

通常総会のご案内  
◎日にち 平成２６年６月６日（金） 

◎場 所 全社協・灘尾ホール(新霞ヶ関ビル内) 

※多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

●トップセミナー2014 のご案内 

◎日にち 平成２６年６月６日（金） 

７日（土） 

◎場 所 全社協・灘尾ホール(新霞ヶ関ビル内) 

※開催時間等の詳細につきましては、後日ご案内 

致します。 

 

 

●『認定こども園の未来～幼保を超えて～』 
（全国認定こども園協会出版本） 

 

大好評につき増刷！ 

協会 HPからも購入可能！ 

 

【お問い合わせ】 

協会本部 

℡048-993-3711 
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『子ども子育て支援新制度に 

関する解説の重要性』 

 

 

駒村
こまむら

 康
こう

平
へい

 氏 

 

慶應義塾大学 

経済学部教授 

 

 

 

子ども子育て支援新制度（以下、新制度）は

都市部の待機児童対策のための改革であり、

地方には何もメリットがないという見方が根

強くある。先日、ある地方で「新制度が人口減

少地域でどのような意義があるか」という内容

で、施設長、主任保育士向けの講演を行っ

た。 

 新制度の柱と期待される連携型認定こども園

は、都市部だけではなく子ども数が減ってい

く地域でも多いに役立つ。子ども減少地域で

は幼稚園と保育所の 2施設は維持不可能になり、

地域への集団的保育が困難になる。しかし、

新制度で推進される連携型認定こども園が普

及すれば、働いている世帯の子どもでもそう

でない世帯の子どもでも利用可能になるので、

1 施設での集団保育も可能になる。さらに親の

働き方によって子どもが施設を動く必要がな

くなる。より子ども数が減少したとしても、

小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）に

より、施設経営が可能になり、地域の保育体

制を維持することができる。加えて、保育

士・教諭一人あたりが担当する子どもの数を

少なくしたり、労働条件、賃金が低く離職率

が高い保育士の労働環境の改善という「保育の

質」の向上も新制度の長所となる。このほか講

演では、新制度導入の社会的背景に遡って説

明したが、使用した政府の資料も複雑なとこ 

 

 

 

 

 

ろもあり、短時間の話でどの程度伝わったか

心配である。 

 

 新制度は法律で大枠は決まったものの、関係

者が最も関心のある公定価格や連携型認定こ

ども園の設置要件・移行の扱いなどは子ども

子育て会議で議論の最中であり、政府による

関係者への説明も少し遅れ気味である。もち

ろん、会議の資料、議事録はすべて内閣府の

ホームページから入手できるが、膨大であり、

議論も動いているのでかなり詳しい関係者で

ないと理解するのは難しいのではないか。都

道府県、県、市町村、地方版子ども・子育て

会議、認定こども園、保育所、幼稚園、父母、

といったように現場に近くなるほど情報が不

十分で新制度の目的なども十分に理解されず、

不安が広がっているようである。 

 

 この一方で、新制度の目的を「消費税増税の

手段」、「保育ビジネスが儲ける仕組み」と解

説する「トンデモ本」が発売されている。こう

した本は、新制度導入までの経緯、議論をき

ちんとフォローせず、まったくの思い込みで

解説し、新制度の不安と不満のみをあおって

いる。以前も、別の会合で新制度について議

論した新制度反対の識者に、「あなたが反対し

ている新制度を説明してください」と質問した

ら「新制度はなんだかわからないが、ともかく

反対」と回答され絶句したのを覚えている。し

かし、説明不足の政府にも大きな責任がある。

2015 年 4 月の新制度スタートまで時間もなく、

現場もかなり浮き足立ってきている。不正確

な情報と現場の不安によりスタート段階で新

制度が躓く危険性もある。 

 

 政府による新制度のわかりやすく正確な解説

資料の提供が必要になるが、まだ時間がかかる

可能性もある。それまでの間、認定こども園協

会など関連団体がわかりやすい情報提供を行

っていく必要があるのではないかと考える。 

「子どもの最善の利益を願うあなたへ」 

・・・全国認定こども園協会の強い味方・・・アドバイザリーボードの皆さんからのメッセージ⑨ 
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子ども・子育て支援新制度の実施に向けて、

関係政省令の改正や公定価格の検討など大詰

めを迎えている。これらの動向については、具

体的な内容が明らかになった時点で取り上げ

ることとして、今号では改めて新制度のポイン

トと認定こども園のあり方について取り上げ

ておきたい。 

 新制度のポイントはいろいろな視点で捉える

ことができるが、筆者は需要を最大限重視した

上で需要と供給のバランスを図ることにある

と考えている。例外のない保育保障のために、

保育認定という仕組みを取り入れ、パート就労

などの比較的短い就労時間でも保育が受けら

れるよう、保育時間を保育標準時間と保育短時

間の２区分とした。 

 また、現行の「保育に欠ける」事由では、祖

父母等と同居していれば「保育に欠ける」とは

みなされなかったのに対して、「保育を必要と

する」事由ではその場合も保育を受けることが

可能になる。同様に、求職活動や就学、虐待や

ＤＶの恐れがある場合、育児休業取得時に既に

保育を利用している子どもがいて継続利用が

必要である場合など、これまでより幅広く保育

の必要性が認められる。さらに、市町村が行っ

たニーズ調査を基に、潜在需要を把握して将来

の需要の見込みを算出することになる。 

 こうした対応によって、主に２号認定、３号

認定の需要が高まることが予想される。それに

対して、十分な保育を提供するための供給確保

策を盛り込むことが市町村事業計画に求めら

れている。 

 供給の確保方策としては、認可保育所の受け

入れ増（既存保育所の定員増や分園設置のほか、

保育所の新設、認可外保育施設の認可化など）

に加えて、認定こども園化の促進（幼稚園の認

定こども園化による２号認定、３号認定の受け

入れ）、家庭的保育や小規模保育といった地域

型保育事業の創設などが考えられる。その際、

待機児童のいる都市部などでは、既存保育所は

定員超過状態であったり、保育所を新設する土

地がなかったりすることが多いため、認定こど

も園化の促進や地域型保育事業の活用が有効

だと考えられる。 

 また、需要が多い地域においては、保育所が

認定こども園化することにより、１号認定の子

どもを受け入れることができる。特に、新幼保

連携型になれば、２号認定の子どもにも学校教

育としての幼児教育を提供でき、２号認定の教

育需要に応えることができる。 

 一方、人口減少地域では、潜在需要を考慮し

ても供給を上回る需要増が見込めず、むしろ供

給を縮小せざるを得ないところもあり得る。そ

うした地域では、保育所や幼稚園などが単体で

存在していては集団保育に必要な規模を確保

できず、経営効率も悪化する。その場合、保育

所や幼稚園を統廃合しながら、幼保の機能を持

った認定こども園に転換するということも有

効な手段になる。また、地域事情によっては、

認定こども園に集約しつつ、周辺地域に小規模

保育などを配置して、認定こども園と連携して

ネットワーク的に地域の保育需要をカバーす

るということも考えられる。 

 このほか、１号・２号・３号認定のいずれに

も該当しない家庭、すなわち満３歳未満の子ど

もがいる在宅子育て家庭にも、子育て支援の需

要があることを忘れてはならない。こうした家

庭に対して積極的な子育て支援を行いながら、

円滑な就園につなげられるのも認定こども園

の大きな特性と言える。 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

●人口減少下の中で、私たちの社会は今までと

同じ経済成長・発展を続けていくことができる

のでしょうか。今の子どもたちのために、これ

から生まれてくる子どもたちのためにつけを回

すのではなく、持続可能な社会を模索する必要

性を感じています。（ピース） 

●いよいよ制度改革がせまってきました。どの

ように変わるのか気になるところですが、「制度

がはっきりしないから」という他力本願ではな

く、私達自身が何を変えて何を変えないのか、

はっきりしておくべきです。制度が変わっても

「ブレない」もの。子どもも保護者も職員も求

める私達の姿ではないでしょうか。（野球少年） 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 


