
全国認定こども園協会 会報第 12 号                                      H.23.9.15. 

 

 

特定非営利活動法人 
No.12

平成 23 年 

9 月 15 日 

発 行 

発行者 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 代表理事 若盛 正城 

事務局 〒327-0104 栃木県佐野市赤見町 2041 電話 0283-25-4202 

Mail：honbu@kodomoenkyokai/org  URL：http://www.kodomoenkyokai.org/ 

特別寄稿  「子ども・子育て新システム」中間とりまとめについて 

内閣府政策統括官  村木 厚子 氏     

  法施行の具体的な時期については、本格施行には

恒久財源が必要ですから、これは税制抜本改革によ

り恒久財源が担保できるときからということにな

ります。また、法案成立後、本格施行までの間、子

ども・子育て会議（仮称）の設置や国の基本指針の

制定などを平成 25 年度を目途に可能なものから段

階的に実施していくこととされました。 

≪少子化社会対策会議決定≫ 

 政府は、7 月 29 日、子ども・子育て新システム

について、少子化社会対策会議（全閣僚で構成）で

「子ども・子育て新システムに関する中間とりまと

めについて」と題する決定を行いました。 

ご存じのように、子ども・子育て新システムについ

ては、昨年 6 月「子ども・子育て新システムの基本

制度案要綱」が決定され、その後認定こども園の関

係者の方々はもとより、教育、保育、自治体、労使、

保護者、子育て関係の NPO など様々な関係者が 3つ

のワーキングチームで具体的な内容に

ついて議論を重ねてきました。ワーキン

グチームは合計 29 回も開催され、7 月

27 日、これまでの議論の到達点として

「子ども・子育て新システムに関する中

間とりまとめについて」を取りまとめま

した。 

  

≪中間とりまとめの内容≫ 

 次に中間とりまとめで示された新システムの具体

的内容についてみていきます。 

（１）システムの全体像 

1. 
 

す。 

 新システムの基本的考え方は、子ども

や子育てを取り巻く環境が厳しくなる

中で、「子ども」と「子育て家庭」を社

会全体でしっかり支える仕組みを作ろ

うということです。「すべての子ども」、

すなわち、障害があるとか、家庭に何か

の問題を抱えているとか様々なハンデ

ィを持った子どもを含め、すべての子ど

もの健やかな育ちを保障していくため

の制度で

 この中間とりまとめでは、あとでご紹

介しますが①新システムの全体像、②給

付設計の在り方、③幼保一体化の在り方、

④質改善の在り方についての考え方が取りまとめ

られました。一方、秋以降の検討課題として、①国、

地方及び事業主の負担の在り方、利用者負担などの

費用負担の在り方、②国における所管の在り方、③

ワーク・ライフ・バランスの在り方、④国の基準と

地方の裁量など地域の実情に応じた給付等の提供

の仕組みなどが残されました。 

 具体的には第 1図のような新たな一元的なシステ

ムを構築しようとしています。 

①住民に一番近い基礎的自治体（市町村）が実施主

体となり、それを都道府県、国が重層的に支えるこ

と 

②費用は国、地方、事業主、個人など社会全体で負

担すること  今般の少子化社会対策会議決定では、この中間報

告を踏まえて、今後、前述の残された課題について

ワーキングチームで検討を再開し、早急に法案を国

会提出することとされました。 

③制度ごとにばらばらだった政府の推進体制、財源

を一元化すること 

④子育て当事者や教育、保育の関係者、自治体など

関係者が政策の立案やその実施状況の監視に当た

れるよう子ども・子育て会議を設置すること 

 法案の具体的な提出時期ですが、このシステムの

実施のための財源確保に必要不可欠な税制抜本改

革が「平成 23 年度中に必要な法的措置を講じる」

こととされていますので、それとともに法案を提出

することとされています。 

（２）給付設計 

 では新システムによって具体的にどのようなメニ

ューが提供されることになるのでしょうか。 
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 第 1 図の右下の点線の枠内を見てください。一つ

目の大きな柱は現金給付です。現行の「子ども手当」

（あるいは子どものための現金給付）をどうするか

は政治の場でしっかり議論されていますから、その

結果を踏まえ、メニューに取り込んでいくこととな

ります。 

2. 
 

 現物系のサービスですが主なものは次のようなも

のです。 

○妊婦健診：だれもが 14 回の妊婦健診を受けられ

るよう、恒久的な制度として確立します。 

○地域子育て支援事業：赤ちゃんに対する全戸訪問

や養育支援訪問、地域の子育て相談・支援拠点の整

備、一時預かり、ファミリーサポートセンター事業

など基礎的な子育て支援サービスを地域に整備し

ます。 

○こども園給付：新たに創設する学校教育・保育を

一体的に提供する「総合施設」や、幼稚園、保育所

などの施設において質の担保された教育・保育を提

供するための給付を行います。 

○地域型保育給付：前述の施設型のサービスに加え、

小規模保育や家庭的保育（保育ママ）、居宅訪問型

保育など、小規模で地域に密着した多様な保育を提

供します。 

○放課後児童クラブ 

 小学校 4年生以上のニーズにも対応した質の担保

された放課後児童クラブを整備します。 

（３）幼保一体化 

 新システムの大きな特徴の一つは幼保一体化の推

進です。平成 18 年に施行された認定こども園法に

より、認定こども園がスターしました。関係者のご

努力により、その教育・保育の内容は高い評価を得

ています。その一方、制度面では所管省庁や自治体

の所管部局は別々、こども園の認定のほかに幼稚園、

保育所という二つの認可がある、公的な財政措置も

幼稚園については私学助成、就園奨励費補助、保育

所は保育所運営費負担金と別々で、まさに二重行政

となっています。このため、施設数としては年々増

加してきているものの、その高い評価にもかかわら

ず、当初目標とした２０００件には至らず、現在そ

の数は７６２件（平成 23 年 4月 1日現在）となっ
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ています。 

 今回、こうした二重行政を解消するため、幼稚園、

保育所双方の機能を持った「総合施設」（仮称）を

新たに法律で創設します（第 2 図）。「総合施設」

は学校教育法上の学校であり、かつ、児童福祉法上

の児童福祉施設である施設として位置づけられま

す。学校、そして児童福祉施設双方の基準を満たし、

質の高い学校教育・保育を一体的に提供できる施設

を目指します。また、この施設にはそこに通ってい

ない地域の子どもや親に対するサポート機能も担

っていただきます。まさに、地域のすべての子ども

を支援するセンターです。 

 なお、既存のすべての幼稚園がこの「総合施設」

になることを強制はしませんが、政策的にしっかり

誘導をしていきます。また、保育所については 3歳

以上のお子さんのいる保育所は「すべての子どもに

教育を」という観点から学校教育法上の位置づけの

ある総合施設になっていただく方向で、また、3 歳

未満のお子さんのみが通う保育所は学校教育法上

の学校教育の位置づけがないため保育園のままと

なります。これらの施設はすべて「こども園」であ

り、ここに通う子どもはこども園給付を受けること

になります。この給付の一本化によって、これまで

の利用料負担の不公平感も解消されます。 

（４）質改善（機能強化） 

 こうした新しい制度をスタートさせ、子育て支援

を量的にも拡大し、また、質も向上させていくため

にはどうしても追加的な財政支出が必要になりま

す。今回の中間とりまとめでは、２０１５年時点で

の必要最小限の追加的費用の推計を行い、「１兆円

超」が必要との結論を得ました。 

 具体的には、保育や放課後児童クラブの量的拡大

と、０～２歳児保育の体制強化、幼保一体化推進の

ための配置基準の改善、地域の子育てや療育支援の

強化、社会的養護の充実など機能強化を合わせて少

なくとも１兆円が必要ということです。もちろん職

員全体の処遇の底上げや利用料の値下げのような

ことをやろうと思えばもっと大きな費用が掛かり

ます。その意味で最低でもという意味を込めて「超」

という文字が入っているのです。 

  

 ≪社会保障・税一体改革成案≫ 

 この新システムにかかるいわば「請求書」に対し

てどのような答が返ってきたのでしょうか。 

3. 
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我が国の社会保障関係経費の中で、子どものための

費用が占めるウェイトはあまり大きくありません。

おおよその額を見ると、年金関係が 55 兆円、医療・

介護が 35 兆円に対して子ども関係は、6兆円、そ

のうち、子ども手当などの現金給付が 4兆円、幼児

教育、保育などの現物給付は 2 兆円です。OECD 各

国の子ども関係の社会的支出を比較してみても、日

本は、児童手当を給付していた時期で GDP 比０．

８％、子ども手当を前提に計算しても 1％を若干上

回る程度で、3％を超えるスウェーデン、イギリス、

フランスとは比べようもなく、また、2％弱のドイ

ツにも相当水をあけられています。ちなみに、ドイ

ツは日本と同じように少子化が続いており、スウェ

ーデン、イギリス、フランスは近年出生率が上がっ

てきています。 

4. 
 

 こうした中で、若い世代の子育てを社会がしっか

り応援できていないことが、少子化を加速し、ひい

ては社会保障制度の持続可能性を脅かしているこ

と、また、重要な支え手である女性の就労を阻害し

ていることなどがやっと明確に意識されるように

なりました。 

 こうした中で、6 月 30 日、政府・与党は「社会

保障・税一体改革成案」を取りまとめました（政府・

与党社会保障改革検討本部決定）。少子高齢化の進

展によって、医療、年金、介護といった社会保障の

コストが急速に膨らむ中で、社会保障の「機能維持」

のために赤字国債の発行、すなわち後代への「つけ

回し」が続いている状況を改善し、「社会保障の安

定財源確保」と「財政健全化」を同時達成すること

を目指すものです。この成案では 2010 年代半ばま

でに消費税率を段階的に 10％まで引き上げ、それ

によって社会保障の「機能維持」と「機能強化」に

かかる費用を賄うことが提案されています。 

 この成案の中で、改革の優先分野の第一に「子ど

も・子育て支援」と「若者雇用対策」が挙げられま

した。そして、現在は、年金、医療、介護という「高

齢者三経費」、に限られている消費税の使い道を、

今後は「制度として確立された…少子化に対処する

ための施策に要する費用」、を加えて「社会保障四

経費」に充てることとしました。 

具体的には消費税の増収のうち、7000 億円を「子

ども・子育て新システムの制度実施等に伴い、地域

の実情に応じた保育等の量的拡充や幼保一体化な

どの機能強化を図る」ことに充てることが決められ

ました。さらに、そのほかの財源も含めて 1兆円超

程度の措置を今後検討するとされました。これが

「請求書」に対する政府・与党の答です。 

 さて、この 1兆円超、あるいは 7000 億円という

額をどう評価すればいいでしょうか。我が国の子ど

も・子育て施策の現状を考えれば改善しなければな

らないことは山のようにあります。職員の人たちの

処遇全体の底上げをしたい、利用料の無償化はでき

ないか、職員配置をもっと手厚くしたい等々。そう

したことを全部実現していくためには 7000 億、あ

るいは 1 兆という額ではとても足りないでしょう。

一方、子ども・子育ての現物給付の予算は、現在約

2 兆円です。これに 7000 億円上積みされるという

ことは、35％増、1兆円の上積みは 50％増です。子

ども・子育ての施策の強化として決して小さな額で

はありません。 

 いずれにしても、子どもたちのために、そして親

となる若い世代を社会でしっかり応援するために

は国民の方々に負担をお願いしていかなければな

りません。そのためにも、関係者が力を合わせ、知

恵を集めて子ども・子育て支援の制度をより良い形

に作っていかなければなりません。皆様が、日ごろ

の実践を通じて得た知恵や力をどうか新システム

の制度作りに、そしてその実現のためにお貸しくだ

さい。 

平成２３年度第２回トップセミナー 

「子ども子育て新システムセミナー」

開催準備中！ ご予定ください。 

新システムのより具体的な事項が検討され、これに

よる法整備が進められる時期にトップセミナーを開

催します。是非ご参加ください。（詳しくはホームペ

ージを） 

●基本テーマ 

「新システムの動向と地方自治体の役割」 
   ～こども園構想が目指す幼保一体化の姿～ 
●１月２１日（土）13：00 ～16：30（受付12：00 ～ ）

     講演：村木 厚子氏(内閣府政策統括官)、

山縣 文治氏(大阪市立大学教授) 

２２日（日） 9：00 ～12：00 

 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：吉田正幸氏(㈱保育システム代表)

    柏女霊峰氏(淑徳大学教授) 

駒村康平氏(慶応義塾大学教授) 

古渡一秀氏(当協会理事) 

●豊田市福祉センター（豊田市錦町1-1-1） 

開催要項は後日ホームページに掲載します。 
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新システムの具体案検討へバトンタッチ！  新 課 長 さ ん 紹 介 

  

文部科学省初等中等教育局・幼児教育課 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 保育課 

課長 蝦名 善之 氏 課長 橋本 泰宏 氏 

  

5. 
 

た。 

 このたび文部科学省の幼児

教育課長を拝命いたしました

蝦名と申します。よろしくお

願いいたします。幼児教育課

に異動となる直前まで、３月

の東日本大震災の発災を受け

て内閣府に設置された被災者

生活支援チームに勤務し、被災地域における避難所

の実態把握や、生活環境の改善のための取り組みに

専念していました。それ以前は同じ内閣府の行政刷

新会議事務局で、大きな話題ともなった事業仕分け

を担当していました。 

 初めまして。７月２９日付

の異動で保育課長を拝命し

た、橋本です。私にとって、

子どもの行政に携わるのは

二度目です。最初は、平成１

２年４月に三重県庁から厚

生省（当時）に戻った直後、

わずか３か月でしたが保育課の補佐をしておりま

した。その後、７月から児童家庭局（当時）企画課

の補佐に横滑りし、平成１３年１月の省庁再編に伴

って、雇用均等・児童家庭局総務課の補佐になり、

翌年７月までやらせていただきまし

 初等中等教育に携わるのは５年前まで勤務した特

別支援教育課以来となります。当時、特別支援教育

課は幼児教育課と隣り合ってましたが、思い起こせ

ば、幼児教育課では認定こども園法案の準備から成

立に至る大きな動きの中にあり、隣の課にいてもそ

の熱気が伝わってきたものでした。 

 ご案内のとおり、当時はまだ「認定こども園」制

度は存在しておりません。保育所と幼稚園の連携を

進めるため、施設の共用化、保育所保育指針の改定

などが行われていた時期です。それが、今や７６２

施設（本年４月１日現在）もの認定こども園が存在

し、子どもたちのために総合的な教育・保育を行っ

ていただいています。また、去る７月２９日には、

「子ども・子育て新システム」の中間とりまとめが

行われ、その「こども園給付（仮称）」を担う施設

の中核となるのが学校教育、保育、家庭支援を一体

的に行う「総合施設（仮称）」です。この総合施設

（仮称）を含めて新システムの具体的な内容を詰め

るべく、二日と空けず、文部科学省の皆さんと実務

的な話し合いを重ねています。どれをとってみて

も、まさに隔世の感があります。「中間とりまとめ」

に書かれているとおり、新システムの実現に向けて

更なる検討が必要な課題は山積みですが、この国の

将来を担う子どもたちのために、親世代である自分

に何ができるか、自問自答しながら体当たりしてい

こうと思います。何とぞ、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  この５年の間にも、教育基本法の改正や学校教育

法の改正等により、幼児教育を取り巻く状況は大き

く変化し続けてきています。また、子ども・子育て

新システムについての議論も進められてきていま

す。さらに、未曾有の大災害となった東日本大震災

からの復旧・復興を一日も早く進めることが最重要

の課題となっています。 

 このような中、幼児教育行政に期待される役割を

しっかりと果たすことができるよう、特に、現場の

方々が長年取り組まれてきたことを大切にしなが

ら、質の高い幼児教育を通じて子どもの育ちがより

良いものとなるように、全力で取り組んでいきたい

と考えております。 

 皆様のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。 
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 当協会のホームページを、８月からリニューアルしました。未完成や不足部分は順次作成・修正しています。ま

た、今号に同封して、会員ページにアクセスするための、ＩＤおよびパスワードをお知らせします。ご活用くださ

い。 ニュースレターについては、お待たせして申し訳ありませんが、なお調整中です。新システムの検討が再開

されましたら、配信を開始できるように、努力しています。しばらくお待ちください。 
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＜北から南から西から東から＞認定こども園を推進しておられる知事、市長、町長、担当課の方々か

ら認定こども園や新システムにかける思いをお寄せいただきます。今回は、新潟県聖籠町からご登場いただきました。 

  

「子ども・子育て新システムの議論から」 そして昨年 9 月より各々の WT は制度案要綱の基

本的方向性を踏まえて関係者間で延べ 29 回に及ぶ

活発な議論を経て、意見集約を図りながら、これま

での到達点として、子ども・子育て新システムの全

体像、給付の在り方、幼保一体化の在り方、質の改

善の在り方等について、中間的に議論を「子ども・

子育て新システムに関する中間とりまとめ」として

示し検討会議作業グループは、去る７月 27 日に了

承した。 

新潟県聖籠町長 渡 邊 廣 吉 氏 

6. 
 

る。 

聖籠町の幼児教育・保育

の現状は、現下の少子化の

影響で町立幼稚園に空き

教室が目立ち、一方で町立

保育所は、入園定員を大幅

に超過し、新たな保育施設

整備の必要性が課題とな

ったことから、課題解決の

ため幼保一体化に向けて

の議論を行った。その結果として公立の幼稚園(３

園)と保育所(１園)を一体化し、その名称も全て

「何々・こども園」と改称、大胆に保育に欠ける３

歳未満の乳幼児は、質の高い教育と保育を基本とし、

公立の保育所(１園)と民間の保

育所(３園)で担い、３歳以上のす

べての幼児は、量・質ともに高い

教育と保育を基本として、公立施

設のみで義務化した幼保一体化

の取組みを平成１７年４月から

開始し現在に至ってい

しかしながら、「幼稚園・保育所・認定こども園

の垣根を取り払い新たな指針に基づき、幼児教育と

保育をともに提供する「こども園(仮称)」に一体化

し、新システムに位置付ける」とした議論は残念な

ことに後退し、現行制度を存続させ、かつ、指定・

認可による総合施設(仮称)を創設し、移行していく

方針となった。 

政府の子ども・子育て新システ

ムの構築にあたっての議論は、昨

年 6月に政府が決定した「子ども・子育て新システ

ムの基本制度案要綱」に基づき、新システム検討会

議作業グループの下に、「基本制度」、「幼保一体化」、

「こども指針(仮称)」の３つのワーキングチームが

設置され検討をはじめたが、  

また、そのほか自治体と国の役

割や給付設計の在り方、給付シス

テムの一体化・施設の一体化(総

合施設(仮称))の創設、費用負担

など、具体的な制度設計は項目に

よって、今後の検討とされたもの

が多くあることから WT の速やか

な再開を期待している。 

さらに、いくら立派な新システムを構築しても実

施に当たって財源の保障がなければ、絵に描いた餅

になりはしないかと危惧している。 

今後は新システムの残された制度設計の議論と

ともに市町村の役割や使命が大きくなることから、

社会保障と税の一体改革とあわせ、国と地方の協議

の場などを通じて十分に協議を行い、成案化される

ことを期待して止まない。 

私は、全国町村会の立場で「基本制度」と「幼保

一体化」の WT のメンバーとして議論に参加する機

会を得て、町の方向付けや在り方に興味を持って参 

加した。  

【ご案内】 ●地域活性化研修会の開催準備が進んでいます。（決定分同封）どの地域でもご参加ください。 

①� 北海道 地域活性化研修会（後援 北海道） ③関東 地域活性化研修会 

日時：11月 5日（土）13：30～17：00       日時：11月26日（土）13：00～17：45 

場所：北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）   場所：東京家政大学 板橋キャンパス 

②近畿 地域活性化研修会 （兵庫県と共催）  ④中四国 地域活性化研修会 

「認定こども園シンポジウム in ひょうご」   日時：12月 3日（土）※場所等、詳細検討中 

日時：11月19日（土）13：30～17：00      

場所：姫路市文化センター    東北 地域活性化研修会は開催を検討中です。 
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7. 
 

「 次代の先導者たち 」 

淑徳大学総合福祉学部教授  柏女 霊峰 氏 

子どもを生み育てにく

い社会が進行している。出

生率の低下、統計史上最高

を更新し続ける子ども虐

待件数と保育所・放課後児

童クラブ入所児童数、待機

児童の存在がそれを示し、

社会的養護の下にある子

どもも増加している。子ど

も家庭福祉や保育制度は、児童福祉法制定当初の、

子育ては第一義的に親族や地域社会の互助による

という前提条件が崩れたにもかかわらず、基本的に

当時の体系を維持しており、実態と制度とのかい離

が顕著になっている。 

この間、高齢者福祉や障害者福祉制度が良かれ悪

しかれシステムの一般化、普遍化を図り、影響を与

えてきた。これらを受け、直接契約や個人給付制度

を含むいくつかの先導的制度(認定こども園制度、

障害児施設給付制度など)を経て、ついに、昨年、

「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」が

決定された。子ども家庭福祉・保育の新たな幕開け

である。 

認定こども園は、この流れのなかにあって、いわ

ば、子ども家庭福祉や保育制度改革の先導者として

の役割を担ってきた。制度(マクロ)だけでは現実は

動かない。経営・運営や具体的実践といったメゾ、

ミクロレベルの改革、実践と相まって初めて現実は 

動く。先駆的勇者たちによって、メゾ、ミクロレベ

ルの実践は着実に積み重ねられた。それが、マクロ

を動かしたのである。 

一方、社会的養護、障害児福祉等については、充

実は図られているものの基本システムをほぼ温存

した漸増主義が続いており、新システムの導入によ

り制度間乖離はかえって広がろうとしている。今後

は、新システムの導入が先導者となり、これらの分

野のマクロ、メゾ、ミクロレベルの改革も進めなけ

ればならない。家庭的養護の推進、地域生活支援と

いった理念がそれらを後押しし、ソーシャル・イン

クルージョン(社会的包摂)に基づいた切れ目のな

い支援が重視されなければならない。 

さらに、公の限界にも注目する必要がある。こ

うのとりのゆりかごには、4 年間で 75 人の乳幼児

が預け入れられた。子ども虐待死亡事例も、毎年、

120 人前後に及んでいる。これらの事例には、望ま

ない妊娠・出産、飛び込み分娩、貧困、頻繁な転居

などの社会的排除や貧困、ジェンダー問題等現代社

会の矛盾が凝縮されている。公と民の効果的な協働

が求められているのである。 

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 ⑤

子ども家庭福祉・保育は、ようやく新しい幕開け

を迎えようとしている。いや、迎えなければならな

い。その先駆的役割を果たしてきた認定こども園の

勇者たちに、心からの声援を送りたい。 

【平成２３年度第１回トップセミナー報告】 
                平成23年6月17日、18日
〔第１日目〕 
●行政説明（１３：２０～１４：４０） 

「子ども・子育て新システムの構築に向けて」 

講師  村木 厚子  氏（内閣府政策統括官）

 木村厚子政策統括官は、新システムの検討について解説した。 

 子ども子育て支援政策と労働政策がバランスよく行う必要性を説き、

幼保一体化により二重行政が解消される旨を述べた。たま財源におい

ては、保育等の量的拡充と質の拡充に計１兆円超を要望したと報告し

た。 

●講演１（１４：５０～１５：５０） 

演題「保育所・幼稚園が置かれている新たな状況」 

    ～新システムとこども園構想の行方と課題～ 

講師  吉田 正幸 氏（保育システム研究所代表）

 吉田正幸氏は、現状・今後の人口構造の変化を踏まえて、これから

の保育を 10 年単位で考える必要性を説いた。新システムの今後の動

向に関心を持ちながら、現場としてはどのように保育の質を向上させ

るのか考え、保育の成果を地域に情報発信することが大切と述べた。

●講演２（１４：５０～１５：５０） 

演題「新システムへの期待と今後の課題」 

   ～震災後の社会保障制度改革の流れの中で～ 

講師  駒村 康平 氏（慶応義塾大学教授）

 駒村康平氏は、日本の震災の歴史に触れ、少子高齢化や格差が広が

る中、変わらざるを得ない仕組みであると主張し、社会保障制度改革

を契機に幼保一体化を進めることが「未来の日本のシステムである」

と述べ、これからが勝負どころと説明した。 

〔第２日目〕 
●シンポジウム（９：００～１２：００） 

テーマ「大震災が投げかけた新システムの課題」 

     ～子ども環境のリスクマネジメントとは～ 

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         菊池 繁信 氏（全保協副会長） 

                           中島 圭子 氏（日本労連総合政策局長） 

         相田 彩子 氏（AIU ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 

         古渡 一秀 氏（当協会副代表理事） 

 「大震災が投げかけた新システムの課題～子どもの環境のリスクマ

ネジメントとは～」と題し、シンポジウムを行った。 
 菊池繁信氏は全保協の震災担当として被災地の現状と園舎が流失し

ながらも子どもの命を守った保育所を紹介した。中島圭子氏は、災害

時は日頃の危機管理能力が問われると指摘し、保育所の利用児は助か

ったが未就園の親子の安否は未だに確認されていない事を挙げ、地域

とのつながりを説いた。古渡一秀氏は、福島県の被災現状を報告し、

原発事故で子どもの居場所が確保されていない問題点を挙げた。「新

システムがもっと前に始まっていたら、子どもを総合的にケアでき

た」と意見を述べた。相田彩子氏は保育所・幼稚園が生活のライフラ

インとなっていることから、被災後、「いかに早く事業を開催するか」

という事業継続計画が重要な旨を述べた。そのためには行政や業界が

一体となったネットワークが必要であるということを訴えた。 
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子ども・子育て新システム検討会議が 7月 27 日、

「子ども・子育て新システムに関する中間とりまと

め」を正式決定し、翌々日の 29 日に少子化社会対

策会議で了承・決定された。少子化社会対策会議は

全ての閣僚で構成されていることから、事実上の閣

議決定と言ってもいい。今後は、この中間とりまと

めをベースに、費用負担や給付のあり方、国の所管

のあり方など、積み残された課題について検討し、

恐らく 12 月中に法律案大綱を策定、来年の通常国

会に所要の法案を提出することになろう。 

8. 
 

 新システムに関する大きなポイントは、いろいろ

なところで言われていることだが、社会保障と税の

一体改革に連動して、従来

の社会保障三経費（年金・

医療・介護）に子ども・子

育て支援を加えて社会保障四

経費としたことにある。これに

よって、消費税を引き上げ全て

社会保障財源としたときに、そ

の一部を子ども・子育て支援の

費用に充てることができるよ

うになる。その額は 7000 億円

とされており、さらに子ども手当の見直しなどによ

って 3000 億円程度の財源を捻出し、計１兆円超の

財源確保を目指すことになっている。 

 今回の社会保障改革では、「全世代対応」や「未

来への投資」といった原則を打ち出し、「出産・子

育てを含めた生き方や働き方に中立的で選択でき

る社会、雇用などを通じて参加が保障される社会、

子どもが家族や社会と関わり良質な環境の中でし

っかりと育つ社会を目指す」（政府・与党社会保障

改革検討本部が 6 月 30 日に決定した社会保障・税

一体改革成案）としている。 

 これを筆者なりに解釈すると、親の就

労の有無や形態、子どもの障害の有無や

程度、都市と地方の格差などに左右され

ることなく、すべての子どもの最善の利益に向けて、

現金給付と現物給付を組み合わせて多様な子ど

も・子育て支援を充実させることが重要だと捉えて

いる。そうでなければ、多くの国民が広く負担する

税金を社会保障の一環として子ども・子育て支援に

回すことはできない。 

 言い換えると、保育分野では旧来の「保育に欠け

る」要件に限定せず、保育を必要とする子どもに対

する例外のない保育の保障と、すべての３歳以上児

に対する幼児教育の保障が求められる。それには、

現行の幼稚園制度、保育所制度では限界があり、そ

こに新システムを構築しなければならない積極的

な理由がある。幼保を一体化

するとともに、子育て家庭へ

の養育支援を行う総合施設

の存在意義もそこにある。 

子ども・子育て新システムへの 

期待と不安 

 ただ、大きな懸念材料は、消

費税の引き上げによる社会保

障改革が順調に行われるかど

うかである。新システムがスタ

ートを予定する平成 25 年度に

対して、社会保障改革は早くて

も平成 27 年度で、財源措置には２年のズレがある。

しかも、それ以上にずれ込む可能性も決して小さく

ない。人口減少地域の定員割れや施設の統廃合問題、

都市部の待機児童解消などに速やかに対応できる

体制が間に合うのかどうか。あるいは、その間の“つ

なぎ”として安心こども基金のような形で、財源面

のバックアップができるのかどうか。 

 また、新システム自体に対しても、いまだに保育

関係団体の一部が強硬に反対しており、法案の国会

審議においても難航することが予想される。認定こ

ども園法の施行から丸５年が経とうとして

いる中で、新システムへの円滑な移行を念

頭に置いた法制度の再検討も含めて、これ

からが本当の正念場となりそうだ。 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【新システムの公的な情報】 
「子ども・子育て新システム」の事業部会、各ワーキングチームの協議資料、記録、動画（５月以降分）は、 

下記の内閣府ホームページからダウンロード、視聴できます。 
http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/index.html 

又は、「子ども・子育て新システム」で検索してください。 

【編集後記】 

●同時多発テロから10年、震災から6カ月。そして、民族紛争や経済破綻など、世界を覆う不安は増しています。
人類は、どこへ向かっているのでしょうか？ 人が「生きる」ことに真剣に向き合うことが求められているよう
に思います。新システムが地域において豊かに息づくことをただただ願います。     （なすおろし） 

●6月のトップセミナーにおいて、メディアでは見えなかった被災地の状況を知り、被災地での保育所・幼稚園の
努力、頑張りを改めて感じました。九州の者ですが、いち早い復興のためにも何か尽力できればと考えています。

（九州男児） 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/index.html

