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前々号、前号に続いて、認定こども園における
マネジメントについて深掘りしたいと思います。
今回は、「安心して働き続けられる組織づくり」に
ついて触れたいと思います。昨今、組織内の人間
関係がうまくいかずに多数の職員が⼀⻫に退職し
てしまう事態があちこちで報じられていることは
皆様もよくご承知のことと思います。先日は、静
岡県浜松市の認可保育所では、１８名もの職員が
経営層のパワハラを理由に、⼀⻫に退職すること
が報じられ、園の経営を揺るがしかねない事態に
まで発展してしまいました。マネジメントが機能
不全となる組織では、こうした事態がどこでも起
こりうるということでしょう。職員が安心して働
き続けられないと認識された組織では、経営リス
クが高くなり、事業継続が難しくなる時代になっ
たということです。 
 こうした事態は、施設経営を取り巻く環境が大き
く変化しているために起きていることと私は捉え
ています。環境変化の中でも、特に注目したい点は
「職員の意識の多様化」「インターネットや SNS 普
及」「人材の流動化」の３点です。 
 

 
 
 
 
 

どの時代であっても、職員の意識は常に変化する
ものだと思いますが、特に最近は「働き方」の意識
が多様化していますので、職員のライフステージに
合わせて柔軟に働き続けられる仕組みを持ってい
るかは経営の基本的な枠組みとして整備する施設
は多いと思います。経験年数を重ねた中堅職員が、
ライフステージの変化とともに⼀時的に非常勤と
して働き、その後数年経過して常勤職員として復帰
したいといったニーズは、特別なことではなくなり
ました。最近では、常勤の若手職員に対して経験豊
富なベテラン非常勤の組み合わせで保育を行うこ
とが珍しくなくなりました。こうした変化に対して
年功序列のマネジメントのままですと人間関係が
悪化しやすく、能力のある若手職員ほど辞めやすい
といった現象も起きています。 
 インターネットやＳNＳの普及により、悩みやト
ラブルなどがあった際、直接誰かに相談しなくても、
ネット上に投稿することで解決しやすい時代にな
りました。同じような問題を抱える人たちと、情報
を共有し合うことで解決策が見つかることがある
⼀方で、ちょっとしたトラブルについてネット上で
相談すると、共感どころか「それはひどい」とエス
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『 これから期待される認定こども園のマネジメントⅢ 』 

「安心して働き続けられる組織づくり」 

浅野
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まこと

 氏（株式会社フォーサイツコンサルティング代表取締役）  
3 法令の改定もあり、国の認定こども園に対する期待は大きくなっており、教育・ 

保育の現場で日々奮闘されています保育者の皆様方の役割は今まで以上に大きなも 

のになるかと思います。 

前回、前々回に引き続き、マネジメントの観点から保育の質の向上を探ります。 
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＜信頼を得るために必要な要素＞ 

・相手が認識するリスクを、相手の視点で理解すること 

・任されるだけの能力が認められること 

・言行が一致していること 

カレートしてしまい、不安が増幅するような事態も
起きていて、インターネットの影響で自分が所属し
ている組織は本当に大丈夫なのかと疑問を持つよ
うなことも珍しくなくなりました。 
 さらに、人材は流動化していて、新たに他の職場
を探そうと思えばあちこちで魅力的な条件
での募集が出ていますので、疑問や不安感を
抱いた人たちが容易に転職を考えやすい環
境にあります。このように、保育施設を取り
巻く環境変化が劇的であり、簡単に職を移り
やすい時代となっている中で、園の経営は「安心し
て働き続けられる職場づくり」が求められるように
なりました。 
では、どのようにして安心して働き続けられる職場
をつくればよいのでしょうか。キーは３つあります。
１つは「見通しの共有」２つめは「信頼性の高い組
織づくり」３つめは「多様な働き方への対応」です。
３つめの多様な働き方への対応は、上記で示した通
りですが、他の２つはどのように考えればよいか、
解説します。 
 人は⼀般的に「見通し」がつかないことに不安感
情を覚えます。見通しが不安定だったり不確実な状
況だったりすると、失敗への恐れを感じやすく、何
か新たなことにチャレンジしようとするよりも、気
持ちが守りに入りやすくなります。反対に、見通し
がある程度見えていると、仮に先に潜むリスクなど
がある場合であっても、対応策を考えるなどによっ
てある程度の覚悟が生まれやすくなります。職員の
キャリアの見通し、選択肢や可能性の幅、数年先の
自分の姿などがある程度見えている組織では、安心
して働く気持ちが芽生えやすくなります。 

ある組織が人に安心感を提供するのは非常に難
しいことと言えます。なぜなら、安心は、文字通り
人の「心の中」にあり、安心するかどうかは本人の
感情の持ちようで決まるからです。どんなに待遇が
よくても、施設が充実していても、安心するかどう
かは本人の感情次第ということです。では、どうに
もしようがないかというと、そうでもありません。
組織の信頼性が高いことで、職員が安心感を持ちや
すくなるとうことはあります。働く職場の信頼性が
高いと、自分の気持ちをオープンにしやすくなり、
いろいろなことを組織に託しやすくなります。安心

の提供は非常に難しいことですが、信頼性の高い組
織をつくることによって、職員の安心感を醸成する
ことは可能です。 

では、信頼性の高い組織をつくるにはどのような
取組みや姿勢が求められるのでしょうか。 

人が誰か（または組織）のことを信頼するかどう
かを判断する時、相手がこちらのことを第⼀に考え
てくれるかどうかをはかることがあります。相手が
本人の都合や自己の利益のために動く人だとわか
ると、距離を置きたくなります。親身になってこち
らのリスクを自分と同じ目線で理解してくれて、最
善の方法を⼀緒に考えてくれると心が開きやすく
なります。ですから、信頼を得るためには、自己の
利益よりも、相手が認識するリスクを、相手の視点
で理解することが必要となるということです。また、
どんなに相手の視点でリスクを理解する人であっ
ても、その人にそのリスクを解決するだけの能力が
認められないと、信頼しようとしません。組織も同
様です。自分の人生を託して働き続けようかどうし
ようか考える時、法人の問題解決能力は重要な判断
基準になりやすいということです。そして、言って
いることと行っていることにギャップがあると人
はその対象を信頼しません。園が外に向けて示して
いることやアピールしている内容が現実と異なる
ということであれば、信頼に値しません。決められ
たことを忠実に実行する姿やウソ偽りがないこと
は信頼性の高い組織をつくる上で欠かせない要素
です。 

今回は、多様な働き方ニーズがある中で、いかに
安心して働き続けられる組織づくりを行うかに焦
点を当てて解説しました。今後の皆様の園運営の役
に立てれば幸いです。 
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●経営研究委員会 
「認定こども園の“経営の質”を考える」 

2018（平成 30）年度、「経営研究委員会」が設置されま

した。 

当協会は、認定こども園として“すべての子どもの最善の

利益”を掲げ、保育の質の向上を目指してきました。 

10 年に及ぶ協会活動の中、2015 年度（平成 27 年度）に

子ども・子育て支援新制度の施行に至り、2019 年度は、新

制度 5 年の見直しを迎えています。認定こども園として、保育

の質の向上と共に、“経営の質”も振返り、考える場を企画す

るとして、経営研究委員会が設置され、「経営セミナー」を実

施しています。 

2018（平成 30）年度に、初めて「経営セミナー」を行い、

好評を頂きました。今年度も、2 月 25 日(火)、26 日（水）と

開催します。どうぞ奮ってご参加下さい。新制度 5 年見直し、

無償化対応、公定価格議論、働き方改革等、認定こども園の

経営として心配事が多くあります。保育の質の向上と共に、経

営の質の向上を考える場を提供していきます。よろしくお願い

します。 

経営研究委員会 委員長 正本秀崇 

 

●政策委員会 
全国認定こども園協会が立ち上がり 10 年目を迎えた

2018（平成 30）年に、新たに設置された委員会です。 

2015（平成 27）年度に子ども・子育て支援新制度がスタ

ートしましたが、その制度が子どもたちや子育て家庭、そして

事業者にとってよりよい制度として機能していくために、政策

課題に着目してまいります。 
主な活動内容としましては、アドバイザリーボードを招いて

の政策勉強会、内閣府との意見交換会、子ども・子育て会議

への意見書の作成、要望書の作成、政策提言等がございま

す。 

直近では、去る 12 月 17 日に内閣府子ども子育て本部の

藤原審議官、八田参事官と面会し、要望書を提出して参りま

した。その後、衛藤晟一少子化担当大臣に表敬訪問し、子ど

もや子育て世帯が抱える諸問題について意見交換をして参

りました。 

急激な出生数の減少をはじめ、虐待問題、貧困問題など、

地域の子育て家庭が抱える多くの問題点や、子ども・子育て

支援新制度の次の 10 年目の見直しに向け、取り組まなくて

はならない課題などにこれからも向き合い、活動して参りたい

と思います。 

政策委員会 委員長 田頭初美 

 

 

 

 

 

 

●研修委員会 
2019 年度よりすべての研修を全国認定こども園研修研

究機構が主催し、その企画運営を研修委員会が担う形とな

りました。看板研修であるステップアップ研修は、内容を見直

し、より認定こども園の保育や運営に資するものとなるよう、

また講師の伝えたい、受講者の知りたいに添えるよう練り直

しました。さらに、開講にあたり研修の企画意図を、閉講にあ

たり２日間の振り返りと簡単なアウトプットを行い、聞くだけで

終わらない研修となるよう変化してきています。 

今年度は念願の新たな研修を企画実施することができま

した。一つは 9 月 28 日に「大豆生田啓友の想いを語り対話

で紡ぐ」を開催しました。内容としては、先生が今最も伝えた

いこと、その想いに至るルーツ、これからの標、の３つの講演

を現在・過去・未来と軸を設け、講演の間を受講者同士の対

話を通してより理解を深めるという、インプットとアウトプットを

意識する構成になっていました。11 月には自己評価コーディ

ネーターの研修も開催することができました。これからの研修

にもぜひご期待ください。そして共に学び合いましょう。 

研修委員会 委員長 輿水基 

 

 

●調査広報委員会 

調査広報委員会は、「会報」の発行が主な役割となってい

ます。 

2019 年度は、年 3 回の会報の発行を予定しています。ま

た、今年度は、保育料の無償化がなされ、来年度は子ども子

育て支援法の改定が行われます。そのために、内閣府に情報

提供をお願いしております。内閣府より情報提供がありました

ら、会報の号外として発行し、皆様にお知らせできればと考え

ています。制度等が目まぐるしく変化しておりますので、リアル

タイムに情報提供できる方法を検討しています。 

また、全国認定こども園協会創設から 11 年目を迎え、さら

に無償化がなされたことを受け、加盟園と保護者の皆様にア

ンケートをさせていただき、協会への満足度や、無償化がど

のように受け止められているかをまとめ、協会の更なる発展

や、国への提言に活かすことができればと考えておりますの

で、皆様のご理解とご協力とをお願いいたします。 

調査広報委員会 委員長 太田勝基 

 

 

「委 員 会 活 動 報 告」 
当協会では、認定こども園における教育・保育の質の向上や子育て支援の充実、職員の資質向上、経営の健

全化などを図るため事業に取り組んでおります。 

今回は協会における委員会活動についてご紹介いたします。 
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 令和元年 8 月 29 日の第 44 回子ども・子育て会議より
議論・検討がなされた「子ども・子育て支援新制度施行
後 5 年の見直し」については令和元年 12 月 10 日に開催
された第 50 回子ども・子育て会議において方向性が示
されました。その間、当協会では会議の際に書面による
意見書を提出し、『この制度の根幹はすべての子どもの最
善の利益のための「量」の拡充と「質」の向上である。
現在行われているすべての議論が「すべての子どもの最
善の利益のため」に充実した教育・保育及び子育て支援
が展開されるための議論となることを願うとともに、決
して子どもたちとその保護者及びこの職に従事する者た
ちが置き去りにならない制度の見直しをお願いしたい』
と訴えてまいりました。 
 新制度施行後 5 年間で経過措置の期限が到来した幼保
連携型認定こども園における保育教諭の資格特例に関わ
る項目、幼保連携方認定こども園における保健師、看護
士、准看護士のみなし保育教諭の特例については第 198
回通常国会において第９次地方分権一括法により、認定
こども園法一部改正法及び教育職員免許法を改正し、特
例期間を５年間延⻑するということが可決成立されまし
た。これにあわせて、保育士資格の取得に係る特例期間
を５年間延⻑する告示改正がなされました。 
 以下、第 44 回会議（令和元年８月 29 日開催）以降、
地方分権改革に関する提案事項や、会議におけるこれま
での議論や制度の施行状況等を勘案し、検討された見直
しに係る対応方針について全文を記します。 
１．はじめに 
平成 27 年４月の子ども・子育て支援新制度の施行以来、
政府においては、「待機児童解消加速化プラン」「子育て
安心プラン」に基づく保育の受け皿整備や、保育士等の
処遇改善等、幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充と
質の向上に取り組んできた。さらに本年 10 月からは、「新
しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月８日閣議決
定）等に基づく幼児教育・保育の無償化が開始されるな
ど、一定の成果をあげてきたところである。 
他方、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）
附則第２条第４項及び就学前の子供に関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律（平成 24 年法律第 66 号）附則第２条第２項におい
ては、法律の施行後５年を目途として、施行の状況を勘
案し、必要があると認めるときは、法律の規定について
検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
のとされている。この規定を踏まえ、本会議では、第 35 
回会議（平成 30 年５月 28 日開催）から施行後５年を目
途とする検討を開始し、各委員から提出された検討すべ
き事項を整理した。その上で、まずは経過措置の期限が
到来する、幼保連携型認定こども園における保育教諭の
資格特例等の事項について検討を行い、その結果に基づ
いて政府において特例や経過措置の延⻑等の必要な対応
が行われたところである。さらに、第 44 回会議（令和
元年８月 29 日開催）以降、地方分権改革に関する提案
事項や、会議におけるこれまでの議論や制度の施行状況
等を勘案し、検討が必要な事項についても検討を重ねた。
この度、これらの検討結果を踏まえ、以下の方針により
政府において必要な対応をとることを求めることとする。 
２．制度全般に関する事項 
（１）支給認定区分の変更、保育標準時間・短時間の区
分、求職要件など支給認定の在り方 
① 支給認定区分の変更の時点について 
３号認定から２号認定への職権による区分の変更につい
て、既に区分が切り替わる毎に通知が必要だったものを、
年度の末日までに通知をすればよい取扱いとしていると
ころであり、変更の時点の見直しなど、更なる制度改正
を行うことによって生じる影響等への懸念が大きいため、
現行の制度を維持すべきである。 
② 保育標準時間・短時間の区分について 
現行の保育の必要量の区分を統合することについては、
認定等に係る市町村の事務負担の軽減が期待される一方
で、保育標準時間に統合した場合に保育所等における保
育の⻑時間化につながるとの懸念が指摘されている。保
護者の就労の実態に応じ、子どもの健全な育成を図る観
点から必要な範囲で保育を利用できるようにすることは
重要であることから、無償化の施行の状況等も注視しな
がら、多様な働き方への対応や公費負担への影響等も踏
まえつつ、区分の在り方について引き続き検討すべきで
ある。 
③ 保育の必要性認定における「求職活動」の要件について 
保育の必要性認定における求職事由の取扱いについて、
以下の点を踏まえ、通知等により周知すべきである。 
▷求職活動の取扱いについては、他の認定事由との公平

子ども・子育て支援新制度施行後５年
の見直しに係る対応方針について 

〜第 50 回子ども・子育て会議資料より〜 
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性、地域における実情、求職活動の性質等を踏まえるも
のであること。 
▷求職活動の内容及び確認方法について、以下のような
例示を行うこと。 
・ 求職活動の内容については、客観的に求職活動と認め
られる内容及び状態であることが求められ、主なものと
して、ハローワークにおける求職申込、求人への応募、
職業相談・職業紹介、各種講習・セミナー受講、個別 
相談ができる企業説明会等への参加等が含まれる。なお、
自宅における、新聞・インターネット等での求人情報の
閲覧のみを行っている場合や、知人への紹介依頼等、活
動頻度や時間、内容等に鑑み、その活動のみをもって保
育の必要性が生じているとは言い難い場合は含まない。 
・ 申請時に、今後の求職活動の計画等の提出を求め、認
定の有効期間終了後に再度申請する場合には、活動内容
の報告を求める。 
（２）幼稚園等で受け入れている２歳児を支給認定（教
育認定）の対象とすることについて 
現時点では、幼稚園における２歳児の受入れについては、
実施の有無や目的・内容が多様であり、支給認定の対象
とし一律の公定価格を設定する状況にあるとは言えない
ため、引き続き多様な活動を地域子ども・子育て支援事 
業や公定価格の子育て支援活動費加算等により支援すべ
きである。 
（３）大型マンション内に認可保育所を設置する場合の
居住者の取扱いなど、大規模開発時の利用調整の在り方 
大型マンション等の建設時に、当該マンション等に認可
保育所を設置するような場合の利用調整における取扱い
については、自宅と保育所との距離等を勘案し入所する
保育所を決定する中で各自治体において個別に判断する
こととしつつ、こうした場所における保育所等の設置促
進のための取組について、再度通知や FAQ の発出等に
より周知すべきである。 
（４）認可外保育施設の認可施設への移行に向けたイン
センティブ付与など、移行促進のための方策 
認可外保育施設への指導監督や巡回支援を徹底するとと
もに、現在実施している移行促進策を引き続き実施し、
認可外保育施設の認可施設への移行の支援に取り組むべ
きである。 
３．公定価格全般に関する事項 
（１）公定価格の算定方法など、公定価格に算定されて
いる経費と実際の運営ストの比較による公定価格の検証

の在り方 
 公定価格の設定方法については、対象となる費目を積
み上げて金額を設定する「積み上げ方式」を維持すべき
である。公定価格の見直しを行う際には、公定価格の算
定経費と実際の運営に要した費用が乖離しないよう、経
営実態調査の結果を考慮し、人件費、管理費及び事業費
の水準の見直しを図ることを基本とすべきである。本年
10 月の改定により２号認定子どもに係る公定価格に存
置された旧副食費相当額の一部については、経営実態調
査において人件費割合が増加し収支差率が悪化している
状況に鑑み、その財源分を人件費に上乗せするべきであ
る。 
（２）基本分単価の加算化や加算の基本分単価への組み
入れなど、基本分単価と加算の在り方 
① 所⻑設置加算等の算定方式の見直し 
所⻑（管理者）設置加算については、所⻑の設置は義務
とはされていないが、95％以上の園において設置されて
おり、事務負担軽減の観点から、基本分単価に組み入れ、
要件を満たさない場合に減算する仕組みとすべきであ 
る。事務職員雇上費加算の基本分単価への組み入れにつ
いては、施設等における事務負担の状況も踏まえながら
公定価格における事務職員の評価について引き続き検討
することとし、今回の見直しに際にしては現行の仕組み 
を維持すべきである。 
② 認定こども園のよさを生かす算定方法の在り方 
認定こども園におけるチーム保育加配加算の算定方法に
ついて、保護者の就労状況にかかわらず子どもの受入れ
が可能である認定こども園のよさを生かす観点から、３
歳以上の子どもの認定区分が１号から２号へと変更され
る場合の算定方法を見直すべきである。 
（３）地域の給与の状況を反映するための地域区分の在
り方 
人件費に係る地域区分の在り方については、より広域的
な設定を提案する意見もあったが、統一的かつ客観的な
ルールによることが必要であり、国家公務員及び地方公
務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して設
定するという基本的な考え方を維持すべきである。その
上で、子ども・子育て支援新制度独自の区分設定につい
て、国家公務員等の地域手当の設定がない地域における
現行の補正措置に加えて、介護保険制度における改正の
状況を考慮し、国家公務員等の地域手当の設定がある地
域においても、当該地域の地域区分よりも支給割合の高
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い地域に囲まれている場合には、当該地域を囲んでいる
地域のうち支給割合が最も近い地域区分まで引き上げる
仕組みの導入を検討すべきである。なお、子ども・子育
て支援新制度施行時に令和元年度までの時限措置とし 
て設けた地域区分の経過措置については、施設・事業所
の運営に与える影響を考慮して継続すべきである。また、
将来的な取扱いについては、引き続き検討すべきである。 
（４）土曜開所に対する公定価格上の評価の在り方 
土曜日における保育所等の開所状況について、一部の園
において土曜日に閉所しており、また、開所している園
について利用児童数や職員数が平日より少ない園が多い
という実態がある。一方で、現行制度上、土曜日は月に 
１日でも開所していれば公定価格の調整がかからない仕
組みとなっている。こうした実態や現行制度の積み上げ
方式という仕組みも踏まえ、土曜日開所の公定価格上の
評価について、「開所日数」、「利用児童が少ない場合の事 
業費」、「利用児童が少ない場合の人件費」の観点から議
論を行った。「開所日数」に着目する評価については、一
部の土曜日だけ閉所した場合も、全て開所した場合と同
様に評価することを維持する根拠に乏しく、影響も一部
の土曜日に閉所する園に限られるものであり、調整を実
施すべきという意見が多かったことを踏まえ、保育所等
の安定的な運営にも配慮しつつ、土曜日の開所日数に応
じた調整について検討すべきである。一方で、経営実態
調査の結果をみても、保育所等の全体の収支差は小さい
ものとなっており、土曜日の利用児童が少ないことに着
目した評価については慎重な検討を求める意見が多数あ
り、保育所等の運営全体に与える影響を鑑み、慎重に検
討すべきものである。特に、人員配置については公定価
格での評価以上の人員を配置している実態があり、保育
所等の人件費について現在よりも削減することについて
は多くの委員から反対意見が示されており、現行以上に
人件費を削減することは行うべきではない。 
（５）施設整備費補助の仕組みと整合性等を考慮した減
価償却費加算・賃借料加算の仕組みの在り方 
減価償却費加算における地域区分について、区分設定の
際に参考とした保育所等整備交付金制度では平成 29 年
度に区分を見直したことを踏まえ、保育所等整備交付金
制度と同様に区分を見直すべきである。賃借料加算にお
ける地域区分について、区分設定の際に参考とした生活 
保護制度では平成 27 年度に区分を見直しているが、 仮
に同様の見直しを行った場合、減額になる自治体もあり

うるところ、待機児童の解消に向けて保育の受け皿整備
を進めているという現下の情勢に鑑み、現行の地域区分 
を維持すべきである。 
４．処遇改善や事務負担軽減等、教育・保育の現場で働
く人材の確保に関する事項 
（１）処遇改善等加算の職員給与への反映状況等の実態
を踏まえた、処遇改善の着実な実施とそのための方策 
① 更なる処遇改善保育士等の給与の状況については、こ
れまでの処遇改善に向けた取組が一定の効果を上げてき
ている一方で、依然として全産業平均の賃金月額との間
で差があることを強く認識すべきである。これを踏まえ、
処遇改善に関する加算の取得の一層の支援を図るととも
に、更なる処遇改善について、必要な財源の確保や改善
努力の見える化と併せて引き続き検討すべきである。 
② 処遇改善等加算に係る事務負担の軽減や運用の改善 
処遇改善等加算について、賃金改善の基準年度の取扱い
を含め、地方自治体や事業者の実務への影響を精査しつ
つ、一定の場合には、計画・実績報告の手続をより簡素
に行うことを選択できるようにするなど、事務負担の軽 
減を図る観点から見直しを検討すべきである。また、処
遇改善等加算の認定権限の移譲については、都道府県と
加算の認定の実施を希望する市町村との間で協議が調っ
ていること、広域利用時の事務の重複を回避することを
前提として、当該市町村に移譲することを認めるべきで
ある。処遇改善等加算Ⅱの施設内での配分方法について
は、加算の取得割合が着実に向上している一方で、未取
得の理由に職責と給与の逆転を挙げる施設が多いことを
踏まえ、加算の取得のきめ細かな支援や効果の状況を見
極めつつ、定額配分者の最低人数の更なる緩和を引き続
き検討すべきである。 
（２）保育士以外の職種の配置に関する公定価格上の評
価の在り方 
保育士以外の職種の活用を促進する観点から、特に、地
域の高齢者の方に参画いただく入所児童処遇特別加算に
ついて、その趣旨・目的を適切に表現できるよう、加算
名称を見直すべきである。 
（３）休日保育における共同保育の在り方 
複数の施設が休日保育において共同保育を行い、施設ご
とに輪番制で各施設の利用児童を受け入れる場合につい
ても、休日保育加算の対象となるよう、加算要件を見直
すべきである。 
（４）夜間保育所に関する公定価格上の評価の在り方 
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夜間保育所は就労形態の多様化に伴う夜間の保育ニーズ
に対応するものであるということや、夜間保育所固有の
業務や経費があることに鑑み、夜間保育所のより安定し
た経営の構築に向け、夜間保育加算を拡充すべきであ 
る。 
（５）申請書類の様式統一化など、施設型給付の請求に
係る事務負担の軽減方策施設型給付の請求様式について
は、市町村が実際に使用している様式も参考にしながら、
統一的な請求様式を作成するとともに、普及に向けて取
組を進めるべきである。 
（６）土曜日における共同保育の実施、子どもの帰宅後
も保育士が閉園まで勤務するという運用の改善など、働
きやすい職場づくり、業務負担の軽減による、保育士等
の勤務環境の向上のための方策土曜日の利用児童数が少
なくなっている中で、保育士等の働き方改革等の観点か
らも、土曜日における共同保育の実施は有効であり、取
組の在り方等について通知やＦＡＱの発出等により明確
化すべきである。保育士等の業務負担軽減等による働き
方改革については、子どもが全員帰宅した後の取扱いに
関し、「市町村や保護者から連絡があった場合に備え 
て確実な連絡手段や体制が確保されていること」など連
絡体制の確保措置を要件にしたうえで、そうした時間に
ついては保育士がいなくても可とすることを明確化すべ
きである。 
（７）保育所における職員の短時間勤務について、配置
可能な条件の見直し、対象職員の拡大など、配置要件の
在り方 
保育所における短時間勤務職員の配置については、調理
員等に短時間勤務職員を導入することについて、保育の
質の確保にも留意しつつ現行の職員配置基準においても
実施することが可能である旨、通知や FAQ の発出等 
により明確化すべきである。 
（８）地方自治体等における研修体制の整備、職員の研
修受講や園内研修の実施を評価する仕組みなど、保育士
等が研修を受講しやすくするための体制づくり 
保育士等に対する研修の実施については、今後も効果的
かつ効率的な受講が可能となるよう、取組を検討し、必
要な対応策を講じるべきである。 
（９）都市部とは違った形での人材確保対策など、人口
減少地域における保育の継続のための支援策 
地域ごとに異なる具体的状況に応じた保育の在り方につ
いては、少子高齢化の急速な進行も踏まえ、離島・へき

地を含めた人口減少地域等における保育に関するニーズ
の見通しや取組事例を把握するための実態調査の実施 
など、その実態の把握や対応策として何が考えられるか
の検討に着手すべきである。また、保育所等の空きスペ
ースを活用した児童発達支援の実施の方策なども検討す
べきである。 
（10）保育人材の確保に向けた保育士等の魅力向上のた
めの方策 
保育人材の確保については、これまで処遇改善や事務負
担軽減などの取組を実施してきたが、依然として保育士
の求人倍率は全職種平均と比較しても高く、保育人材の
確保が困難な状況が続いている。このような状況を踏 
まえ、保育士等を目指す人や保育士等に復帰しようとす
る人が増え、保育現場に参加・復帰しやすくなるよう、
保育士等という職業や働く場としての保育所等の魅力の
向上とその発信に向けた取組等の検討に着手すべきであ
る。 
（11）潜在保育士の就職・再就職支援の強化のための方策 
保育人材確保に向けた、潜在保育士に対する研修の実施
や資格試験の充実については、これまで、復帰後の保育
士に対する園内研修の費用補助や年２回の保育士試験実
施の取組を行ってきたところであり、引き続き研修機 
会の確保等による再就職支援等を行うべきである。また、
看護師等免許保持者類似の届出制度の導入については、
法令上必要となる措置や実務的な事務体制の整備可能性
も勘案しつつ必要な財源等の費用対効果も踏まえ、引き
続きどのような対応が可能か検討すべきである。 
５．教育・保育の質の向上に関する事項 
（１）質の高い教育・保育の実施のため、基準を超えた
職員を配置する施設・事業所への対応 
「１歳児の職員配置基準の改善」及び「４・５歳児の職
員配置基準の改善」を始めとする配置改善については、
「0.3 兆円超」の安定的な財源の確保と併せて引き続き
検討すべきである。 
本年 10 月の実施を見送った保育所におけるチーム保育
推進加算の充実については、必要となる財源の確保と併
せて検討すべきである。 
（２）きめ細かな調理・アレルギー対応等の食育の推進 
幼稚園・認定こども園における１号認定子どもに係る給
食実施加算については、園として必要となる費用に応じ
た内容となるよう加算適用の在り方を見直すとともに、
きめ細かな栄養・衛生管理等の下で調理し給食を実施 
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する場合の加算単価の充実を検討すべきである。また、
栄養管理加算の充実については、食育の充実など教育・
保育の質の向上に栄養士・栄養教諭等が重要な役割を果
たしていることを踏まえ、必要となる財源の確保と併せ
て検討すべきである。 
（３）小学校との連携・接続や外部評価など、教育・保
育の質の向上に資する取組の推進 
幼稚園・認定こども園における主幹教諭等専任加算につ
いて、継続的な幼小連携など教育・保育の質の向上に資
する取組によっても取得できるよう要件を弾力化し、加
算の取得促進と教育・保育の質向上を図るべきである。 
 また、幼稚園・認定こども園における施設関係者評価
加算について、学校関係者評価が単なる運営評価にとど
まらず、教育・保育の質向上につながるものとするため、
自己評価の実施を前提に、公開保育の取組との一体的な
実施に対する一層の支援に向け、検討すべきである。 
６．地域の子育て支援等の機能の充実に関する事項 
（１）地域の子育て支援活動の評価の在り方 
現行の、地域の子育て支援の取組状況に着目した加算の
在り方に関し、障害のある子どもの受入れや、地域にお
ける子育て支援の機能を保育所等が担っていくことを踏
まえ、公定価格上の評価について検討すべきである。 
（２）被虐待児等の要保護児童等といった支援が必要な
子どもへの対応の評価の在り方 
地域の関係機関が連携した要保護児童対策や子育て支援
の必要性は増し、そうした関係機関の１つとして、保育
所等に期待される役割や実際の対応も、今後増大してい
くと見込まれる。一方で、要保護児童への支援等は、保 
育所等が日常的に行う業務の１つであるという面もある。
こうした中で、被虐待児等の要保護児童への支援を進め
ていくに当たり、要保護児童対策地域協議会への参加や
個別の支援といった保育所等での取組を評価すること 
を検討すべきである。医療的ケア児の受入れ促進策につ
いて、医療的ケア児の受入れに関する 
モデル事業や実態調査等の結果を踏まえて、引き続きど
のような対応が可能か検討すべきである。 
７．認定こども園に関する事項 
（１）施設類型、設置者及び利用者の支給認定区分の違
いによって、「特別支援教育費補助」「多様な事業者の参
入促進・能力活用事業」など、異なる制度が適用される
私立認定こども園における障害児等支援の補助体系の在
り方既に一般財源化した保育認定子どもに係る部分につ

いては、国と地方の税財源配分の在り方に関わる課題で
あり直ちに変更を行うことは困難であることなどから、
現時点で認定こども園に係る障害児等支援事業を一元化 
することは困難であるが、各園への支援レベルが低下す
ることのないようにしつつ少しでも事務の簡素化を図る
観点から、法律上私学助成を交付することが可能な学校
法人立認定こども園の３〜５歳については、「多様な事 
業者の参入促進・能力活用事業」ではなく一律私学助成
の補助対象とすべきである。 
一方、施設類型や設置主体により障害児等に対する必要
な支援は異なるものではないため、更なる支援の一元化
については、国地方の税財源配分の在り方等に関する大
局的な議論の機会をとらえるなどして、引き続き検討 
すべきである。 
（２）３歳以上園児の保育室の３階以上への設置の可否
など、幼保連携型認定こども園の設備に関する基準の在
り方 
満３歳以上園児の保育室を２階までに確保している場合
においては、当該園児が使用する遊戯室を３階以上に設
置可能とするなどについて周知しており、更なる基準緩
和は行わないこととすべきである。 
（３）５年間延⻑されている保育教諭の資格特例に係る
経過措置期間中に、免許状・資格併有を促進するための
インセンティブ付与等の方策令和６年度末までの保育教
諭の資格特例に係る経過措置期間中に更なる免許状・資
格の併有を促進するため、保育者の質の確保に留意しつ
つ、認定こども園で保育教諭としての勤務経験を有する
場合、上記特例の適用に当たって考慮できる点はないか
等、①保育士の登録を受けた者についての、幼稚園教諭
免許状取得特例と、②幼稚園教諭免許状所有者の、保育
士資格取得特例の在り方について、引き続き更なる検討
を進めるべきである。 
８．地域型保育事業に関する事項 
（１）小規模保育事業における運営等の在り方（B 型か
ら A 型への移行促進、一時預かり事業など） 
小規模保育事業 A 型への移行促進については、現在にお
いても小規模保育事業 B 型から A 型に移行するインセン
ティブを公定価格上設けており、各種講演や自治体の担
当者会議等において周知・説明すること等により引き続
きその活用促進に努めるべきである。小規模保育事業所
での一般型一時預かり事業の実施については、現行の 
実施要綱においても可能であり、そのことにつき通知や
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FAQ の発出等により周知すべきである。 
（２）家庭的保育事業や小規模保育事業 C 型に従事する
者の研修要件の在り方 
家庭的保育補助者が業務に従事するに当たり受講が求め
られる研修については、その受講時期につき事業への従
事開始後一定期間内の受講も認めるなどの措置を講じる
とともに、保育士資格を有する者が小規模保育事業 
C 型や居宅訪問型保育事業で家庭的保育者として従事す
るために必要な研修項目の見直しも含めて検討すべきで
ある。 
（３）居宅で家庭的保育を実施している事業者が、５年
間延⻑されている自園調理に係る経過措置期間中に自園
調理を実現できるようにするための支援策家庭的保育事
業における自園調理の実施については、実施義務を猶予
する経過措置が新制度施行後 10 年まで延⻑されたこと
や、家庭的保育者の居宅その他の場所で家庭的保育事業
を実施するうえで保育環境を整えるために必要な経費の
一部を補助する「家庭的保育改修費等支援事業」が利用
可能であることを、各種講演や自治体の担当者会議等に
おいて、周知・説明すべきである。 
（４）居宅訪問型保育事業の運用の在り方（派遣対象の
拡大や対象児童等の観点からの事業類型の創設など） 
保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な
乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施については、現行
の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成
26 年厚生労働省令第 61 号）第 37 条第４号により現在
でも可能であるが、今般、居宅訪問型保育事業者はその
ような乳幼児に対する保育の提供が可能であることを、
同省令上明確化すべきである。 
また、居宅訪問型保育事業の類型化については、居宅訪
問型保育事業の活用促進に向けて必要となる事項を、運
営費等コスト面の調査を含む制度運用の実態把握や事例
収集を行いつつ、引き続き検討すべきである。 
（５）連携施設制度の在り方（連携施設確保促進のため
の地方自治体の関与、地域型保育事業所卒園児を対象と
した先行利用調整の仕組みの検討など） 
地域型保育事業所を卒園した児童の受け皿確保について
は、留意事項通知において優先利用の例示の１つとして
既に記載しているところではあるが、有効な取組を明確
化する観点から、先行利用調整のようなさまざまな対応
策を活用して、地域型保育事業所卒園後の受入先確保を
促すべきである。また、先行利用調整等により卒園後も

引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合に
は、卒園後の受入先確保のための連携施設の確保を不要
とすべきである。また、連携施設制度の在り方について
は、連携施設の設定状況や、今般延⻑を行った連携施設
設置に係る経過措置期間における状況等を踏まえて、引
き続き検討すべきである。 
９．地域子ども・子育て支援事業に関する事項 
（１）各事業の実施状況、運営実態を踏まえた、補助内
容の在り方や事業の促進のための方策利用者支援事業、
地域子育て支援拠点事業の量的拡充や補助の在り方に 
ついては、ニーズ等を踏まえつつ検討すべきである。 
一時預かり事業については、経営上の課題に対応するた
めの職員の処遇改善や補助単価の見直し等を検討すべき
である。 
（２）条例による事務処理特例の運用状況を踏まえた、
一時預かり事業及び病児保育事業の届出先や立入検査に
係る事務の都道府県から市町村への権限委譲の可否 
昨年の自治体に対する調査の結果を踏まえ、一時預かり
事業と病児保育事業に係る届出の受理や立入検査等の実
施権限は引き続き都道府県等に属することとしつつ、条
例による事務処理特例制度を活用することで市町村への
権限委譲が可能である現行の取扱いについて、通知や
FAQ の発出等により再度周知すべきである。 
（３）一時預かり事業、病児保育事業、延⻑保育事業に
おいて居宅訪問型の実施が進まない要因の分析、実施の
促進のための方策各種事業における居宅訪問型の利用を
阻害する要因の分析については、現在の実施数が少ない
ことも踏まえつつ、分析方法も含め引き続き検討すべき
である。 
（４）病児保育事業に係る人材の確保に向けた、スキル
アップや待遇改善等、事業の安定的な運用のための支援
等の在り方病児保育事業に係る事業経営については、今
年度運営実態を把握するための調査を行うこととしてお
り、当該調査の結果を踏まえ、更なる検討を行うべきで
ある。また、病児保育事業の安定的運営に向け、実施施
設の空き状況確認や利用予定の管理のためのシステム構
築に要する費用の補助に加え、需要の不安定さや人材確
保の困難さに鑑み、柔軟な制度の運用に向けた取組を検
討すべきである。 
（５）幼稚園の一時預かり事業における特別な支援が必
要な子供への対応 
一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）において、障害児を受け
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入れる場合の単価の在り方を検討すべきである。 
10．その他の事項 
（１）職員配置改善など更なる「質の向上」のための 0.3 
兆円超の財源確保をはじめとした、量の拡充・質の向上
を図るための安定的な財源の確保「経済財政運営と改革
の基本方針 2019」（令和元年６月 21 日閣議決定）など、
閣議決定された方針に基づき、引き続き、各年度の予算
編成過程において、量の拡充・質の向上を図るための安
定的な財源の確保に努めるべきである。 
（２）幼児教育・保育の無償化を始めとする各種政策や
制度変更の効果・検証の在り方 
今般の幼児教育・保育の無償化は、子育てや教育にかか
る費用負担の軽減を図るといった少子化対策と、生涯に
わたる人格形成の基礎や、その後の義務教育の基礎を培
う幼児教育・保育の重要性から実施されており、国立社
会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」や内閣
府の「結婚・家族形成に関する意識調査」において、理
想の子ども数を持たない理由として、子育てや教育に費
用がかかることが挙げられていることや、幼児教育・保
育が、将来の所得の向上や生活保護受給率の低下等の効
果をもたらすという海外の研究結果もあることなどが参
考にされている。こうしたことを踏まえ、当面は、少子
化対策については参考とした指標に係る数値の変化を、
幼児教育・保育の重要性については年齢別・施設別の利 
用者数及び割合の変化を確認するとともに、中⻑期的に
は、出生率への影響やその後の学校教育へ与える影響な
ど幼児教育・保育の効果等について、学識経験者による
研究等を踏まえ、検証方法も含め検討すべきである。 
（３）幼保連携型認定こども園において施設の設置者か
らの求めに応じて市町村が行う保育料の徴収事務につい
て、幼稚園等に対象を拡大することの可否保育所、幼保
連携型認定こども園等における市町村による保育料の徴
収権限は、児童福祉施設としての責務の履行を担保する
ために付与されたものであり、また、幼児教育・保育の
無償化により、幼稚園等について市町村が保育料の強制
徴収を行うことができるようにする意義は薄くなってい
ることから、強制徴収の対象となる施設の拡大は行わな
いこととすべきである。 
（４）保育所等の面積基準及び外部搬入規制の在り方 
保育所等の面積基準については、一定の条件下で既に特
例措置が講じられているため、追加の措置は行わないこ
ととすべきである。また、給食の外部搬入の更なる拡大

については、質の観点からの懸念も示されているため、
現時点においては方針を決定するのは時期尚早であり、
見直しは行わないこととすべきである。 
11．終わりに 
今般、法律の施行後５年を目途に制度全般についての見
直しを行ったが、こうした制度全般に対する見直しにつ
いては、第３期の子ども・子育て支援事業計画期間との
関係性も考慮し、５年後を目途として行うべきである。 
公定価格については、毎年度、人事院勧告に準じた給与
法の改正や物価指数の変動を考慮した水準の見直しのほ
か、その時々における政策的な課題を踏まえ、各種加算
の創設・拡充を行っているが、次回の全般的な見直し及
び経営実態調査は、制度全般の見直しにあわせて５年後
に実施することとし、それまでの間における中間的な見
直しの実施についても、引き続き検討すべきである。ま
た、子ども・子育て支援新制度に関する各種運用等につ
いては、逐次改善を行っていくことが必要であり、本対
応方針において引き続き検討することとした事項や、他
の福祉分野との連携の推進など第 44 回会議において中
⻑期的な検討課題とした事項に加え、それ以外の事項に
ついても、必要に応じ検討を行うことが重要である。例
えば、本会議でもその必要性について指摘された、災害
時における保育所等の臨時休園に係る基準については、
現在厚生労働省において調査研究を実施しているところ
であり、この結果も踏まえて政府は対応していくべきで
ある。その他にも、多胎児をもつ子育て家庭への支援や、
保育の⻑時間化への懸念と保育に対する保護者の理解醸
成の在り方、制度の複雑化や市町村等の更なる事務負担
の軽減等についても、問題提起がなされたところであり、
こうした点についても、検討を行うべきである。 
そもそも、子ども・子育て支援法において、子ども・子
育て支援は、⽗⺟その他の保護者が子育てについての第
一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学
校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全
ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協
力して行われなければならないという基本理念を掲げて
いる。本会議はこうした基本理念に基づき、引き続き、
施策の進捗を点検・評価していくことにより、子ども・
子育て支援策が全ての子どもが健やかに成⻑するように
支援するものであって、良質かつ適切なものとなって 
いるかを確認していく。           以上 
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ステップアップ研修会Ⅲ 
主催：一般社団法人全国認定こども園研修研究機構 

共催：特定非営利活動法人全国認定こども園協会 

後援：内閣府 文部科学省 厚生労働省 

◆ステップアップ研修会Ⅲ 

日時：2020 年 2 月 17 日（月）～18 日（火）【2 日間】 

会場：浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区） 

定員：250 名 

受講費：会員 20,000 円、一般 30,000 円 

弁当代（2 日分、お茶付き 希望者のみ）：3,000 円 

情報交換会（2/17 講座終了後希望者のみ）：7,500 円 

◇研修会スケジュール 

＜1 日目：2/17（月）＞ 

9:30 受付開始 

10：00～10：15 あいさつ 

10：15～11：45 講座 1 質の向上Ｂ Ⅲ（評価）  

埋橋 玲子氏 

12：45～14：15 講座 2 世界に学ぶ幼児教育・保育 

池本 美香氏 

14：30～16：00 講座 3 子育ての支援・地域連携 Ⅲ  

古渡 一秀 氏、柿沼 平太郎 氏、越智 瑞啓氏 

16：15～17：45 講座 4 質の向上Ａ Ⅲ    吉田 正幸氏 

17:45～18:00 ふりかえり 

18:00～19:30 情報交換会 

＜2 日目：2/18（火）＞ 

8:30 受付開始 

9：30～11：30 講座 5 教育・保育要領 Ⅲ  汐見 稔幸氏 

12：30～14：00 講座 6 法令遵守・安全対策 Ⅲ  

伊藤 嘉余子氏 

14：15～16：15 講座 7 マネジメント Ⅲ   輿水 基氏 

16：15～16：20 ふりかえり 

 

認定こども園経営セミナー2019 
主催：特定非営利活動法人全国認定こども園協会 

◆認定こども園経営セミナー2019 

2020 年 2 月 25 日（火）～26 日（水）【2 日間】 

会員：15,000 円、一般：20,000 円 

情報交換会：7,500 円（希望者のみ） 

◇研修会スケジュール 

＜1 日目：2/25＞ 

12:30 受付開始 

13:00 ～ 13:15 開会行事 

13:15 ～ 14:15 行政説明 

「５年見直し／公定価格／経営実態調査／無償化の状況」 

内閣府子ども・子育て本部参事官補佐 相原 康人 氏 

14:15 ～ 14:30 休憩 

14:30 ～ 16:00 経営セミナー① 

「子ども・子育て支援新制度開始５年 

       ～今後の認定こども園運営について～」 

株式会社指吸会計センター 東日本事業部長 田尻 文彦 氏 

16:00 ～ 16:15 休憩 

16:15 ～ 17:45 経営セミナー② 

「経営実態調査を読み、今後の公定価格を考える」 

株式会社 福祉総研 代表取締役 松本 和也 氏 

18:00 ～ 19:30 情報交換会 

＜2 日目：2/26（水）＞ 

09:00 受付開始 

09:30 ～ 10:30 労務研修 

「保育現場の働き方改革～就業規則/ 有給/ 同一賃金～」 

社会保険労務士法人人財総研  安岡 知子 氏 

10:30 ～ 10:45 休憩 

10:45 ～ 12:30 

経営ディスカッション 

「認定こども園の経営状況について」 

学校法人柿沼学園 理事長 柿沼 平太郎 氏 

社会福祉法人交野ひまわり園 理事長  東口 房正 氏 

株式会社保育システム研究所 代表 吉田 正幸 氏 

12:30 ～ 12:40 閉会行事 
 

臨時総会開催のお知らせ 
当協会定款第２３条により臨時総会の招集をいたします。

お忙しいところ大変恐縮ですがご参集いただきますようお願

いいたします。 

記 

日 時：令和 2（2020）年 2 月 25 日（火）10:00～  

                                （9:30 より受付開始） 

会 場：浅草橋ヒューリックホール 

（〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-22-16） 

＜議案内容＞ 

第１号議案 2019 年度事業計画の変更について 

第２号議案 事業計画変更に伴う補正予算（案）について 

第 3 号議案 その他                           以上 

１．出欠確認票をご記入の上、事務局まで FAX にて送信 

  ください。 

２．通常総会を欠席される場合は出欠確認票の下面もご 

  記入ください。 

３．2 月 17 日（月）までに事務局まで送信ください。 

 

認定こども園満足度調査 
の実施について 

 調査広報委員会では今年度「認定こども園満足度調査

（設置者向け、保護者向け）」を実施させていただきます。 

詳細については別紙にて同封いたしておりますので 

ご協力いただきますようお願い申し上げます。 
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風見鶏 
『出生数 90 万人割れを 

どう受け止めるか？』 
株式会社保育システム研究所 吉田 正幸 

 昨年１年間に生まれた子どもの数は 86 万 4000 人であっ

た──こんなデータが厚生労働省が先ごろ公表した令和元

年(2019 年)人口動態統計の年間推計で明らかになった。

出生数が 90 万人を割り込んだこと以上にインパクトがあっ

たのは、2017 年に行った人口推計よりも２年早かったという

少子化のスピードにある。 

 そのスピード感を確認するために、戦後からの出生数の推移

を見てみたい。戦後間もない昭和 22～24 年（1947～

1949 年）に第１次ベビーブームを迎え、この３年間で出生

数は約 800 万人に上った。その後、出生数は徐々に減ってい

くが、昭和 46～49 年（1971～1974 年）に第２次ベビーブ

ームを迎え、この４年間で出生数は 800 万人を超えた。 

 第２次ベビーブーム以降は、じりじりと少子化が進み始め、平

成元年（1989 年）には約 125 万人まで落ち込んだ。この年

の合計特殊出生率は１．５７と戦後最低を記録し、「１．５７チャ

イルドショック」とまで言われた。しかし、本当の“ショック”が

始まるのはここからで、「１．５７チャイルドショック」の平成元

年以降、出生数は一度も回復することなく少子化が続くこと

になる。 

 それでも、少子化のペースはさほど速くなく、平成元年以降

で出生数 120 万人台は７年、110 万人台は９年、100 万人

台は 11年あった。ところが、90万人台は平成 28年、29年、

30 年の３年しかなく、平成 31 年（令和元年）は遂に 80 万

人台にまで減少した。しかも、前年より 5 万 4000 人も少な

いという減り方であった。 

 令和婚によって出産が先延ばしされたことっも影響している

のではないかと指摘する向きもあるが、その根拠は残念なが

ら乏しい。たとえ若干の影響があったとしても、これまでの少

子化が加速するペースや少子化の要因を考えると、中長期

的に少子化がさらに進行することは間違いない。今から 20

年後の令和 22 年（2040 年）には、出生数が 67 万人にま

で低下すると予測されている。 

 少子化には様々な要因が複雑に絡み合っているが、大きな

要因と考えられるのが、未婚率の上昇と夫婦の出生児数の

低下である。欧米等に比べて婚外子が極めて少ない我が国

では、未婚化が出生数の低下に直結する。その未婚率の推

移を見ると、女性の場合、20～29 歳で 1985 年の 30.6％

から 2015 年の 61.3％へ、30～34 歳で 1985 年の

10.4％から 2015 年の 34.6％へと大幅に上昇している。 

 夫婦の完結出生児数については、1982 年に２．２３人であ

ったが、2015 年には１．９４人にまで低下している。しかも、実

際の完結出生児数１．９４人に対して、理想子ども数は２．３２

人という調査結果があるだけに、事態はより深刻化もしれな

い。 

 未婚率の上昇という要因に関しては、非正規雇用の増加が

大きく影響しているのではないかと考えられる。就労形態別

に配偶者の有無を見ると、正規雇用と非正規雇用とでは明

らかな違いがあり、非正規雇用の未婚率はかなり高い。 

 就労形態や雇用形態の問題は、労働政策の課題であり、教

育・保育や子育て支援でカバーできることには限りがある。し

かし、非正規雇用であっても、結婚して子どもを生み育てる家

庭はある。その場合に懸念されることは、世帯収入が低いこと

によってもたらされる子どもの貧困問題である。これに対して、

ヘックマン・シカゴ大学教授の主張に象徴されるように、質の

高い幼児教育をすべての幼児に保障することが重要になる。 

 他方、夫婦の出生児数の低下に関して、平成 26 年度に内

閣府がまとめた調査報告書によると、理想の子ども数を持て

ない最大の理由は「子育て・教育にお金がかかりすぎること」、

妊娠・出産に積極的になる最大の要素は「将来の教育費補

助」や「幼稚園・保育所などの費用補助」という結果が示さ

れている。これが、幼児教育・保育の無償化を行う大きな根

拠でもあるのだが、子育て家庭の経済的負担の軽減だけで

成果が上がるものかどうか。 

 育児・子育てを行う親にとって、経済的負担の軽減は確かに

重要なことではあるが、それだけで十分とは決して言えない。

地域の中で近所づきあいの豊かな親ほど、育児・子育ての

不安や負担感が少ないという調査結果もある。言い換えると、

孤立した育児・子育てを強いられるような環境では、恐らく積

極的に子どもを生み育てようという気にはならないのではな

いか。つまり、近所づきあいを含めて、子ども・子育てにやさし

い地域であるかどうかが、実は夫婦の出生児数にも影響す

るのではないか。 

 すなわち、少子化を加速させる要因を少しでも取り除いてい

くためには、教育・保育や子育て支援の果たす役割も決して

小さくないということである。そして、これらの多様な機能を総

合的に提供することこそが、認定こども園に強く求められてい

ると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 

３５号が予定より遅れ、令和２年１月の発行になりました

ことをお詫び申しあげます。 

さて、吉田先生も「風見鶏」で書いておられますように、

１昨年の出生数が９０万人割れをしたと言うショッキング

なニュースがありました。と言うことは私達の業界は少子

化と言う波を既に被っているのですが、数年後、入園児の

減少、ひいては園の淘汰が目の前に迫っていると言うこと

です。その対策として、子ども子育て会議の概要「子ども・

子育て支援制度施行後５年の見直しに係る対応方針」を熟

読し、浅野先生の「安心して働けるマネジメント」を徹底

することが肝要かと思います。これからも会員の皆様へ有

意義な情報発信に努めてまいりますので今後ともよろしく

お願いします。（富山県 N） 


