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子ども子育て新シス

テムは３ワーキンググ

ループで延べ３５回の

審議によって取りまと

め案が出されました。

そして、「子ども・子育

て新システムに関する

基本制度」「子ども・子

育て新システム法案骨

子」として３月２日に少子化社会対策会議にお

いて、承認されました。この新システムの財源

は消費税の増税によるとされています。ですの

で、増税の決定がなされることおよび、法案が

今後国会に提出され審議の上可決された場合

においてのみ法制度上実施の運びとなります。

子どもたちのために公的財源が増えることは、

子どもたちの健やかな育ちと専門家による保

育の保障にとって希望を生み出すことであり、

そのために多様な立場の人が皆で一つのプラ

ットフォームにたつために多くの議論を重ね

たことの意味はとても大きいと思います。この

成案についてはいろいろなところで、すでに紹

介され、皆さまご承知のことも多いと思います。

この議論の背景として、何が現在日本の国全体

の課題として保育において解かれるべき課題

であるのか、その課題の解決という観点から見

た時に本システム成案がどのような意味を持

ちどのような方向に行くのかという保育政策

と保育システムのビジョンを国際的、社会的潮

流と日本の抱える課題からとらえ、我が国の日

本社会の未来を担う子どもたちの人材育成と

いう０－１８歳までの子どもたちの育ちため

の制度への展望から考えていくことが、大事で 

 

 

 

 

 

 

 

 

はないかと思っています。 

まず最初に申し上げておきたいのは、今回の

新システムの議論の中では、財源と制度という

システムの議論がなされ、その中で「質の確保

や向上」という言葉が繰り返し使用されていま

す。しかし、良質の保育とはどのような保育実

践を意味するのか、保育を通してどのような子

どもの育ちの姿をもって具体的に良質の保育

や質の向上と呼んでいくのかという議論は、こ

の３５回の会議においては一度も明確にはな

されていませんし、そのための質評価のあり方

も議論はなされていません。保育の質は各国、

各地域、各園の文化に根差した価値的なもので

す。最低限の客観的基準を保障する仕組みは議

論されても、めざすべき保育や実践の質は論じ

られていません。２１世紀に生きる子どもたち

のために、各園や各団体においてこそ、これか

ら考えていただきたい、共に考えていかねばな

らないと思うのは、どのような制度のもとでも

良質の保育が実現されるとは具体的にどのよ

うな過程であり各子どもや各保育実践にどの

ような姿が表れていることを持って考えてい

くのかという議論ではないかと思います。それ

が保育のこれからに向けて、まず園で皆さま一

人一人がこれからも考えていっていただきた

いことだと思っています。 

その上で、今回の成案内容に関して言えば、

新システムの議論がなされる背景には、いくつ

かの解きえぬアポリア(難問)があります。その

難問に対峙し少しでも前向きに解こうとする

議論であるために、高次連立方程式に譬えられ

ると私は思っています。難問の一つは、都市部

の待機児童対策と過疎地域の少子化への対応、
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幼稚園の定員割れへの対応という各地域の保

育ニーズに応じた「量的な拡大やバランスへの

対応」です。またその一方で、国際的にも幼児

期からの教育の重視に基づく無償化や幼保一

体化いう流れが進む中で、保育の「質の向上」

としての幼児教育のユニバーサル化(どの子に

も学校教育体系につながる教育を)という問題

に直面しています。この質と量の同時実現をど

のように可能にするかという課題です。

OECD(ヨーロッパ国際経済協力機構)イッシン

ガー教育政策局長も、「幼児教育・保育は様々

な恩恵をもたらし得るが、どの程度の恩恵をも

たらすかはその質如何である。質を考慮せずに

サービスの利用を拡大しても、子どもによい成

果はもたらされず、社会の長期的な生産性が向

上することもない。実際、調査研究によれば、

質の低い幼児教育・保育は子どもの発達に好影

響をもたらすどころか、長期的な悪影響を及ぼ

しかねない」と語っています。これが国際標準

の考え方です。それはまた第二には、どの地域

においても、働く保護者も家庭で子育てする保

護者の家庭にもすべての子どもに「平等」に教

育を提供することと保育のニーズに合わせて

福祉が提供されるという国や自治体の公的責

任と、各地域の独自性や園の理念特色を生かし

た「卓越性」を保障することを、国や基礎自治

体がいかなる規制と地方分権化の流れの中で

実現するかという問題です。また第３には、多

様な保育ニーズにきめ細かく対応できる多様

な保育形態のための市場原理のさらなる導入

と、公的児童福祉および公教育理念の実現のバ

ランスの問題です。保育は「サービス」なのか、

「公共の営み」かという点です。それはまた誰

が子どもを育てていく責任かという議論にも

つながります。そしてそれはまた第４には、経

済不況や格差拡大の中で、働く保護者支援、女

性労働力の育成支援の面と、子どもの健やかな

育ちのための家庭教育と保育・教育の連続性や

親が親になっていく過程の園による支援のバ

ランスの課題でもあります。 

まず量の拡大と質の問題については、量に関

しては、各地域の二―ズに応じるために、基礎

自治体である市町村は、地域における学校教

育・保育の需要をはじめ、子ども・子育てに係

る需要の見込み及び見込量の確保のための方

策等を内容とする市町村新システム事業計画

（仮称）を策定し、学校教育・保育の計画的整

備がなされることになります。そのために子ど

も子育て会議も設置されます。そして指定制の

導入により、質の確保のための客観的な基準を

満たすことを要件に、①認可外施設を含めて参

入を認め、②株式会社、ＮＰＯ等、多様な事業

主体の参入を認めることにより、保育の量的拡

大を図るとともに、利用者がニーズに応じて多

様な施設や事業を選択できる仕組みが保障さ

れることになります。一方質に関しては、こど

も園すべてにおいて一定の質の担保がなされ

るとともに、幼保一体化によって総合子ども園

制度ができ、乳児保育所を除くすべての保育所

が学校教育体系と児童福祉法体系の両方に位

置づく総合子ども園となります。配置基準の見

直しや保育教諭に対する研修権の保障等によ

り、学校教育・保育の質の向上がなされるとい

えます。またそれは保護者の側から見ると、窓

口の一体化、法定代理受領による利用者の園選

択、幼保一体化による幼児期の学校教育の充実

という便利さや安心を生むことにつながりま

す。 

ただし実態としては、量に関しては需要が高

い乳児保育を担える保育教諭がどこまで現実

に確保しうるのか、潜在的保育ニーズに応える

ことでの保育の質の低下の懸念もありますし

幼稚園から総合こども園への移行がどの程度

見込めるかも検討が必要でしょう。また質につ

いて現行の取りまとめ案のみでどこまで質が

保障されるか、質の向上を図る仕組みがどの時

点でどのように作られるのかについてはさら

なる検討が必要となると言えるでしょう。また、

養護と教育の一体的展開の中での「保育・教育」

の用語や理念、こども指針の内容など、また乳

児保育から幼児期の保育・教育へのつながりと

展開などについてはまだこれからに残された

点が多々あります。保育にかかわる私たち一人

一人が、転換期にある乳幼児期の保育・教育の

あり方を目の前の子どもの姿の中から学び、制

度の問題を他人事として実践と切り離して捉

えるのではなく、我がこととして考え声を挙げ

ていくことがもとめられていると言えるでし

ょう。 
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●１月２１日（土） 【１日目】 

【講演１】 

★「新システムと幼保一体化の動向について」 

村木 厚子 氏（内閣府政策統括官） 
村木氏は、まず「止まらない少子化の現状」を説明。急速な

人口構造の変化は、支える人と高齢者の比率が３対１の騎馬戦

型から１対１の肩車型となってしまうとし、女性の活用と定年

延長などで支える人の拡大ができる可能性があるとした。 

女性が働く社会にすると、ますます子どもが生まれなくなる

という議論があるが、ＯＥＣＤ諸国の現状をあげ、出生率と労

働力率との関係は、働ける国では出生率が高いこと説明。「働

きながら子どもを生めるようにすると、ちゃんと良くなる。」

と主張。そのため、子育てを慶びに満ちたものにする政策の柱

を４つとし、①やりたい仕事につく（労働政策）、②仕事をし

ながら子どもがみれる（ワークライフバランス）と③現金給付、

④現物給付の子ども子育て支援政策を挙げ、４つの柱がうまく

揃うと、子どもを持ちやすくなり、子育ての慶びを味わえるよ

うになる。 

 今回の「子ども子育て新システム」は現物給付であると説明

し、大事なことは「すべての子ども」と「子育て家庭を社会全

体でサポートする」がキーワードであり、ポイントは４つ。①

基礎自治体が実施主体。市町村に責任と権限をもってもらう。

②財源は、社会全体で負担して、市町村に渡す。③推進体制・

財源の一元化。④子ども・子育て会議にてチェックと説明。 

 特に実施主体の市町村については、潜在ニーズも含めた「市

町村新システム事業計画」を策定し、圏域の設定、需要量の見

込み、見込量確保のための方策、幼保一体化を含む子ども子育

て支援の推進方策等を記載し、給付・事業を実施すると説明。 

児童福祉法２４条については、市町村が責任を負わなくなる

という批判があるが、「新システム法と児童福祉法でしっかり

カバーする」ことを法律に書き、市町村の義務、子どもの個人

給付を受ける権利の保障を法律に明記するので、市町村の責任

がなくなることはないと主張。 

直接契約についても、私的な契約ではなく、市町村の関与の

もと公的契約になるよう法律に謳い、心配のない形とする。 

指定制については、問われるのは質とし、質を満たしている

所に、自治体は公費を流すことになるとした。今まで、認可し

てもらえなかったところも指定されることとなる。欠格条項も

定め、ルールを透明にする。指定の客観基準は、市町村の判断

であり、保育の質が下がっては困るので、基本は現在の保育

園・幼稚園が基準であると説明。勝手に参入し、勝手に撤退す

るというのは困るので、指定制の更新の拒否・撤退のルールを

作ると明言。 

保育の必要性認定は、フルタイムとパートを想定して２区分

と標準時間、合わせて３区分とするとし、応諾義務については、

自由契約、直接契約で、園を自分で探さなければならないとい

う反対もあるが、保育の必要度が高い子どもから優先であり、

ハンディの有る子どもは特に市町村が斡旋する。待機児が多い

所は、今まで通り市町村が斡旋する。また保育料の強制徴収の

しくみを入れたいと明言する。 

運営費として、公定価格制、定員規模と地域性で価格設定、

月単位で設定であるとし、実費徴収と自治体の支援。上乗せ徴

収の仕組み（公立や社会福祉法人はこの仕組みを入れずに公費

だけで行う）を説明した。 

施設整備費においては、運営費に減価償却費の一部を入れ、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで賃貸の対応できるようになるとした。ただし、保育が足

りないというところに緊急に増築したいとか調理室建設や耐

震化などへは引き続き国のお金を出していくと説明。 

総合こども園は、幼保連携型認定こども園が基本とし、学校

教育と保育と地域子育て支援機能をもつことが条件と説明。 

配当については、学校法人や社会福祉法人の借入金に対する

利子と同じ扱いとして上限を設けて、参入を認めるとした。 

子ども・子育て会議は、関係者の意見を聞くことを義務づけ

とするが、強制はしないとし、事業の指定をする時は透明性を

確保することが求められるので、何らかの合議体をもつことを

義務づけ、お金がいい形で使われていることを監視してもらう。 

利用料は、あまり変わらないように現行の利用料をベースと

し、所得に応じた応能負担で月極とした。 

 少しもめた私学助成だが、特別支援教育や特別な教育への支

援として大事な財源として、残す事とした。今まで出来ていた

ことが出来なくならないように、子どもから見て公平になるよ

う、財源をとっておきたいと説明した。 

制度に入らない幼稚園については、「新しい財源は新しいシ

ステムにしか来ないので、そこが厚くなってよい制度になると

思う。」とし、新システムが選択されるとの見込みを示した。 

財源については、消費税から７千億、その他１兆円を請求し

たと説明。子どものために財源を調達する約束を政府与党でし

てもらった。１月６日の社会保障検討会議で決め、高齢者３経

費（年金・医療・介護）に消費税が使われてきたが、今度は子

どもがくわわり社会保障４経費になると説明。社会保障の強化

の一番最初に書き、社会保障と税の一体改革の法律と共に、通

常国会に出すとした。支え手が少なくなっている日本の国。こ

の社会の活力であり慶びであり支え手でもある子どものため

の施策を充実するために、消費税というところからお金いれて

もらって充実する仕組みをつくる。これをイエスと言うか、ノ

ーと言うかは国民が決めること。 

 私も努力するので、皆さんも協力してほしい。また、希望が

あれば是非ご意見をいただきたいとした。 
 

【講演２】 

★「こども園構想の行方と課題」 

山縣 文治 氏（大阪市立大学教授） 
山縣教授は、新システム検討の背景を述べ、これまでの認定

こども園の意味を解説し、これがそのまま「総合こども園の意

味」になるとし、認定こども園の意味と、総合こども園の意味

はほぼ同じと考えると述べた。 

山縣教授が重視しているのは、①幼児教育（学校教育）の位

置づけをあげ、幼児教育とは、０歳〜小学校に入るまでの全て

の子どもを対象に、家庭も保育所も幼稚園もしているとし、学

校教育法は、３歳以上の幼稚園で行われる教育のことを言い、

総合こども園法も、学校教育法が求めている幼児教育を総合こ

ども園法で実施することになる。学校教育法には入らない可能

性があり、１条校には含まれないと説明した。制度上全ての子

ども・全ての地域で、幼児教育を社会的に利用できるようにす

るにはどうすればいいか。残すべきは幼稚園か幼児教育か？残

すべきは、幼児教育だと主張した。②少子化の動向については、

今後１５年間で、急激に出生数が減ることが明らかで、それへ

の対応が必要と主張（後に説明）。③待機児童対策については、

対策を企業に求めるか？学校法人に求めるか？今回の案では、

その他の指定施設の核となる企業に求めることになってしま

平成２３年度 第２回トップセミナー 報告          （平成 24年 1月 21･22日） 

「子ども子育て新システムセミナー」 
●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～」 

●会場：豊田市福祉センター 
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ったのではないか。社会福祉法人でカバーできなかったとして、

認証保育所などの独自の認可外施設に対応してきたが、今度の

システムでそれらが指定を受けることによって、公式に認めら

れたことになる。ここは、待機児対策を核に、夜間の対応など

も行うことになる。 

教授の１１月以降の主張として、①一体化を目指している姿

を示してほしい。②市町村が全ての子どもに責任をもつこと。

③企業と法人のイコールフッティングのみならず、学法と社福

においてもこれが尊重されるべき。学校法人に有利になりそう。

総合こども園でも学校法人と社会福祉法人でルールが違うと

ころが出てきている。たとえば上乗せ徴収。④国公立幼稚園は、

社会的使命を再認識すべきとし、国立大学付属幼稚園が残ろう

としている意味は何か？全国では幼稚園がどんどん整理され

ているのに。 

教授は、公私立別幼稚園・保育所の利用児童数の動向を示し、

今後の望ましい方向性について問題提起した。園児数は、30

年前は私立幼稚園 170 万人に対し、民営保育所 60 万人という

開きがあったが、最近では私立幼稚園が 130万人と民営保育所

が 120万人とほぼ同じになっていることを説明し、５年立てば

逆転し、その差はさらに開くとした。さらに幼稚園機能より保

育所機能が求められている現状をあげ、公立幼稚園機能は３０

年間で半分になった。幼稚園を残そうとするのではなく、幼児

教育の中身を公の使命とするべき。蓄積してきた幼児教育の中

身をすべての子どものためにどう残すかであるとした。 

 園児数の動向、公営施設の行き詰まりを述べ、就学前施設の

将来的な供給主体は、学校法人、社会福祉法人、幼保一体した

公営の３つでいいのではないか。民営保育所は今後も残るが、

私学校法人はなくしてはいけないと主張した。 

人口１万人を切ったら半分以上の市町村で幼稚園がなく、保

育所は５千人未満でも８割は設置している。人口が減ると、保

育所が幼稚園の肩代わりをするという現状をあげた。１５年後

に、年間出生数が 80 万人という動向を見据え、全ての子ども

に幼児教育の浸透をするためにも、学校法人の私立幼稚園をな

くさないように、私立幼稚園は新システムに移行すべきである

と主張。だが私学助成を維持し、新システムに乗らない私立幼

稚園が存続する道を残し、総合こども園への誘導に期限を設け

ない方針としていることに疑問視した。ワーキングでは反対が

圧倒的多数であるが、事務局は頑なであるとした。 

教授は、今回の新システム検討に対して、①新システムとし

ての一体化は消え、幼稚園３分割（総合こども園になる幼稚園、

こども園の指定を受ける幼稚園、新システム制度外の幼稚園）

が気になるとし、②今後ますます厳しい環境になると考えられ

る私立幼稚園の誘導策が弱い。少子化が進めば遅れての総合施

設化は市町村や既存事業者が反対する可能性が高い。③こども

指針が中途半端になってしまった。理念は一致しているが、実

践は三元化。職員はどこを読めばいいか。④事業者側の裁量が

働きすぎており、利用者の選別に繋がるかの可能性がある。親

の生活の分断から、親の経済力による分断を教育関係者は推進

するのか？⑤子ども過疎地対策にはなるが、待機児童対策とし

ては弱い。当面、少子化地域の幼稚園のみがこども園移行する

可能性が高い。と主張した。 

また、新システムで保育者はどうなるかとして、①親子は一

緒であり、保育の本質が変わることはない。親子の生活状況に

よる変化は今まで通り当然あるので、よりよい保育のための努

力は必要。②幼児の学校教育のスタートは、量的には少なくと

も幼稚園ではなくなる。保育所関係者は、保育における教育の

要素をしっかり意識する必要がある。③世の中に施設も利用者

も総合こども園が多くなり、幼稚園は減る。④現場の、保育教

諭への対応は大きな心配はないと述べた。 

教授は最後に、①総合こども園を附則でもいいから、学校教

育法に位置づけ。②私学助成・幼稚園誘導策を有期性にし、移

行促進と学校法人の仲間意識を維持。③待機児対策として緩和

した基準などは順次回復してほしい。短時間勤務制度、常勤換

算制度の導入で、いわゆる正規職員が減少し、子どもとの関係

で無責任との思える体制の現場がある。都市部の環境緩和もし

かり。待機児は減らす必要があり、完全に否定するものではな

いが、大義名分がなくなったら回復するべき。④保育料未納者

への丁寧な対応を。契約解除やなど、不安定はゆるされない。

強制徴収は社会的責任として伝えていくようにと訴えた。 

 

●１月２２日（日） 【２日目】 

【シンポジウム】 

★「新システムが目指す“世界”と今後の課題」 

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 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（当協会副代表理事） 
新システムが目指す世界と今後の世界と題し、吉田正幸氏コ

ーディネートでシンポジストを迎え意見を出し合った。吉田氏

は以下の３つの観点について、シンポジストに意見を求めた。 

（１）新システムの意義について 

 駒村教授は、新システム検討の背景として、日本は先進国で

は安定した雇用システムがあった。90 年代後半から終身雇用、

年功賃金などが崩れていく。特に、女性は早く仕事を辞め家庭

に、夫は滅私奉公という性別役割分業が 60年代から 90年代前

半まで安定的に存在し、それに伴い、幼稚園と保育園という二

元制度が定着していった。90年代半ば以降、雇用システムが大

きく変化し、正社員をいかに減らすかという流れの中で、急速

に 20代 30代から非正規労働者が増えていく。非正規が増える

と、年金や医療保険は未納者がどんどん増え、格差が広がりだ

す。社会構造の変化にあわせて、教育をはじめ様々な仕組みを

変えていかなければならない。そこで新システムも検討される

こととなったと説明。 

 ①保育サービス、②両立支援政策、③就学前教育、④所得保

障政策の４つの分野が複雑に絡み合ったのが新システム議論

であり、この検討の中で、保育サービスと就学前教育の一体化

という総合こども園に関心が集まるが、そこは新システムのパ

ーツである。これは、市町村の役割が重要な役割を果たすこと

になる。これからの検討部分も残っている。財政はどうなの

か？どう維持するか、企業負担、働き方の見直し、現場の処遇

改善、質の向上などは、次のステップとなると述べた。 

 ４つの分野の支援政策として、①保育サービス②両立支援策

では、日本は先進国で女性の高等教育への進学率が高い国であ

るにもかかわらず女性の就職率は低い。他の国では、女性の社

会進出が進むと出生数が回復する、ワークライフバランスも整

う。日本は２０年間対応が遅れている。③就学前児童への教育

は、これからの多様な価値観を生きる子ども達には、長い現役

期間、社会に関わり、知識社会の対応できる学びの習慣などを

早くからつける必要がある。ＯＥＣＤが就学前教育に力をいれ

る理由である。④所得保障政策（こども手当）については、今

急速に子どもたちの貧困率が上がっており、その背景には子育

て世代２０代３０代の生活の変化がある。再分配政策も含めて

全部カバーするのが新システムになっている。 

 最後に、社会保障と税の一体改革が検討されているタイミン

グをあげ、社会保障検討のタイミングで新システムがセットで

動いているとし、子ども達のための安定財源を確保する最大の

チャンスが来ていることを訴えた。 

 柏女教授は、新システム議論を明治政府による開国になぞら

え、子ども政策は６０年間、鎖国政策を続けてきたと説明。戦

後から仕組みを変えないまま、その間に国民の生活や高齢や障

害者福祉が大きく変わった。今、子ども家庭福祉・保育幕府を

開国しようと述べ、保育の分野だけ開国されては困り、障がい

をもった子どもをはじめ、いろんな子ども達がいる。その子ど

もが、隙間に落ちることを心配している。 

 ひとつは、育児休業と乳児保育の問題。乳児保育は利用料を

除いた分について税金で対応するのに対し、育児休業給付は事

業主と社会保険料で負担していることから、乳児保育の利用者

が増えれば自治体の負担が多くなり、育児休業の取得者が増え

れば事業主の負担が多くなる。その結果、それぞれがお金を出
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さずにサービスが小さいままで止まってしまう。虐待の問題で

も、在宅サービスを受けると市町村が費用負担。県は負担なし。

一方、子どもが一時保護された場合、市町村の負担がなくなり、

そして県が負担する。在宅で頑張れば頑張るほど県はお金を払

わず、施設に入所させてしまえば、市町村はお金を払わすに済

む。こうやって、間に子どもが落ちて行く。切れ目のない仕組

みに変えていくことが大事だと主張。 

新システムでは、子どもの分野から言えば、ばらばらになりつ

つある子どもの福祉を一元的な仕組みの中で見ていく、そんな

時代の幕開けとしてみていきたい。 

 古渡副代表理事は、東日本大震災で地震、津波、原発事故の

被害を受けた福島県の状況を説明した。もし福島県にあと５０

の認定こども園があれば、避難者への支援など地域地域で対応

ができたと指摘。 

 震災後、放射能物質による健康被害への不安から、子ども保

護者が県外に避難し、一気に少子化が進んだ。それに伴い、入

園予定児の激減、園児が半分減少、幼稚園の経営難を紹介。逆

に保育園は増えているとし、特に０〜２歳の就園率が急激に増

え、待機児童が急増している。人口減少なのに、待機児童が発

生している。公立幼稚園では、私立幼稚園は保育料が高くて公

立幼稚園に移るという家庭が増える。福島県全体の若い世代の

所得が減少している。たった半年でほとんどの市町村が５年以

上の少子化を進めてしまったと説明した。 

 震災以降の取組みとして、震災は地域を壊し、ネットワーク

を壊した。新たにコミュニティを作ることをしなければならな

い。この状況は、ほとんどの都道府県で５年先にこういう状況

の市町村が急激に増えることになる。そのときに、地域のネッ

トワークをきちっと作る仕組みが必要。就学前施設のネットワ

ークを作ること、質の向上など、地域みんなで全ての子どもの

ことを見ていこうというものを作らなければならない。新しい

仕組みが早急に入らないと人口流出・少子化は止まらない。 

（２）新システムがもたらす変化 

 柏女教授は、社会的排除のない包摂的（インクルーティブ）

な社会、共生社会の実現を目指していくことが新システムであ

る。子どもの数が減少する中、それなのに保育や社会的養護や

障がい児が別々の仕組みでやっていては長続きしない。新シス

テムは決して保育だけの分野ではない。幼稚園と保育園を一体

化して、地域で子どものことを考えられるようにし、保育と障

がいの繋ぎ、保育と社会的養護の繋ぎの舞台を作り、できるだ

け地域の中で受け入れて当たり前の生活の保障の実現が必要

と主張した。 

 古渡副代表理事は、これからはじまる総合こども園は、ただ

幼保が一緒になったという発想では困る。総合機能をきちっと

作ること。子どもの利益、ネットワーク作りを小規模保育施設

や保育ママなど、こども園そのものが地域の資源となり、連携

をとりながら、地域全体の中で子どもたちを育てるというシス

テムに変えていくことが大切。地域のすべての子どものための

ものを作るためにも、制度として保障する仕組みが必要。地域

の機能として考える必要があるとした。 

駒村教授は、社会、財政、労働問題などとの密接な係わり。 

 団塊ジュニア３０代後半にさしかかろうとしている人々は、

バブル崩壊で働く環境が劣化し、少子化に輪をかけてしまった。

いくつかの政策を組み合わせて取り組まなければならないと

した。貧困にかかわる調査の紹介をし、子どもの時の育成環境

が整備されないと、後々どういうことが社会に発生するのか。

良好な育成環境を整えることで下から上を押し上げていくシ

ステムが有効であり、早い時期の子どもへの支えが大人になっ

てからサポートするより効果が高いとし、子どもに投資するこ

とは社会全体を豊かにすると多くの研究でも明らかになって

いる。社会の変化に改革できなくなった時が問題。今、変える

べきものを変えることと主張した。 

（３）今後の課題について 

古渡副代表理事は、公私立も関係ない時代であると述べ、こ

ども園給付もそうだが、貴重な財源を子どものためにと考える

時、私的な考え方ではダメ。これからの時代に適応するには、

本当のパブリック（公）な施設が求められる。 

 保育者の問題もあり、福島の状況では幼稚園採用はない。保

育所も同様。年度途中での求人には応募はなく、単価を上げて

も集まらない。地方はそういう状況。 

 新システムに向けて、公立も私立も、自分たちがやらなけれ

ばならない責任、質の向上を、パブリックな位置づけの中で、

きちんすることが大切。もう一つは、広域連合が必要。小さな

市町村では難しい。地域のためのパブリック性をもっての広域

で仕組み作りをと訴えた。 

駒村教授は、まずは安定財源の確保をあげたが、とりまとめ

文章などが、分かり易い点を指摘。分かり易い説明にしないと、

分からないから反対ということになる。分かり易く世間に広め

ることが重要。それを市町村が事業計画を立て、国からは確実

に財源を出していく。いろいろな市町村で違いが出てくるので、

各地域で子育てのための面白い取組みを紹介していただきた

いと述べ、困難な子ども達、家族が取り除かれないようにと、

企業負担については、企業は間接的受益者として利益を受けて

いるので、ワークライフバランスの取組みに協力してほしい。

中央では、子ども子育て会議が置かれるが、これが地方におか

れるのかは、裁量の範囲である。地方でも監視できるものを設

置してもらいたいと述べた。 

柏女教授は、①利用支援の仕組みを作ること。わかりにくい

ので、利用者はどうやって探せばいいかわからない。コーディ

ネータをおくだけでは不十分。②保育者の資格③処遇の問題に

ついて、このシステムではまだ十分に考えられていない。保育

士だけが国家試験を免除された資格になっている。だから給料

安くていいねという話にもなるので、ここをどう考えるか。④

社会的養護や障がいを包含する仕組みにする必要がある。１０

０人のうち９９人で安心のシステムを作っても、１人を排除す

るシステムは貧しいシステムといえる。１００人全てのための

システムにすることが必要。⑤ノウハウを蓄積する必要があり、

認定こども園が先駆的な取り組みとして、蓄積してきた保育の

在り方、統一カリキュラムや職員配置のノウハウなどを全国に

デリバリーしてほしい。最後に、⑥自分の保育観を今のうちに

再確認を、と訴えた。 
 

 

 

●「第３回通常総会」「トップセミナー」 

・平成２４年６月１５・１６日 

・学士会館にて 

・開催要項は後日発送。 

  ※多くの方の参加をお待ちしております！ 

 

●次号「会報１４号」について！ 

 子ども子育て新システム成案を受け、ＷＴに

参加の当協会アドバイザリーボードの先生方

と緊急座談会を行いました！ 

 平成２４年３月１４日（水）に行い、内容に

つきましては、「会報１４号」にて一言一句逃

さず掲載致します。乞うご期待☆☆☆ 
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「 総合こども園のミッション 」 

汐見稔幸氏（白梅学園大学学長） 

 

 新システムをめぐる

議論の中で、特に幼保

の一体化について幼

稚園側が必ずしも前

向きでないことが判

明してきている。この

ままでは、一体化はあ

まり進まないのでは

ないかという懸念を

示す人も多い。 

 幼稚園側が積極的でない理由には、財政支援

の公平化や株式会社の参入の問題以外にもい

ろいろあるのだが、それらはさしあたり置いて

おいても、幼稚園がこども園になることについ

てはもう少し前向きになってもよいのではな

いかと思う。理由は以下の通りだ。 

 次第に気づかれてきていると思うが、子ども

が幼稚園に入園する前の育ちに懸念が多くな

ってきている。 

 山梨大学の中村和彦教授は、1985年のある保

育所の子どもたちの運動の様子をビデオ撮影

した映像と 2007 年撮影の同じようなビデオ映

像とを比較検討するという研究を行った。映像

で、子どもたちの跳ぶ、走る、投げるなどの運

動を 7種類に分類し、程度によって点数化した。

その結果、2007 年の 5 歳児は 1985 年の 3 歳児

と大体同じ得点であったという。 

 幼児の運動能力の発達がこの 25 年で 2 年近

く遅くなってきているというのだ。 

 この遅れは幼児の生活の全般的な変化が主た

る要因だと思うが、当然同じ問題が幼稚園入園

前の乳児の育ちにもあてはまる。赤ちゃんから

3 歳に至るまでの時期に、子どもはいわゆる動

物脳といわれる特に情動にかかわる脳幹部、扁

桃体、視床下部、中脳、そして運動機能や身体

で分かるということにかかわる小脳、そしてや

はり情動に関係している大脳辺縁系などまず 

 

 

 

 

 

発達させねばならない。これらは全て無意識裏

に人間の行動をコントロールし処理する部位

だ。ここで外からの刺激に情動的な反応をし、

その判断を大脳による情報処理につなげてい

く。この部分はいのちのもっともベーシックな

働きの部分だが、脳の機能の発達一般がそうで

あるように、使わないと発達しない。使うと、

それを司る脳の部位がその働きをスムーズに

しようとしてシナプスを増やしていく。使わな

いと発達は危なっかしくなるのだ。このいのち

の土台という部位をしっかり育てれば、学校的

な知やスキルにかかわる大脳皮質も安定して

発達する。 

 幼児の身体の育ちが 2年も遅くなってきてい

るとしたら、乳児の育ちも同じように遅れてき

ている可能性が高い。3 歳、4 歳からの保育で

は遅くなってきているのだ。 

 幼稚園はその意味で、責任を持って子どもた

ちを育て、教育するためにも、もっと小さな時

期から保育を始めた方がよい、という時代を迎

え始めているといえるように思う。 

 明治期にフレーベルの思想を受容して始めた

幼稚園は、戦後の教育改革時に倉橋惣三や城戸

幡太郎が主張していたように、できるだけ幼い

時期から始め、できたら義務化することをずっ

と夢見てきた。今は、その開始期を、3 歳では

なく、もっと早く 1 歳ぐらいから始めないと、

地域の力を借りることのできない現代の核家

族だけでは、子どもはうまく育たないことが分

かってきたのだ。 

 そう考えると、総合子ども園への移行は、た

とえ経営的な問題等があるにしても、幼稚園の

使命を果たす格好のチャンスとも言えるので

はないか。1，2歳から子どもの育ちにかかわっ

ている認定こども園（もと幼稚園）のある園長

が「小さい頃から育ちをみることができるとい

うのはありがたいですね。その子の育ちをずっ

と見ることができるわけですから」と語ってい

たのが印象的だ。 

 是非前向きに検討してほしいと心から思う。 

「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 
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「姫路市における保育と認定こども園の歩み」 

 兵庫県姫路市長 石見 利勝 氏 

姫路市における保育

と認定こども園の歩み

についてお伝えしたい

と思います。 

姫路市は、兵庫県の南

西部に位置し、瀬戸内海

を望む温暖な地域です。

世界文化遺産・姫路城を

中心に、観光施設、海岸

の工業地帯、北部の農村地帯と多くの特色を持

った中核市です。市内には、保育所が公立３２

カ所、私立５２カ所の合計８４カ所あり、約１

万人の子どもたちが入所しています。 

 市街地と農村部では、人口や就学前児童数に

大きな開きがあり、人口集中部では希望しても

なかなか保育所に入りにくいといった状況が

みられます。特に、３歳未満児については、入

所が厳しい状況が続いているため、ここ数年、

定員増、施設整備、分園設置等、受入枠の拡大

を図るための対策も講じています。今後も、引

き続き、地域の状況を踏まえつつ待機児童の解

消に努めていきたいと考えています。 

 さて、認定こども園に話を移しますと、姫路

市では、認定こども園制度が発足した翌年度の

平成１９年度に、「はぎ保育園」が保育所型認

定こども園として県の認定を受け、開設された

のが最初です。その後、保育所及び幼稚園とも

に認定こども園への移行を希望するところが

多く、兵庫県が積極的に推進しているという背

景もあって、認定件数は着実に増え、平成２３

年４月１日現在では、保育所型認定こども園８

カ所、幼稚園型認定こども園４カ所、計１２カ

所の認定こども園が開設されています。この件 

数は、兵庫県下ではトップであり、全国でもト

ップクラスの数字となっています。認定こども

園は、ご承知のとおり、就学前の子どもに幼児

教育・保育を提供する機能と地域における子育

て支援を行う機能を併せ持つという、それぞれ

の利点を活かした施設であり、今日の多様化す

る保育ニーズに対応する新しい選択肢として、

保護者の間にも浸透しつつあります。 

また、平成１９年度の認定こども園の認定当

初から、兵庫県と姫路市の単独事業として運営

補助金を交付し、当時課題の一つであった財政

面での支援も行ってまいりました。現在は、安

心こども基金の活用により、引き続き運営補助

を行っているところです。 

 さらに、現在、国において検討が進められて

いる「子ども・子育て新システム」においても、

幼保一体化が大きなシステムの柱となってい

ます。こうした新システムにも対応できる施設

として、大いに期待しているところです。 

 今後も、国及び県の動向を注視し、補助金等

を効果的に活用しながら、設置を検討する保育

所及び幼稚園に対して働きかけを行うととも

に、スムーズに開設できるよう県との調整を図

っていきたいと考えています。 

  将来を担う子供たちのために、全国認定こど

も園協会会員の皆様の、今後ますますのご活躍

を祈念しております。 

 

【認定件数の推移】            （単位：件） 

 

認定年月日 
保育所型 

認定こども園 

幼稚園型 

認定こども園 

H19.4.1 1  

H22.4.1 2 2 

H23.4.1 5 2 

合 計 8 4 

＜北から南から西から東から＞ 

･･･認定こども園推進への思い･･･ 

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にか

ける思いをお寄せいただきます。 

今回は、兵庫県姫路市からご登場していただ

きました。 
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「新システムに伴ういくつかの課題や疑問」 

 

 子ども・子育て新システムについては、基本

制度ワーキングチームを中心に検討してきた

が、同ワーキングの取りまとめを踏まえて、少

子化社会対策会議が 3 月 2 日、「子ども・子育

て新システムに関する基本制度」を決定した。

その全体像については他の原稿に譲ることと

して、本稿では現時点でまだ明らかになってい

ない、いくつかの課題や疑問を取り上げておき

たい。 

 まず指定制に関して、昨年 7月の「中間とり

まとめ」では指定・指導監督の主体（指定権者）

を都道府県としていたが、今回の「決定」では

市町村が指定・指導監督の主体とされた。新シ

ステムの実施主体が市町村であることとの整

合性を図ったものだ。 

 指定制は、認可基準を満たしても必ずしも認

可が受けられるとは限らない認可制と違って、

客観的な指定基準を満たせば原則として指定

を受けることができる。しかし、実際には保育

の需要と供給のバランスを図る観点から、供給

が需要を上回った場合、「新規の指定や更新を

行わないことができる」とされている。 

 実施主体である市町村が新システム事業計画

を５年ごとに策定することと連動して、指定も

５年ごとに更新することになる。つまり、５年

ごとに需給調整が行われるわけだが、供給過剰

となった場合は指定の抑制が行われる可能性

がある。 

 問題は、市町村間にまたがった保育利用があ

った場合、一つの自治体だけでは需給調整が十

分に行えないということだ。その際、市町村間

の調整や都道府県による広域的な調整がどこ

までなされるかに不安が残る。 

 もう一つの問題は、例えば幼稚園が「こども

園」になり、さらに「総合こども園」に移行し

ようとした場合、３歳未満児の保育需要がすで

に他の施設で十分に満たされていても、新たな

指定を受けることができるのかどうかという

ことだ。保育所が「総合こども園」に移行する

場合も同様で、果たして専業主婦家庭の３～５

歳児に対する幼児教育の指定が受けられるの

かどうか。こうした点が現時点では明らかにな

っていない。 

 こうした指定制と需給調整に関する課題や疑

問のほか、例えば次のような点も現時点では明

らかになっておらず、少しでも早く明確にする

ことが求められる。 

 

○「総合こども園」は、都道府県・指定都市・

中核市が認可権者になると考えられるが、自治

体に基本的に裁量権のない指定と違い、裁量権

のある認可という仕組みで「総合こども園」の

抑制が行われないという保障はあるのか。 

○現行の施設整備費補助をなくして減価償却

の仕組みが取り入れられるが、既存施設の経過

年数や施設規模、補助金を受けて建てた施設か

否か、といったことをどのくらい勘案するのか、

しないのか。また、減価償却に相当する額をも

らいながら、廃園した場合はどのような扱いに

なるのか。 

○市町村新システム事業計画が極めて重要に

なるが、市町村行政の担当能力にバラツキがあ

る中で、どのように改革策定を後押し、あるい

は支援するのか。市町村版「子ども・子育て会

議」を設けない場合、幅広い関係者の声をどの

ように反映させるのか。 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【編集後記】 

●東日本大震災が起きてから１年が経ちま

した。どのような１年を過ごされたのか？と

思うとやり切れない思いでいっぱいです。 

●「子ども子育て新システムの基本制度とり

まとめ」が出ました！制度として機能するこ

とを願いながらも、私達も「全ての子どもの

最善の利益」になる形にしたい。(九州男児) 


