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子ども・子育て新システムの検討、大詰め！ 

 

 

 

 

 

 幼保一体化のこども園の創設とその充実は財

源の確保と切り離せない。それはすなわち、消

費税が上げられる際にこども園を実現すると

いう意味である。 

 それを裏返すと、こども園あるいは幼保の拡

充のためには消費税率を上げるときが大きな

チャンスになるということなのである。むしろ

消費税が上がる際が、幼保の充実を行うおそら

く唯一の機会となるとさえ言えるのである。そ

してその時に幼保が統合されていないと、幼保

を個別に充実させることは通りにくいと思わ

れる。誰も幼保に予算を増やすこと自体が不当

だと言っているのではなく、国際的にも公費投

入が過小だとは認めているのである。しかし、

ない袖は振れないのであり、財源が増えて始め

て実現の可能性が見えてくる。しかも、幼保の

間の「ぶんどり」ではなく、統一されたところ 

での補助ということが説得力を増す。 

 消費税による財源の拡大が高齢者に使われる

だけではなく、日本の未来を形作る幼年の子ど

もに十分に振り向けるべきだという合意を国 
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民的に作っていくことが今、 も大事なことで

ある。今そのことを取りやめてしまっては、子

どものために工夫して税金を振り向けるべき

だという大きな動きを消してしまうことにな

りかねない。 

 そもそも 1年以上前に、社会保障の充実のた

めに財源を確保する議論が内閣においてなさ

れ、その際、子育て支援と保育がその一端とし

て組み入れられた。保育には単に子どもを預か

る場を増やすということにとどまらず、幼児教

育の質の向上が重要なのだという認識もこの 1

年あまりの間にずいぶん広がったことでもあ

る。 

 財源の観点から言うと、こども園の量的拡大

と質的向上に分ける必要がある。おそらく量的

な拡大については、消費税の値上げと共にそこ

に組み入れることはほぼめどが付いていると

言えるようである。質的向上についても、どの

手立てを行うとどのくらい費用が掛かるかの

試算は既に事務局から出されている。 

 量的拡大とは待機児童解消を中心としたこと

 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、平成 23 年通常国

会への法案提出に向け、新システム検討会議作業部会に、「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て進められた検討も、いよいよ大詰めを迎えています。こ

ども指針（仮称）においては現行の指導要領や保育指針を受け止めつつ全体の構成を考えていく方向性

が見えてきた一方で、一体化や基本制度では、幼稚園制度と保育所制度の存続やこども園のイメージ、

地方主権と国の責任、それらを支える財源の問題、その中身としての公定価格と追加徴収などの利用者

負担のあり方など、なお明確に描ききれない状況です。 

 前回に続いて、特集第２弾。３つの WT にかかわっておられる無藤先生に、新システム検討会を踏ま

えて向かうべき方向を語っていただきます。 

● 特 集 新システム検討会（ＷＴ）から ②

幼保の充実のための 
唯一のチャンスを逃すな！ 

無 藤  隆 氏 

（白梅学園大学教授・当協会アドバイザリーボード） 
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である。だが、その裏には潜在保育ニーズが多

量におり、それを念頭に置いて制度設計がなさ

れるべきである。特に、働きたい母親のために

問題の多い保育施設に子どもを預けざるを得

なくさせるのは好ましくない。認可保育所並の

施設や家庭的保育や派遣型保育などを広げて

いく必要がある。また、育児休業期間を長くし

て、低年齢児の施設側の負担を軽減する必要も

ある。幼稚園の預かり保育にしても、保育所並

みの基準と補助を可能にした上で、拡大を図る

べきであろう。 

 この量的拡大とは、従来の補助のシステムは

変わったとしても、その水準はさほど下げるこ

となく、補助先を広げていくことを意味してい

る。それはおおむね可能であろうということで

ある。 

 しかし、それで終わってしまっては、日本の

幼保と子どもたちの未来のために、けっして好

ましい状況にはなり得ない。様々な点で質的向

上のための手立てを広げることが幼保に対し

て求められているし、それは新たなこども園に

おいてますます必要なことである。 

 第一に、量的拡大とも重なるが、こども園へ

の転換への補助を可能にすることである。特に

幼稚園が3歳未満児を引き受けるなりなど調理

室が必要になる。それはかなりの費用を要する。 

 第二に、幼児教育の充実のためには、現在の

幼稚園のように、保育後の振り返りや記録の整

理、教材の準備、園内の話し合いなどの時間が

確保される必要がある。外に研修に行くために

は人員のゆとりが必要だ。こども園になり、保

育所についても学校教育法上の網が掛かり、研

修義務が雇用側に明確に課せられると、どのこ

ども園でもそういった措置が必要になる。その

ためには、代替の保育者を用意して、時間を生

み出すのが簡単であろう。代替保育者は非常勤

でもよいとすれば、そう高い費用でもないので

はないか。言い換えれば、どのこども園の保育

者も子どもを保育するのは8時間勤務の例えば

6 時間程度として、後の時間は事務書類作成（例

えば要録の作成）と園内の研修に当てるのであ

る。また園外の研修に参加するために、代替の

保育者を用意する対応を可能にするのである。 

 第三に、経験のある保育者の処遇を改善する

ことである。すべての保育者（特に民間の幼保）

の処遇を改善することが望ましいのは平均給

与の比較で分かるが、まずは経験年数や上級資

格の取得や高度な研修の履修に対してのイン

センティブとして処遇をよくしていくべきで

はないか。その年齢の民間の会社の平均並あた

りでもよいのである。 

 それ以外の様々な質的向上の施策への要望が

出されている。そのすべては対応しきれないま

でも、ある程度可能にしていくことが望まれる。

平成 25 年度から全面的に移行するわけではな

いのだから、徐々に拡大する中で出来ることは

多いのではないだろうか。 

 なお、少し違うことであるが、小規模のこど

も園への補助のあり方を工夫する必要がある

だろう。子どもの数に比例して補助のあり方が

検討されているようであるが、それだけだと小

規模の園の運営は成り立ちようがない。確かに

園の数が多すぎるあたりは幼保を合わせた統

合の形で数を減らし、集団としての保育を可能

にすべきであろう。しかし、そうしたところで、

少子化の中でなお規模の小さなところは多く

残るに違いない。経常費補助は基盤となる経費

として必要である。地域における保育・幼児教

育・子育て支援の核となるこども園の公的なあ

り方に是非配慮して、その確立を考えてほしい

のである。 

  

 

 

 

特定非営利活動法人全国認定こども園協会 

トップセミナー（九州大会） 

開催迫る 
協会としても新システムの行方を共に確認すべく、３

つのワーキングチームの委員を担っておられる当協会・

アドバイザリーボードの先生方を迎えてのトップセミナ

ーを開催します。是非ご参加ください。 

●基本テーマ 

「大詰めを迎えた新システムの行方を考える」

●２月１９日（土）13：30 ～16：40（受付13：00 ～ ）

２０日（日） 9：00 ～12：00 

●筑紫女学園大学  （福岡県大宰府市） 

●参加費 １２，０００円 （協会会員お一人） 

１７，０００円 （一般参加お一人） 

○懇親会費 ５，０００円 （お一人） 

●申し込みの締め切り  ２月１０日（木） 

お急ぎください！ 

※  詳しくは、ホームページをご覧ください。 
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若盛代表理事[こども指針(仮称)ワーキング]、古渡副代表理事[幼保一体化ワーキング] 

子どもの最善の利益を保障するシステムのあり方を提言 

各ワーキングチームの議論推移と 

協会としての提言 
 子ども・子育て新システム事業部会は３つのワー

キングチームで検討を重ねています。私たち、全国

認定こども園協会は、その内の２つ、こども指針（仮

称）と幼保一体化のワーキングチームに、それぞれ

若盛代表理事と古渡副代表理事を構成員として送

り出し、協会として提言を行っています。 

 ９月以降、こども指針(仮称)ワーキングチームは

３回、幼保一体化ワーキングチームは６回の会議が

開催されています。この間、協会では、９月と１１

月、そして１月に理事会を開催し、提言の内容の協

議、確認をしてきました。 

 

＜こども指針（仮称）ワーキングチーム＞ 

 こども指針(仮称)ワーキングでは、第１回で指針

を基礎づける理念や目的の議論から入り、その後、

指針全体の構成、「教育」と「保育」の定義などを

めぐって議論が進められています。 

指針の理念としては、児童憲章、子どもの権利条

約、中央教育審議会答申、社会保障審議会少子化対

策特別部会第一次報告、子ども・子育てビジョンな

どを基に検討することが確認され、０歳から１８歳

までの年齢のすべての子ども、家庭、施設、地域社

会をカバーすること、指針そのものの構成などが話

し合われています。 

協会としては、新しい指針を運用する際の家庭と

地域・社会そして施設の、「子どもの利益に向かう」

意識改革について提言をしてきました。 

特記すべきこととしては、法的には教育と保育の

言葉を明確に使い分ける必要がありますが、こども

指針は現場の言葉として運用されるもので、「保育」

という言葉で通せるのではないかということで、大

枠で了解されたと言えます。また、この指針がどこ

まで拘束力を持つかということから、第１章の総論、

第２章の施設の指針のあとに、第３章として家庭や

地域における子育てについてガイドラインを示す

という形で話が進んでいます。 

 

＜幼保一体化ワーキングチーム＞ 

一体化ワーキングでは、幼保の団体や保育園を考

える親の会、株式会社、こども育成会など、様々な

立場から構成された会議で、一体化の目的や具体的

な形について議論が進められています。特に、中に

は安心できる案が出るまで意見を保留するという

団体もあり、微妙な意見の交換の中で、国が示す案

をめぐって意見交換がなされています。 

特に、第４回の会議（１２月２日開催）では、会

議の冒頭で時間を与えられ、認定こども園のこれま

での一体化をめぐる取り組みについて、好事例集な

どから紹介する時間を得ました。 

 １１～１２月には、考えられる５つの案に捉われ

た議論となりましたが、第６回（1/24）では改めて

一体化の目的に戻って、また一体化施設を含めて市

町村が事業計画を策定することから、市町村の現状

の違いへの配慮などから、１～５案のどれというこ

とではない考え方が示されています。幼稚園と保育

所の存続を含めて、なお議論が続けられます。 

 

＜基本制度ワーキングチーム＞ 

 協会として構成員に加わっていませんが、若盛代

表他の役員が陪席して状況を把握しています。制度

の設計の根幹を成す部分で、公定価格や契約のあり

方、そして財源と負担のあり方など、もっとも回数

も多く活発な議論がなされています。 

 

 新聞では、まだ決まっていない事柄が、しかも間

違った解釈で報道されることがあり、それらが議論

に難しさを醸し出している面もあります。正確な情

報の把握が重要であることを感じています。 

   （調査広報委員会） 

【メールニュース】配信のご案内 

新システム検討の状況を、リアルタイムでお知ら

せできず、大変申し訳なく思っておりました。２月

中旬にはメールニュースの配信を開始できる見込

みとなりました。時に検討会会場から、時に研修会

会場から・・・最新の情報をお伝えすることを目標

に運用を始めます。  

つきましては、配信希望の会員は、２月中旬には

ホームページに案内を掲載しますので、メールフォ

ームにて①会員番号（会報送付封筒に記載）、②会

員名、③配信希望メールアドレスを記入の上、送信

してください。会員登録を確認の上、配信を始めさ

せていただきます。 

3. 
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 佐賀県では、幼稚園がいいという人は幼稚園に、保育

所がいいという人は保育所に、そして認定こども園がい

いという人は認定こども園にと、県民のみなさんが、そ

れぞれの子育てや仕事、ライフスタイル、地域の状況

に応じて、こどものために最も良いと思える場を自由に

選ぶことのできる環境づくりを進めてきました。 

＜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、佐賀県からご登場いただきました。  

 私たちは、平成１６年度に、それまで「幼稚園は私立学

校、保育所は児童福祉」と分かれていた窓口を一つに

し、子育て行政の枠組みを大きく変えました。 

「すべてのこどもたちのために、 
そのみらいのために」 
佐賀県知事 古 川  康 氏  この枠組みのもと、認定こども園のきっかけとなった「こ

ども園特区」や「県全域での幼稚園３歳未満児特区」を

全国に先駆けて展開しました。 

 

昨年、できたばかりの認

定こども園を訪問したとき、

とても強く思ったことがあり

ます。 

 佐賀県の認定こども園は、平成２２年度末で２８園に達

するなど、人口当たりでは全国有数の設置率となって

います。 

 元気いっぱいに、こいの

ぼりを空高くあげるこどもた

ち。 

 

 今、「子ども・子育て新システム」のなかで、「こども園

(仮称)」についての論議が重ねられています。 

 芝生のうえで、あそんで、

たべて、わらって、ないて

いるこどもたち。 

 当初は、幼稚園、保育所、認定こども園をすべて「こど

も園」へ移行するとされていたのに、幼稚園や保育所

の制度を残す案も示されるなど、先が見えない状況に

あります。  みんなみんなが、たいせ

つな佐賀県のこどもたちで

す。 

 幼稚園も保育所も、どちらも長い歴史を有し、人々にと

って最も身近な教育、保育の場として、地域に根付い

ている施設です。認定こども園も、「きょうだいで通わせ

たい、早い時期から幼児教育を受けさせたい」といった

ニー ズを背景に、その輪が年々広がっています。  

 

  けれども、認定こども園という制度のなかでは、一人ひ

とりが書類上「幼稚園籍の子、保育所籍の子」と分けら

れてしまっています。  

 一つ屋根の下、同じ教育、保育を受けているのに、法

的な位置付けが違い、補助金も、保育料も、給食費も

違っています。 

 「こども園」が、どういったかたちになって、どういったサ

ービスが提供されるのかは、これからの制度設計のな

かで検討されていくことですが、まずはこれまでの幼稚

園や保育所、認定こども園の実践において得られたも

の、 より高めていくべきもの、あるいは足らなかったもの

を、きちんと検証していく必要があると考えています。 

 こどもたちの一番近くにいる先生の資格や人数も違い

ます。 

 絵本や折り紙、電気水道代でさえ、わざわざ幼稚園と

保育所とに分けることが求められています。  

 「認定こども園」そのものにも、幼保連携型、幼稚園型、

保育所型、地方裁量型と４つものかたちがあって、支援

の面でも大きな差が残されたままとなっています。 

 そのうえで、全国認定こども園協会のみなさんが目指

され、佐賀県が目指してきた「すべての子どもの最善の

利益」という理念が、「こども園」へと確実に引き継がれ、

すべてのこどもたちのために、そのみらいのために、い

つでも、どこでも、だれでも、質の高い教育と保育を一

体的に受けることができる環境の実現に向け、私たちも

みなさんととともに、しっかりと取り組んでいきます。 

 

 幼稚園と保育所の一体化を目指したはずの認定こども

園なのに、「どうしてこんな見えない壁があるのか、それ

はなんのために、だれのためにあるのか…」、こどもた

ちの笑顔のなかで、そんなことをあらためて考えさせら

れました。 

4. 
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「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 ④ 

  

 
「 新システム構築への期待と危惧 」 

 

東京家政大学教授 網 野 武 博 氏 育システムに関する国際比較研究をすすめてきたひ

とりです。それぞれの国の歴史的推移、教育、福祉、

文化の捉え方、そして子ども観などによって保育や幼

児教育のありようが異なり、したがって幼保一元にも

実に多様なシステムがあります。わが国のようにきわ

めて異なった目的をもつ幼稚園と保育所を一体化し

たり統合する場合には、ことさらその主人公である乳

幼児を主体に置いた制度論、保育論が必要です。その

危惧は今も残り続けています。 

 

子ども・子育て新システムに関するワーキングの会

合も大詰めを迎え、新しい法律の制定に向けて作業が

急ピッチで進んでいます。中でも、今後の保育の動向

に深く影響を及ぼす幼保一体化の行方に関する輪郭

がおおよそ固まりつつあります。一方で、認定こども

園の制度が施行されてから４年余を経過し、質の高い

認定こども園を営むことに専心されてこられた方々

にとって、その行方はとりわけ高い関心事であろうと

思います。 

 さて、本年１月２４日の幼保一体化ワーキングチー

ムの検討結果により、ほぼ今後の方向性が見えてきま

した。小生の受け止め方は、詰まるとこ

ろ新法と共に学校教育法、児童福祉法の

位置づけが付与されたシステム、つまり

新たな幼保三元の仕組みが立ち上がると

いうものです。とくに認定こども園にお

いても常に課題とされてきた３歳未満の

乳幼児のための真に一体化された保育と

教育のシステム、そして３歳以上の幼児

のための真に一体化された教育と保育の

システムの展開に関しては、先にあげた

危惧がそのまま課題として残されたので

はないかと思います。 

 さて、認定こども園の仕組みができた

時、それを幼保一体として受け止められ

た一方で、幼保一元として受け止めた関

係者や一般の方もみられました。ここで

述べているこの二つの言葉自体、非常に

紛らわしい用い方がされています。私は、

幼保一体とは、幼稚園と保育所のそれぞ

れの機能を拡大してその部分に関しては

一体的システムを採ること、幼保一元と

は、幼稚園と保育所が双方の機能に限ら

ず制度的にも実践的にも完全に一元的に

統合されるシステムを採ること、と受け止めています。

したがって、新しい法律の下に新設された認定こども

園がスタートしたことによって、確かに幼保一体化は

すすみましたが、むしろ学校教育法、児童福祉法、い

わゆる認定こども園法という三つの制度に基づく幼

保三元化がなされたと受け止めてきました。 

認定こども園のあまりにも深く重なり連なってい

る新システムのこども園のあり方について、常に子ど

もを中心においた制度の構築を図るために、皆様方と

共に積極的な検討をすすめていきましょう。 

 

 この度の子ども・子育て新システム構想は、当初か

ら幼保一元、幼保一体という言葉が飛び交い、むしろ

新政権のもとで、幼保一体という言葉は私が述べて幼

保一元という趣旨で用いられる部分が多くみられま

した。そして構想の核となるこども園（仮称）が、上

記の幼保三元のシステムから一元化される方向性を

明瞭に示しつつ、検討がすすめられてきたことは間違 

  

いなかったと思います。しかし当初から危惧した点は、

何故幼保一元・一体化なのかという本質的な問題に対

する共通認識のための検討がはなはだ不足している

ことでした。小生は、1980 年代から数次にわたって保 

 お詫びと訂正 

 会報第９号「北から南から西から東から」にお

いて、品川区長様のお名前の読みを間違ってお伝

えしました。心からお詫びし、以下のように訂正

させていただきます。申し訳ありませんでした。

  誤  品川区長 濱 野 健 氏  

（はまの つよし） 

  正  品川区長 濱 野 健 氏  

（はまの たけし） 

5. 
 



全国認定こども園協会 会報第 10 号                                      H.23.2.7. 
 子ども・子育て新システムが目指す「こども

園」の姿が、具体的なイメージを伴ったものと

してなかなか見えてこない。昨年までは、こど

も園のイメージとして５つの案が示され、どの

案をベースに考えるかをめぐって様々な意見

が出された。その中で、将来的には案１を目指

しつつ当面は案３からスタートするといった

考えなども浮上した。 

 しかし、年が明けて 1

月24日に開かれた幼保一

体化ワーキングチームの

会合では、いきなり５つの

案が消え去り、フルパッケ

ージに近い「こども園」を

ベースにしながら、幼稚園

や保育所を残すという事務

局案が提示された。 

6. 
 

 それによると、①こども

園は児童福祉法と学校教育法の位置づけを持

たせ、②満３歳以上の子どもに対して幼児教育

と保育を一体的に提供するが、③満３歳未満児

の受け入れは義務づけない――という姿を想

定している。 

 ただ、幼保一体化を進める際には、市町村が

幼児教育や保育の需要を把握して新システム

事業計画を策定し、それに基づいてこども園や

幼稚園、保育所を計画的に整備するとしており、

地域の保育ニーズによってはすべての幼稚園

がこども園になれるかどうか、現時点では定か

ではない。また、保育所については、基本的に

すべてこども園に移行するのではないかと考

えられるが、そのまま保育所として残った場合

は、３歳未満児に限定するという方向が示され

ている。 

 また、こども園、幼稚園、保育所のいずれに

も指定制を導入し、指定を受けた施設は幼保一

体給付の対象となる。幼保一体給付は、基本的

に保護者に対する個人給付とし、施設は個人給

付を代理受領する形となる。個人給付である幼

児教育・保育給付は、基本的に公定価格とする

が、私立幼稚園に配慮して入園料や付加的なサ

ービスに伴う上乗せ徴収を認める。なお、こど

も園への移行については、付加的な財政措置を

講じるなどの政策誘導を行う考えを示してい

る。 

 さらに、専業主婦家庭で保育の必要性の認定

を受けない満３歳児以上であっても、親の就労

等によって保育の必要性の認定を受けた０～

５歳児であっても、市町村の関与の下で施設と

保護者との公的幼児教育・保育契約を取り入れ

る。その上で、「正当な理由」がない限り入園

を断れない応諾義務を課すが、私立幼稚園に配

慮して「建学の精神」に基づく入園選考は認め

るとしている。 

 以上が今回新たに示され

た考えの概要だが、①幼稚

園、保育所の存続が認めら

れている、②保育所として残

った場合は３歳未満児が対

象となる、③地域事情によっ

ては幼稚園がこども園にな

れない可能性がある、④公定

価格といいながら上乗せ徴

収を認めている、⑤応諾義務

を課しながら「建学の精神」に基づく選考を認

めている――といった逃げ道を残しており、幼

保関係者の意見が大きく分かれることになり

そうだ。 

子ども・子育て新システムの動向 

 このほか、新システムに関する法律案の国会

提出が 5月以降にずれ込むとの観測もあり、地

方統一選をはじめ国会などの状況によっては、

法律案の提出がどうなるか微妙なところだ。ま

た、法律案が提出されたとしても、衆参がねじ

れた状況の中で成立するかどうかも不明であ

り、さらに成立したとしても新システムの実現

に必要な財源が確保できるかどうか疑問の声

も聞かれる。 

 

 

保育システム研究所 

吉田 正幸 氏 

【ご案内】 

●中部地区、地域活性化研修会の開催要項を同封い

たします。地域を超えての参加も歓迎です。どうぞ

ご検討ください。 

●「認定こども園保険」のパンフレットを同封いたしま

す。幼稚園・保育園どちらの所属の園児も同じ条件

でカバーします。詳しくはパンフレットを！ 

【編集後記】 

●「新システムが動くなら、それまで待とう」と認

定申請を凍結する自治体や園があるそうです。幼保

一体施設は、はい！明日から！とは行きません。安

定するまで３年と言われます。安心こども基金もど

うなるか？ 出来ることろから積み上げていきませ

んか？           （那須下ろし） 


