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【開催日】平成 24 年 12月 10日(月) ※総選挙前 

【参加アドバイザリー・ボード】 

・飯野奈津子 氏（ＮＨＫ解説副委員長） 

・柏女 霊峰 氏（淑徳大学教授） 

・浅川 澄一 氏（元日経新聞社編集委員） 

・無藤  隆 氏（白梅学園大学教授） 

・池本 美香 氏（日本総研主任研究員） 

・猪熊 律子 氏（読売新聞社社会保障部次長） 

・吉田 正幸 氏（保育システム研究所代表） 

【内容】①『新制度の仕組みへの評価』 

～新制度のプラス・マイナス面を考え方る～ 

②『新制度を受けて、認定こども園はどうあるべきか』 

③『今後の運用面で、どう取り組んでいくべきか』 

 

飯野氏）少子化の中で、子どもがどのように力強く、生きる力

をもって育てていけるかを考えてきた。子ども・高齢者・障害

者も地域の中で育てていくことが大切。保育園、幼稚園と分か

れていることが不自然だと思っており、これを何とかしたいと

20 年ほど前から考えていた。今回の新制度では色々あったが、

基本的には子どもは社会が育てるという仕組みができたこと

は評価している。あとは財源を確保できるか・・・マイナス面

では、まだ文科省、厚労省と分かれていること。あと親の方が

本当にわからないということ。何がどう変わるのか、どのよう

に利用しやすくなるのか、子どもにとって何が良いのかよくわ

からない。認定こども園はこうだと言い切れない部分があるが、

子どもの状況や家庭の状況を考えた上で、どのような役割を果

たしているのかをアピールしてほしい。 

 

柏女氏）今回の新制度は、やる・やらないはそれぞれの事業者

が判断する仕組みになったと思う。メリットとしては①待機児

童対策ができやすい仕組み、②給付メニューの増加により、都

市部・郡部・過疎地で、色々なメニューを複合的に使える。③

財源増による保育の質の向上がはかられる。④幼保一体化でき

る仕組みが設けられた。これらは、後どうインセンティブを働

かせるかによって、全く進まないというものもあれば、大きく

進むというものもあり、それは今後の検討となる。 

課題と懸念は、①供給過剰による育児の外部化：子どもはだ

れが育てるのか？どこまでを供給過剰とするのか？②福祉的

視点の弱体化。③保護者支援の弱体化。④人材確保と保育士、

放課後児童指導員資格の規制緩和（急激な人材確保についてい

けるのか？）。⑤複雑な制度による利用者支援。⑥保育士資格

あり方検討。待遇向上が図られるか。⑦施設運営として、（ア）

民間保育所運営費の一般財源化、（イ）上乗せ徴収をめぐる幼

保の不公平化、（ウ）施設整備費補助廃止の影響、（エ）民改費

の確保、（オ）県単、市単補助の行方の以上を挙げた。すべて 

の子どもといいながら、障害児については別システムであり、 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当にそれでいいのか。100人のうちの 99人で安心安全であっ

ても、1人を排除してしまうシステムでいいのか。 

 

浅川氏）育児の社会化も介護の社会化も全く同じ視点から論じ

られるべき。少しでも介護保険モデルに近づけた事は良いこと。

しかし子ども子育ての緊急課題は 1､2歳児の待機児童問題。1､

2 歳児を誰がどのようにという視点が今回の論でも総合こども

園でもなかった。少子化対策であれば 1､2歳児を照準にした考

え方を真っ先に取り入れるべきである。もし社会福祉法人や宗

教法人や学校法人に出来なければ、全面的な企業参入をさせる

べきである。どうして親（介護）を企業に預けて平気なのに、

子ども（保育）を企業に預けてはいけないのか。自治体によっ

てはまだ認可保育所でも企業参入を認めてはいない。国は 12

年前から認可保育所では企業参入を認めたにも関わらず、市町

村レベルで参入を認めない。市町村レベルでは待機児解消策へ

の意識がまったくない。ただ一方で認可外保育園に今 18 万人

いる。東京の認証保育所、横浜保育などは待機児童にカウント

されていない。待機児童は何人いるか把握されていない。介護

保険の時にも企業参入に反対していたが、今では企業参入があ

ったので、多くの高齢者ケアができている。大制度改革をして

高齢者ケアの問題は相当に解決の道を図ることができた。育児

の問題でも、まず育児の社会化は当たり前という議論から出発

すべきである。で、今回の制度の中で注目するのは地域型保育

である。20人以下できちんと家庭的保育の延長を行うことは大

切。地域型保育が打ち出されたのは、大きな前進である。しか

し現実的には認定こども園が普及していない。これは市町村、

県レベルで色々な障害のため、促進させないとか、４種類もあ

って制度が理解されにくいなどの問題はあるが、方向は認定こ

ども園で間違っていない。ただ、都会と地方とでは構造が違い、

地方では子どもがいない。子ども集団確保、統廃合は当たり前

だと思う。しかし都会では違い、やはり待機児の問題である。

この新制度により、これからの方向としては東京都、横浜市が

率先して地方自治体による独自の予算設定による認可外保育

所制度の確立というのを期待している。それにより 1､2歳児の

待機児解消をやり遂げる。そこにお金を注ぐべきである。 

 

無藤氏）2､3 年後どうするか。１つは私立幼稚園の認定こども

園への移行が進む。保育所の方は、一気に大部分が動くか、動

かないかと色々な要素が浮かぶ。積極的なメリットは保育所に

はないが、動く意味はある。公立の幼稚園、保育所が正念場で、

簡単に民営化という問題でなく、これから２，３年で各市町村

が考えなければならない。一番重要なのは、財源の 0.3兆円が

来るか来ないのか。政治的な問題だが危機感を持っている。 

「量的拡大」では、認定こども園へのインセンティブをどう

するか。私学助成より施設型給付の方が得だと解れば転換する。

その際に社会的なコストダウンが必要。要するに供給を増やす

と同時に利用者の抑制が必要。特に 0､1､2の保育はコストが高

い。質を下げずにいかにコストを社会全体で下げるか。待機児

童はなくすが、過剰なニーズにならないようにする。非常に微

妙なところ。その１つが「保育に欠ける」から「保育を必要と

する」に転換する。保育ニーズの認定の基準や仕組みを具体的

にどう決めるか。これをどうするのかは、来年度の課題と考え

る。もう１つは「育児休暇」の拡充である。スウェーデン等は

乳児期は基本的に育児休暇で対応しており、その方がコストは

安い。そのため「地域型保育」の仕組みをどう作るか。具体的

な基準や補助や利便性は、来年度検討されるだろう。3 歳未満

児保育について、地域型給付に無認可施設が入るから量的拡大
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第 １ 回 
アドバイザリー・ボートとの意見交換会 

 

「新システム」議論は、３党合意を迎え、昨年８月に「子ども子育

て関連３法」として成立。12 月の総選挙にて民主党から自民党へ

「政権交代」という状況となりました。成立した「子ども子育て関

連３法」により、平成 25 年度より「子ども子育て会議」の準備へ

と移る中、新制度の仕組み、何がどうなるのかを意見交換しました！ 



全国認定こども園協会 会報第 16 号                                      H.25.4.1. 

2. 

 

になる。私は常々、病児保育はベビーシッターで対応すべきと

主張している。その方が人材を確保するのに問題はあるが、コ

ストは十分見合うものである。「質の確保」は、何よりも予算

が確保されなければできない。１番は、外部研修、園内研修で

の代替の保育者のお金を出すこと。最小限で言えば、たぶん 50

億～100 億だろう。0.3 兆円がプラスされれば確保できる。２

番目に「資格」の問題。どう統合するか。来年度以降検討され

るだろう。統合しないと先行き非常に困る。統合において、多

くのハードルがあるが、それをクリアする強い意志を国がもっ

て強力に進めることを考えてほしい。また、これだけのお金が

つぎ込まれるので「外部評価」が必要。その仕組みをどう入れ

るか。国レベルか、自治体か、それとも民間団体か。あるいは

保育所の第 3者評価のような様々な評価機関を認証する仕組み

か。それをしないと仕組みを安定させることはできない。 

それと共に、「幼児教育」の柱を作る必要がある。１つの課

題は私立幼稚園が市町村の監督下に入ること。給付により補助

金は増えるが、増えることは口を出すことになる。私立幼稚園

にとっては微妙な問題だが、基本的には「教育要領」や「保育

指針」の精神をしっかりと守りつつ、建学の理念を生かしてい

けばよいのである。もう１つは、法令的には、今回の最終的な

仕組みは保育所のままでは幼児教育とは言えないというのを

変えられなくなってしまった。保育所にとっては一大事であり、

この問題の波及は長い時間でじわじわ出てくると思う。その間、

実質的に保育所の中の幼児教育を充実させるために研修が不

可欠だと思う。最後に、子ども・子育てのシステムを実際に動

かすのは「市町村」であるということ。そこに集約される。バ

ックアップとして都道府県があるが、しかし市町村といっても

規模からしてもピンからキリまであるので、横浜市のようなと

ころから、数千人という町村まである。そういったすべての市

町村が責任と見識を持って園の中の保育に関われるだろうか。

そこをどうしていくかは１つの問題。もう１つの課題は、少子

化が進む中での学校法人、社会福祉法人の整理の問題。どうや

って合併統合させるか。あるいはどうやって社福と学法を合わ

せるか。もう少し法的整理をしないとと心配している。 

 

池本氏）私自身も子どもが待機児童になり、とても困った。も

し新システムのように個人に給付が付けば、実際に近くに株式

会社の保育所ができたので、そこを利用できたとの思いがある。

公費補助ゼロで保育料が月 10 数万円では復帰は厳しい。個人

にきちんと給付がつくことは大きく評価できる。認可外を認可

の形にして質をそれなりに高めていく形になったことも評価

している。1､2 歳児にどこまで保育を提供するか、私も議論が

必要だと思っている。女性の社会進出が急速に進むノルウェー

では、０歳は親が見る。そして、1､2 歳児には、日本のように

13時間とかでなくて、子どもの教育環境としてふさわしい内容、

時間の保育を、すべての子どもに保障し、親にはワークライフ

バランスを保障している。 

「保育の質」に関する議論が十分でない。海外では、乳幼児

対象の施設の所管を全部教育省とする動きも強まっている。施

設の評価も入れている。指針づくりも、学校教育をそのままお

ろすのではなく、その時期にどのようなものがふさわしいのか、

きちんと議論している。質の評価のあり方と幼保共通の指針づ

くりが今後の大きな課題だと思う。 

それから、新システム議論の中で、認定こども園協会が「子

どもの最善の利益」ということをずっと訴えていたことは本当

にうれしいことだった。新システムの議論では、施設・事業者

側の団体の声が大きく、子どもの立場に立った話が少なかった。

日本にも子どもの権利オンブズマンの設置が必要。子どもの権

利に対するきめ細かな配慮が進む国が増えており、世界的な流

れからみて、日本は相当遅れていると感じる。 

「株式会社参入」については、株式会社なくしては待機児童

や今後の量的拡大は不可能であり、海外の状況をみてもその必

要性を感じる。ただし、株式会社をきちんとした形で入れるに

は質の評価のあり方に関する議論が必要。もう１つは、待機児

童対策として量を増やさないといけないが、流れは少子化で地

域によっては施設が余ってくる状況。そのため、今あるもので

十分となってしまう。良いものが入れないで悪いものが残って

しまうという危険が考えられる。保護者としては、新しいもの

に来てほしいので、そこをどうやって退出してもらい、入って

きてもらうかも考えなければならない。 

 

猪熊氏）政府は、社会保障と税の一体改革で、「総合こども園」

を創設する方針だったが、民・自・公３党の修正合意の結果、

総合こども園構想はなくなり、これまでの「認定こども園」を

拡充することになった。しかし、保育のことをよく知らない一

般の人から見ると、こうした経緯はわかりにくい。そもそも、

総合こども園と認定こども園はどう違うのか、もちろん、主管

官庁や財源の相違などはあるわけだが、利用する人の視点から

見てどこが違うのか、について、簡単に説明するのは難しい。

新聞で、短い行数で説明する際も苦労した。政府、あるいは政

治は、こうした点を丁寧に説明することが必要だ。 

認定こども園の理念はよいと思う。つまり、子どもを主体に

考え、保育も、教育も行う。また、地域の子育て支援もすると

いった理念だ。認定こども園が今後、どういうふうに拡充され

ていくのか、どういうものになるのかといった情報を、この「協

会」でも広く伝える努力をしてほしいと思う。 

介護保険の話が出たが、新システムでも、介護保険で各市町

村が事業計画を作ったように、子育ての計画を作ることになる

と思う。介護保険の時と同様、一般住民を巻き込み、よい計画

を作ってほしい。市町村が、今後の子育て行政のカギを握る。 

社会保障制度改革国民会議が始まった。先日、財務官僚と話

をしていたら、年金と子育ては法律が通ったので、改革は一応

もう済みました、今後問題となるのは医療と介護ですと。医療

と介護の議論が重要なのは間違いないが、子育ての議論はまだ

まだこれからだと感じている。社会保障制度の柱は従来、年

金・医療・介護といわれていたが、それらの制度を支える土台

としても、「子育て支援」「子ども主体の制度再構築」がすごく

重要になっていると感じる。 

０歳児の保育について。０歳児は、親が働いていても、育児

休業を使ってできるだけ両親が自分たちで育てられるのがい

いように思う。０歳児保育の在り方を、認定こども園、あるい

はこの協会として、どう考えているのかお伺いしたい。それと、

児童虐待を受けたりして、児童養護施設や乳児院に入っている

子供たちの問題も、とても気になる。 

それと、これは余談だが、「幼児からの教育」というと、中に

は、「早期教育」を思い浮かべる人もいる。早期教育には、英

語やピアノなどをごく小さい頃から教え込む、といったイメー

ジもある。何か、もう少しいい別の言葉がないのかなと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催日】平成 25 年 1 月 15日(火) ※総選挙後 

【参加アドバイザリー・ボード】 

・汐見 稔幸 氏（白梅学園大学学長） 

・山縣 文治 氏（関西大学教授） 

・吉田 正幸 氏（保育システム研究所代表） 

 

汐見氏）実施に向け、財源の消費税を含め、その他の議論がこ

れから。これからが本戦だと思っている。とにかく社会全体の

力で子どもを育てる構えが法律としてできた。幼稚園、保育園

の垣根をとり、一体化施設を作る法律が出来たことは、保育、

幼児教育の伝統、枠を前に進めたという感じを受ける。それか

ら、消費税 7,000億、他から集めて１兆円。ＯＥＣＤの調査で

第 ２ 回 
アドバイザリー・ボートとの意見交換会 

 

総選挙により、政権交代となりました。この結果は、新制度に

どのような影響があるのか？ 

第１回と同じテーマにて意見交換を行いました。 
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は、ＧＤＰ比１％以上を目指している。その目標には、更に何

兆円かが必要な現状だが、それでも前に一歩出たことは大きい。

日本は少し遅れていたが、枠や形を少し条件として整えたこと

で、どのように利用していくのかがこれからの課題。 

一方で政権が変わり、民主党が退いたので、自民党と公明党

が中心となり、これをどのように位置づけて、具体化していく

か。元々自民党が進めていたのは、３歳からの無償化案が中心

だった。結論としては至らなかったが、国際的な幼児教育政策

を受けて 2005年、幼児教育部会の報告を受けて 2006年に文科

省から幼児教育振興アクションプログラムを出す。それが５年

間の行動計画に入っていた矢先に政権が変わってしまったの

で、そこが全部曖昧になってしまった。一方での３党合意だか

ら、今回の自民党にも責任がある。それまで３歳から無償化を

１つの柱として必要なお金は消費税１％分と決めており、2､4

兆円とか 2､3兆円だった。今の１兆円レベルではない。だから、

３法プラスこれまで自民党が目指してきた３歳からの無償化

の財政保障、それから質的な向上のための条件の改善、研修シ

ステム充実と改めてテーマになるのは結構だが、今の政権がそ

れよりも経済の活性化と言い、お金を刷っていき、結局幼児教

育どころではない可能性がある。３党合意の内容は党として責

任をもって進めてほしいと、声を大にしないといけない。 

子ども子育て関連３法体制は何のために作ったのか、それを

現場とか親、国民がしっかりと受け止めているか。私は世論が

形成できていないと見える。何のためにお金を１兆円かけて、

新しい制度にするのか。認定こども園を増やすのかが、国民に

ははっきり見えていない。待機児童問題のため？となる。横浜

のように待機児童がなくなったら、特に必要なくなる。何のた

めに認定こども園を増すのかの柱に、日本の子どもの育ちを赤

ちゃんの時から責任をもって私たちが実現していこう。家庭だ

けでは子どもの育ちを保障するのは難しい時代なので、専門家

がいる機関と親たちが協力して日本の子どもの育ちを社会が

主体的に担う。そのために保育現場で全ての子どもを責任をも

って育てるという専門性の向上。責任性の向上。そのために制

度をつくり変えようとしている。そこがないと、国民は、早く

作り変えてほしいという合意がなかなか得られない。分かり易

くする世論作りが弱い。その世論をどのように高めていくかと

いうものを私も具現的に考えないといけないと思っている。 

認定こども園はどうあるべきかだが、0､1､2 の待機児が多く

て、解消するために幼稚園も保育所部門を持つことや小規模保

育園をつくることなど、数をどうするかはかなり議論してきた。

しかし、日本の子どもの育ちについて、例えば自尊感情のすご

い低さというのはなぜか。医者たちも研究しだしていて、主た

る原因は 0、1、2歳の育ちだといっている医者もいる。子ども

の持っている合同性を共感性で支えていき、ありのままの子ど

もの姿を需要して、自分のありのままが愛されている、無条件

で愛されている、条件付きでなく愛されている。その感覚を 2､

3 年かけて徹底的に自我の深部に叩き込んでいくことが、自尊

感情のベースになる。ただし、その時に家庭の中だけでは、「何

やってるの」「やめなさい」「いいかげんにして」と、子どもは

親の顔を伺うようになる。条件つきで愛される。これが日本の

子どもの自我にとても大きなマイナスを与えている。もちろん、

自尊感情は 0､1､2だけで決まるものではないが、意外と「0､1､

2 歳の子どもの育ちの質」が社会的に注目されていない。そこ

で親と協働しながら子どもを育てるという社会システムに切

り替えていかなければいけない時代が始まったと思う。私は０

歳からの義務保育というような言い方をするが、義務とは行政

が希望する人は全部を受け入れる義務があるということで、別

に親がいかせる義務でない。その点から「保育を必要とする」

と第 24条が変わったことは、かなり評価している。 

幼稚園も３歳からではなく、0､1､2 歳児を別に毎日来なくて

いいので、週 1､2回だけでも遊びにきてねということをもっと

積極的にしていいと思う。認定こども園は、様々な柔軟なシス

テムで子育てが可能な幼児教育施設。親の実際のニーズ、子ど

もの育ちのニーズを柔軟に保障できるシステムなんだとうこ

とを上手に証拠立てていくことを追求してほしい。 

山縣氏）プラス面は、①１つの法律の中に、ほとんどの幼稚園、

保育所が入って体系ができたこと。これが給付が中心で理念、

実践が一体化してないところに問題があるが、給付だけでも市

町村レベルでほぼ統一されたことにより、これから話し合いが

しやすくなる。②子育て支援。保育所、幼稚園と別々に書かれ

ていた法律があり、当然両方残るが、給付を含めて１つの法律

の中で考えられる。大きなポイントではないかと思う。③保育

所と幼稚園が同じテーブルにつくことがなかったが、認定こど

も園協会が両方のバランスをとったことを評価している。 

改正により前の政府提案の時でも明確なゴールが見えてい

たわけではないが、残念なのは、ますますゴールが遠ざかった

感じがする。子どもの立場から、一体化が必要だとする人から

すると、また長い話をもう１回しないといけないという感じが

ある。今度の改正の中で、特に私立幼稚園が新システムに移行

するか、しないか、認定こども園になるか、３つに分かれてし

まう。移行しない方々の考え方が非常に硬直化されるのではな

いかと見解している。外枠で残れる自信がこの政権交代でます

ます強くなっているのではないか。幼稚園団体がどこにいくの

かを危惧している。保育所も同じだが、一応全て新システムの

中にあるので、しかも今までとおり市町村のレベルにあるので、

幼稚園ほど大きな分断にはならないのではないかと思う。 

それを考えていくと、新システムが求めていた理念が、残念

ながら、マスコミも含めて保育所と幼稚園の関係を中心に考え

ていたと考えられる。しかもそれが別々のものでなかなか一体

化しなかった。一番ベースにあるのは、「全ての子どもと家庭

も含めた子ども理念」をつくらなければいけなかったのに、社

会が関心を持たなかったのではないか。そこをもう一回、指針

をどういう形で検討するかという点が気になる。地方はやると

思うが、地方がやる時に今度はシステムから外れた幼稚園のテ

ーブルがなくなる可能性が高い。また全ての子どもでならなく

なる。この辺の自分としては不全感が非常に強い。 

制度面でいうと、国レベルの制度がどういう方向付けをする

のか。最低基準を国がつくるということだが、今後も大きく変

わらないとした時に、都道府県が条例によって基準をつくる時

に順守基準が揺らいでいくのではないか。そこらをどれだけ国

がコントロールする気があるのか、ないのか。 

もう１つは、国レベルでしないと市町村では困難だと思うの

が、私立幼稚園、学校法人の地方の経営問題。ある程度、国が

テコ入れをして、当然条件は認定こども園になることだが、最

低システムの中に入るという形で応援をすること。そこがまっ

たく今わからない。 

去年（平成２４年）の学校基本調査で、幼稚園の数は前年度

から減ったのだが、子どもの数が１万人増えている。ずっと１

万人ずつ減っていたのだが、去年急に１万人増えている。３年

前に３歳児が増えた結果であるが、その後は３歳児は減ってい

る。３歳児が減っていて、５歳児が増えるのは、通常の理解で

はあり得ない。幼稚園を維持するために最後の１年間を無理や

り公立幼稚園に入れさせていることもいまだあり得るのか。 

 

汐見氏）かなり保育園から幼稚園に移る。多分、現場では教育

機能をどう高めるかが特出して話題になっていて、それが親の

中で、そういう対応をする親が多くなる。 

 

山縣氏）就労が保障され、教育が保障されるならば、私もそう

考えるので、認定こども園、すなわち一体化に賛成である。保

護者が教育に魅力があって流れるとするならば、この１年の変

化、幼稚園さんに対する、教育に対する魅力がやはり保護者の

中に十分に残っている。地方の私立幼稚園さんを軒並みつぶす

のではなくて、学校法人の経営を守りながら保育と教育を一体

的に提供してもらう仕組みを考えていけるように国も応援し

なければいけない。市町村の方では、もうすでに県も含めて、

４月以降の地方版子ども子育て会議の準備をしている。国も４

月から法律が動くということだが、市町村は、どういうメンバ

ーがいいかも含めて、市町村の動きは早い。しかも公立を中心

に一体化に走り、学校法人は躊躇されている。その中で、保育
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所、幼稚園、公立も地域で対等な関係で入るべき。関係団体の

動きも、都市と地方で差がある。幼稚園ではすごく差がある。

保護者もそうである。都市部の保護者の反対論と地方の賛成論

とはっきりしている。地方では幼稚園がない地域の保育・教育

を、認定こども園にして入所させてほしい。プラス、保育に必

要度が認定されなかった３歳以上も、夕方４時、５時まで残れ

るようにしてほしい。そこでシステム会議で協力をしてもらえ

る部分だと思う。地域に遊び仲間がいないような地域において

は、協力していかなければと考えている。実践面では、少なく

とも保護者調査結果を見ても認定こども園で大変なことにな

ったという声はほとんどない。でも保育所、幼稚園、研究職の

現場からは、混乱するという声が多い。そこを協会が、初期段

階いろいろあるが長い目では子ども達はこのように育ってい

る、また保護者もこう評価をしており、保護者の生活もこのよ

うに保障できることをしっかり発信しないといけない。 

最後になるが、一番不安なのは、政権交代で、もうすでに三

党合意といいながら、消費税改革先送りの声が出始めているこ

と。不況で見合った額の消費税が入らない時に、7,000 億でさ

え守れるのか。もう一つが、「幼児教育の無償化」や「義務化」

という言葉が出てきていること。そうなった時に、教育関係、

幼稚園の方は賛成が多いように感じるが、私は不安なのは無償

化と義務化をどう分けるか。義務教育と同じレベルで捉えられ

る。公立イメージで議論されてしまうと公費を投入する仕組み

が学校法人、市町村管轄の保育所とまったく違う。国がいった

い学校法人を守る努力をどうするのか若干不信感が残る。 

 

吉田氏）私の問題意識は、家庭・地域も含めた子どもの基本的

な生活保障をどう確保するか。その意味では、都市部の待機児

童問題は解消しないといけない。保育の供給だけで解決するの

ではなく、ワークライフバランスをもっと具体的に進めること

を考えなければいけない。それから子どもの貧困問題も無視で

きない。単に経済面の相対的な貧困率ではなくて、経済的に豊

かな家庭であっても子どもの育ちの貧困問題があるというこ

と。それを含めた子どもの貧困問題をもう一回を考えないとい

けない。それから、都市と地方が２極化する中で、特に人口減

少地域が限界集落化する所では、地域の活性化とか持続可能性

という視点を子ども環境としてどう考えるか。さらに、子ども

の豊かな育ちを通して、将来の人材養成、教育的成果をどうす

るのか。そのための保育の質をどうするかが私の基本的な問題

意識です。 

今回の新制度はバックボーンとして大きく３つあると思っ

ている。①社会保障制度改革の中で位置づけていくこと、②少

子化対策（待ったなしの少子化対策をどうするのか）、③幼児

教育政策をどう位置づけていくのか。この３つが重なり合い、

新制度に直接・間接的に影響している。 

新制度の評価は、社会保障という視点を入れ、財源を確保す

ること。それは今までのような幼稚園色とか保育所色ではなく

て、子ども色にしたことは重要。それから、基礎自治体である

市町村が実施主体になることが明確に位置づけられたこと。 

一方で、施設のバリエーションが複雑になってしまった。私

立保育園は、今のままの保育所、保育所型認定こども園、新幼

保連携型認定こども園となる。幼稚園は、今のまま都道府県所

管の私学助成の私立幼稚園、市町村所管の幼稚園、幼稚園型認

定こども園か、新幼保連携型認定こども園かになり、きわめて

複雑。しかも４つの類型も残してしまった。 

新制度の中で認定こども園はどうあるべきか。本当なら実践

面、運用面で「幼保」という言葉をなくしてほしい。施設中心

から機能中心へ意識を転換し、地域子育て支援をどれだけやれ

るのか。現行制度では全く不十分。今回も子育て支援は必須の

機能でありながら、必ずしも十分な措置がなされていない。ま

た、認定こども園は、幼保を一体化することで、「子どもの育

ち」「地域子育て支援」も成果が上がることを示すべき。 

今後の運用面では、①自公政権に戻ったので、既存の保育所、

幼稚園団体の影響が今までよりも出てくる。危惧している。 

②都道府県、市町村版の「子ども・子育て会議」を作るが、

メンバー構成や運用の仕方など、市町村格差が出ることが課題。 

③保育の質の評価システム。幼稚園は自己評価が義務化をさ

れ、学校関係者評価はあるが、第３者評価は基本的にない。一

方、保育所は、自己評価は努力義務。第３者評価も一応制度と

してはある。これは、どちらも不十分。新しい発想で保育の質

を担保できる評価システムがつくれるかどうか。 

④10年先にはおそらく待機児童がなくなる。その時点で縮小

撤退の新たな需給調整をどうするのかを検討していくべき。 

⑤当面、重要なのは、保育人材の養成、確保について。厚労

省は保育士の処遇改善を民改費の発想をベースにするという

が、文科省にはない。保育者人材のビジョン、戦略等のプログ

ラムがないといけない。 

⑥今回、公立の幼稚園、保育所が一般財源のままでこの仕組

みに入った。公立幼稚園、保育園の今後の在り方も大きな課題。 

⑦いまだに３歳までは保育所で、３歳以上は幼稚園と区切る

考えが多い。そこで分断すべきでなく、連続性をしっかり考え、

０歳から一貫した流れを捉えないと幼保一体の意味がない。 

⑧新システムの議論の時から、マスコミも、議員も、子育て

の社会化を育児、子育ての外部化と捉え、是と非に分かれてい

た印象がある。子育ての社会化とは、別に親の育児放棄を促す

ことではない。子どもは誰が育てるのかというテーマ自体の発

想を変えて、子どもがどうやったら豊かに育つのか、家庭だけ

に任せていいのか。今の家庭や地域社会の子ども環境の劣化を

考えれば、子どもの育ちの側に視点をおき、社会化が必要。子

どもはどうやったら豊かに育つのかを整理するべき。 

⑨社会的養護とか障害児の問題が、先送りになっている。も

う一回運用を具体化する中で整理しなければならない。 

⑩私立幼稚園が都道府県所管に残った場合に、私立幼稚園の

私学助成は担保できるか。その時に「幼児教育の無償化」は、

新制度と仕組みが違うのに、どうやって整合性をもたせるのか。 

⑪教育基本法や学校教育法に基づく学校教育の幼児教育は、

厳密にいうと都道府県所管の私立幼稚園、市町村所管の公私立

幼稚園、幼稚園型認定こども園、新幼保認定こども園。一方で、

保育所型認定こども園と地方裁量型認定こども園と一般の保

育園は、法令上学校教育の幼児教育ではない。そこの適用をど

う考えていくのか。 

⑫施設整備補助が減価償却の考え方を入れること。緊急整備

が必要な待機児童解消や耐震診断、アスベストは今の施設整備

費で行うとしているが、どう施設型給付の毎月給付に減価償却

相当分と算出するのか。 

⑬地方分権が進む中で、今回、地域子ども・子育て支援事業

が市町村事業として位置づけられている。施設型給付や地域型

保育給付は義務的経費だが、市町村の子育て支援事業は義務的

経費でない。市町村としては、限られた財源の中で義務的経費

は出すが、それで財源の多くを使ってしまい、地域子育て支援

の財源が確保できないことが考えられる。 

⑭幼児教育の無償化。平成 17 年中教審の答申で「幼稚園等

の施設」という言い方に保育所、認定こども園をにじませ、幼

稚園だけではないとし、幼児期の教育は０歳からはじまるとし

た。ただし、学校教育としては満３歳以降とした。０歳から始

まる幼児教育を打ち出し、教育基本法に反映されたと思ってい

るが、もう一回、新制度の中で「平成 17 年の今後の幼児教育

の在り方について」の中教審答申を確認しなければいけない。 

⑮やはり理念、哲学があり、それを実現する戦略があり、実

行する財源、アクションプランが必要だ。今回の新制度は、そ

の意味でまだ十分とは言えない。特に、保育・教育の理念に関

しては、これから「子ども指針」の議論の中でそこをカバーす

るチャンスにしないといけない。 

⑯「延長保育」「病児保育」「放課後児童クラブ」は、全然違う

ものだが、市町村子ども・子育て支援事業の同じ枠組みに入れ

ていいのか。本来「延長保育」は保育事業であるが、市町村子

ども・子育て支援事業では、「一時預かり」は保育事業でない。

むしろ在宅子育て家庭に対する事業としている。しかも学童保

育も入っている。もっと整理すべきでないか。 

（全２回、とても良い意見交換となりました。） 
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●新制度へ「協会提言」をまとめる！ 
 

『協会提言』 

「子ども・子育て関連３法の取り組みと方向性」 

副代表理事 王寺直子 

 

この数年間、私達は幼保一体の取り組みとして「新

システム」の打ち出す『こども園』への取り組みを、

様々な関係機関や関係者と意見を述べるワーキング

に参加してきました。 

その結果、昨年６月に、自民党・民主党・公明党に

よる３党合意を踏まえ、この「子ども・子育て関連３

法」（以下３法という）が制定され、平成２７年度に

施行される運びとなりました。当初、私達が考えてい

た形とは少し違ってはいますが、本来目指していた

「すべての子どもたちの最善の利益」という枠組みか

らは大きく離れてはいないと感じています。 

私達が考える「すべての子ども」とは、幼稚園児で

もあり保育園児でもあり、また、どちらにも属さない

家庭で保育されている子ども達やその他の保育施設

に通う子ども、障がいのある子ども、そしてこれから

生まれる子ども達のことだとするのであれば、この３

法への理解は、大きな視野を必要とするのではないだ

ろうかと思います。 

今、何故、３法が制定されたのか。何故、私達・認

定こども園は生まれたのか、その事を考えたとき、こ

の国の抱える大きな問題である、少子化による人口問

題、経済問題、いや、この国の未来の姿が見えてきま

す。ただ単に、幼稚園と保育園を一つにする事で、未

来は変われるのでしょうか。先駆的に取り組んできた

私達は、まだまだ、どうしても乗り越えられぬ壁があ

ることを多くの者が感じているのではないでしょう

か。だからこそ、この３法を深く理解し、その壁を崩

していかなければならないと考えます。 

この３法は、子どもたちの豊かな育ちと、子育ての

ための大きな支援となるように、私達は制度の最先端

として試行錯誤を繰り返し、最大限の努力をもって取

り組んでいく責務を担っているという自覚を持たね

ばならないのです。特にそれぞれの各地域において、

私達が持つ児童福祉力と乳幼児教育力を軸に、幼稚

園・保育園や自治体や家庭、教育団体・福祉団体・医

療団体・経済団体を繋ぎ、地域ネットワークを構築し、

ダイナミックで具体的な子ども・子育て支援のしくみ

を創造しなければなりません。私達の乗り越えられな

かった壁は、多くの力をネットワークで結び、有機的

に機能する事で乗り越えられる事と私達は信じてい

ます。「すべての子ども達の最善の利益」という想い

を中心に、多くの人たちと３法の理解を共有し、今ま

での枠にとらわれず、大きな視野を持ち未来を見つめ

て勇気を持って取り組んでいきましょう。 

 私達は幼稚園と保育園の機能を一体化することで見

えてきた景色は、新たな情景を見せてくれる事に気づ

きました。いまは、まだ、薄っすらとしか見えない景

色ですが、これからの私達の努力と実践ではっきりと

見えてくる事でしょう。全国認定こども園協会の会員

の皆さんこそが、その大きな役割を担っているのです。

全国認定こども園協会は、すべての子ども達の豊かな

育ちと、温かな子育て支援のために、皆さんと一緒に

この３法の下に景色を創っていきたいと考えます。 

 
※『協会提言』は、協会ＨＰの「会員ページ」に掲示しております。 

どうぞご覧下さい。 

 

 

 

●「新好事例集（仮称）」作成へ動き出す！ 
 

『子どもの未来を担う認定こども園への参考本』 

プロジェクトリーダー 伊豆元精一 

 

 「これから認定こども園を目指してみようか」「認

定こども園にはなったものの、園の理念や運営に不安

を感じている」方々に是非読んで欲しい本を、今秋に

出版します。その本の３つのキーワードは、「質」、「制

度」、「事例」です。 

 それぞれの想いは・・・ 

①子どもの成長を妨げる誤った保育・教育ではなく、 

子どもの心身の健康な成長を図り、知的な面の芽生 

えを育み、人生を通しての自己学習の基盤を培うこ 

とができるような保育・教育をめざしていく基盤と 

なる。 

②新制度を理解し、明確なメリットを見つけ出せる。

③全国の「参考となる事例」の中から自園に生かせる 

ものがある。 

このような想いの込められている本を目指していき

ます。 
 

※２月に「調査アンケート」を実施しました。 

ご協力いただきました園の皆さん方に感謝いたします。 

ただ今、ご回答いただいた事例を集計中です。 

２次調査でのご協力の際は、どうぞよろしくお願い致します。 

今秋の出版に向けて急ピッチで活動しています。 

 

 

●平成 25年度総会・トップセミナー 
 平成 25年度の「総会＆トップセミナー」が下記の

日程で決まりました。多くの方のご参加をお待ちして

おります。 

◎日にち  平成２５年６月７日（金） 

８日（土） 

◎場 所  灘尾ホール（新霞ヶ関ビル内） 
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１日目【 基調講演 】 

●演題「新制度を基に教育・保育へ向かうあり方 

～福祉の視点をもとに～」 

●講師：柏女霊峰氏（淑徳大学総合福祉学部教授） 

子ども子育て関連３法が公布されたものの、消費税が

10％に引き上げられる平成 27 年度以降のため、ほとんど

がこれから決められる。特徴的なのは介護保険モデルの

育児への適用であり、幼保一体化の推進であると言える。 

新制度導入の背景は、①待機児童対策、②地域の子ど

もを親の事情で分断しない、③幼児期の教育の振興、④

全世代型社会保障の実現である。年金・医療・介護に用

いられてきた財源を子ども・若者にも充当することで、

全世代への支援メニューとし、市町村を基礎自治体とし

た一元的システムとする。その政策ターゲットは就学前

保育や地域子育て支援、放課後児童クラブのみならず、

社会的擁護や障がい児支援も含まなければならない。給

付は、現金給付（児童手当）と子どものための教育・保

育給付があり、子どものための教育・保育給付は施設型

給付と地域型保育給付の２つに分けられる。地域子ど

も・子育て支援事業として①子どもまたは子どもの保護

者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う

事業、②時間外保育の費用の全部または一部の助成をお

こなうことにより必要な保育を確保する事業、③世帯の

所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準

に該当する支給認定保護者が支払うべき教育・保育に必

要な物品の購入に要する費用の全部又は一部を助成する

事業、④多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育

施設等の設置又は運営を促進するための事業、⑤放課後

児童健全育成事業、⑥子育て短期支援事業、⑦乳児家庭

全戸訪問事業、⑧養育支援訪問事業、⑨地域子育て支援

拠点事業、⑩一時預かり事業、⑪病児保育事業、⑫子育

て援助活動支援事業、⑬妊婦に対して健康診査を実施す

る事業の１３の事業が給付される。教育保育施設や地域

型保育事業は、条件がそろえば原則として認可する制度

とし、市町村の確認により、施設型給付や地域型保育給

付を導入する制度として量的拡大を図ることとなる。 

幼保連携型認定こども園の設置認可、指導監督は都道

府県単位とし、大都市特例を設ける。供給過剰による需

給調整が必要な場合以外は、原則として認可する。認可

にあたっては市町村が協議し、確認主体も市町村である。

保育所、幼稚園からの幼保連携型認定こども園への移行

は義務付けられないが、移行へのインセンティヴが働く

ようにする。利用方法については例外のない保育の観点

から市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定

する仕組みとされている。幼保連携型認定こども園、認

定こども園、新たな仕組みに移る幼稚園並びに地域型保

育給付については個人給付とし、法定代理受領方式とす

る。待機児童が発生している場合には利用の調整、要請

を当分の間全ての市町村が実施すること。子ども子育て

支援法や認定こども園法の所管は内閣府、厚生労働省、

文部科学省となり、内閣府に子ども・子育て本部が設置 

され、担当大臣が置かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の検討課題として、①幼稚園教諭、保育士資格の

見直し、②幼稚園教諭、保育士、放課後児童指導員の処

遇改善と復職支援・人材確保、③安定財源の確保、④２

年後を目途として行政組織の見直し、⑤次世代育成支援

対策推進法の延長などの検討事項が提示されている。 

子ども・子育て新制度と保育の課題として、メリット

を生かすために、①待機児童対策として有効な制度にす

べき、②多様なサービスの適正配置と利用者支援ができ

る制度にすべき、③財源増による保育の質の向上が図ら

れるようにすべき、④幼保一体化が進むような制度にす

べきという４点が挙げられる。これらの課題と懸念の克

服として、供給過剰による育児の外部化の進展が進むこ

とが懸念されるため、特に０・１歳児については育児休

業の促進や要保育認定のあり方検討を通して利用抑制も

望まれる。また、保育教諭となることに伴い、保育士の

本来業務である「保護者支援」機能、「保育相談支援」の

スキルが弱体化すること、保育士資格については二流資

格の固定化につながることも懸念される。 

運営をめぐる課題、懸念として、①一般財源化されな

いか②上乗せ徴収をめぐる幼保の不公平はイコールフィ

ッティングの観点で課題が残る③老朽化が進む施設が多

い中、施設整備補助について、慎重に検討すべきである。 

保育の仕事は、公費が投入されない限り、存続できな

い分野であり、国民から賛同されなければならない。国

民に対し保育を公開し、納得いく税金投入が大切。 

 

【 特別講演 】 

●演題：「少子化対策と新たな子ども・子育て支援制度」 

●講師：山崎史郎氏（内閣府政策統括官） 

 人口減少は、社会保障制度をはじめとする日本の社会

経済の基盤を揺るがす大きな問題であるため、少子化対

策が重要である。人口の推移をみると、まったなしの状

態。地域によって人口の差はあるものの、日本は子育て

支援には貧しい国であり、質・量ともに不足している。

核家族化も大きな要因となっている。出生力を回復させ

たフランスやスウェーデン等の諸外国のように、子ども

を産み育てやすい社会とする子育て支援策を行い、出生

率を上げながら、生まれた子ども一人ひとりの育ちを支

援する良質な幼児教育という２つの側面が重要である。 

 今回の新制度は国会審議の中で民主、自民、公明の３

党で協議して内容を修正するなど、超党派で作られた制

度であり、法案も通っているため、確実に前に進む。 

 子ども・子育て関連３法の主なポイント 

①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施

設型給付」）及び小規模保育等への給付（「地域型保育給

付」）の創設、②認定こども園制度の改善、③地域の実情

に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て

支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育

て支援事業」）の充実 

給付を１本化することは、強引な形ではなく、地域の

状況に合わせた形をとる。ただし、お互いに移行する際

には垣根を取り外し、同じような給付体系にすることで、

「 トップセミナーin京都 報告 」（平成 25年 1月 26･27日） 
●基本テーマ ：「子ども・子育て関連３法が目指すもの～新たな認定こども園への移行に向けて～」 

●会   場 ： ひと・まち交流館 京都 （大会議室２Ｆ） 
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移行しやすくすること。選択肢が広がり、条件が整えば

認可されやすくなる。地域型保育給付は新しい形。小規

模保育については、機能性が高く、使いやすい。 

今後の流れは、平成 25年 4 月に国が子ども・子育て会

議を設け、これから地域ニーズを一番把握している市町

村も子ども・子育て会議を設け、計画を立てるため、市

町村とのコミュニケーションをとり、子ども子育て会議

に参画することが大切。平成 27 年度に本格施行であるが、

焦る必要はない。制度はずっと続いていく。 

今後の課題は、制度の見直しの必要性。運用していく

中で問題点を発見し、現場からの意見を聞くことが大事。

我々が地域にも入り込み、現場の意見を挙げ、そして制

度に反映されるよう行政と実践者の連携が重要である。 

 

２日目【 シンポジウム 】 

●テーマ「新たな認定こども園への移行に向けて」 
・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   竹林悟史氏（文部科学省幼児教育企画官） 

          倉田薫 氏（前大阪府池田市長） 

          菊池繁信氏（全国保育協議会副会長） 

          無藤隆 氏（白梅学園大学教授） 

 

吉田氏)新制度をめぐる議論で、子育ての社会化、育児の

外部化、子どもは誰が育てるのかが出てくる。親が責任

をもって育てるべき。決して間違っているとは思わない

が、実際そう単純な話だろうか。 

子どもは誰が育てるのかではなく、子どもはどうやっ

て豊かに育つのかという視点の立て方を変えるべきでは

ないか。豊かに育つためには、生まれた時期からの、親

との関係は大事だけど、親以外の温かく接してくれる大

人が子どもの成長にはどうしても必要だと思う。また、

遊びという大事な営みの中で、同年齢・異年齢の子ども

同士の豊かなかかわりが必要。そういう意味で、子ども

は誰が育てるのか、誰の責任という議論の立て方ではな

く、どうやったら豊かに育つのか、そのために親は、地

域はどうあればよいか、幼稚園や保育園、認定こども園

はどうあれば、また社会全体はどうあればよいか、そう

いう視点の持ち方が私は大事ではないかと思う。 

そう考えた時に、今回の幼保一体化で、子ども財源が

一元化したことが一番大きい。今回は幼稚園用や保育所

用のお金を、内閣府に一元的にし、さらに消費税財源そ

の他でできれば一兆円をさらに追加財源として入れて、

大きな財布にして、幼稚園色・保育園色もついていない、

子ども色のお金にしたが、一番大きなポイントである。

それを市町村が「子ども子育て支援給付」として使う。 

給付の大きな柱は 3 つ。①施設型給付。②地域型保育

給付。③児童手当等の現金給付。子ども色のお金が市町

村段階で使われるといった流れになっている。市町村で

保育認定を受けて、法定代理受領でお金は市町村からも

らえる。しかもそのお金は子ども色なので、会計・事務

書類など非常にシンプルになる、メリットが出てくる。 

運用が良くなる部分をふまえ、現場が「すべての子ど

もの最善の利益」をベースに、子どもがどう豊かに育つ

か、家庭を中心に、家庭・地域社会を巻き込み、子ども

環境を少しずつ変えていき、質の高い保育を行うことが

大事。保育、幼児教育だけでなく、いかに家庭・地域社

会に対して、しっかりと子育て支援することが重要にな

ってくる。この新制度がどの方向に向かうとよいか、課

題は何かを踏まえて、先生方にお話をしていただきたい。 

●新制度の評価 

竹林氏)この制度に至るまでの背景を説明。今回の法案は、

３党の合意で成立している点を挙げ、合意ができたから

修正があったと説明。子どもや子育てをめぐる現状につ

いての認識が、３党でほとんど差がなかった。その現状

に対する対処方針として、①親の働き方に関わらず、質

の高い教育・保育を一体的に提供できるような仕組み。

②待機児童の問題を対処として量的な拡大が必須。③保

育所や幼稚園に通っていない家庭の支援を充実。それを

実現させるために国民に負担をお願いし、消費税で安定

的な財源を確保した上で、この分野に投入していく。政

権交代したが、それに関わった人たちが、引き続き政権

にいて私たちも安心して進めている。 

 法案のポイントは、①認定こども園制度を改正するこ

と。幼保連携型は、これまでは幼稚園・保育所の組み合

わせだったが、学校と児童福祉施設の性格をもつ単一の

施設として、新しく認定こども園法に移して、一元的な

執行役とした。②認定面では、認定こども園、幼稚園、

保育所を共通の給付として、施設型給付を作る。これま

で、行政の支援の仕組みがなかった小規模保育にも、個

人給付として、保証していくことは画期的な改正である。

③幼稚園・保育所以外の事業にも、お金をつけて、市町

村が十分なニーズを把握して、確実に実施していく。 

 認定こども園制度の中身は、今は幼保連携型、幼稚園

型、保育所型、地方裁量型の４類型がある。平成 18 年

10 月にスタートして、１回この制度の検証を行ったが、

その際に保護者からは評価を受けていた。しかし、いく

つか課題が出てきた。指摘されたのは、二重行政と財政

支援が不十分ということ。幼保連携型は、認可・行政指

導が別々。お金の流れも別々が指摘される。幼稚園型・

保育所型・地方裁量型は、機能の部分の恒久的な財源支

援がない。せっかく保護者の評価も高い制度なのに、現

場の事業者が苦労されている。広がっていくのが難しい。

これを何とかしようというのが 3 党共通の認識である。

３党の修正によって、今の認定こども園制度は残したま

ま、必要な部分の修正をする。特に幼保連携型について

は、二重行政を解消し幼保両方の機能を有した単一の施

設であり、学校教育法と児童福祉法の施設の組み合わせ

ではなくて、認定こども園法だけの単一の施設にする。

財源の給付も、市町村から同じ仕組みでお金が下りてく

る。これは介護保険と同じで、預かる子どもで多少給付

額は違っても、同じ仕組みでお金が出るように変えるこ

とである。今後は、認定こども園は保護者のニーズがあ

るので、支障などを解消して、法律の改正によって保育

所からも幼稚園からも自然体で移行が進む。 

 今後のスケジュールは、この制度が消費税の引き上げ

財源を使うことを想定しているので、消費税が 10％にあ

がる、H27 年度当初の施行を想定して、自治体にも施行

の準備をお願いしている。それまでに①認可基準・確認

基準などの基準がどうなるか。②給付額の設定。③幼稚

園教育要領や保育指針に当たる幼保連携型認定こども園

保育要領。いずれも H25 年度末なり H26 年度の頭を目途

に、制度の始まる１年前にお知らせしたい。 

 今年の 4 月に国の「子ども子育て会議」にて、施設設

備の基準が議論されるが、ハード面は今の幼保をベース

に考え、新設は、両方の基準をクリアすることを求めら

れるが、既存の施設が移るときは経過措置を設けるよう

にする。ただ、運動場の取り扱いや調理室の取り扱いに

ついては、慎重な議論が大切。人の配置は、今の幼保の
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基準で、それを下回ることはない。消費税をつぎ込み、

量も質も上げていきたいが、限られた財源の中で、どう

取り組むかは、子ども子育て会議で議論していく。保育

要領は、幼稚園教育要領と保育所保育指針の教育面は整

合性がとれた。全然違うものを作ることはなく、幼稚園

教育要領と保育所保育指針をベースに、認定こども園の

特徴にあわせて作る。 

 

無藤氏)新しい仕組みの中での保育や教育について、幼稚

園の預かり保育は、認定こども園に転換されることで吸

収され、一部は幼稚園の「一時預かり」で吸収される。

それに対して、3 歳児未満はどうなるか、家庭で育児に

専念される方は、急激に減るとは考えにくい。そこへの

子育て支援は「一時預かり」を準備する必要がある。保

育ニーズのある人への支援は、今まで通り認可保育所・

認定こども園で預かる。どれくらいの数になるのか、こ

れから市町村で潜在的保育ニーズ調査の中でわかり、認

可施設の創設が課題になる。もう一方で、地域型保育の

少人数保育所や家庭的保育も、きちんとした形で国から

の補助を受ける。あと、育児休暇制度の拡充が行われる

かどうか。0 歳児段階で、すべての企業で育児休暇制度

が取れるか。1 歳児以上になっても育児休暇はとれるが、

手当が不十分。スウェーデンの事例をみても、育児休暇

制度が充実すれば、乳児保育の問題は例外的になる。 

上記のことは、幼稚園が認定こども園になる場合、3

歳未満を含むか、3 歳以上かということ。受け入れる場

合には、小規模保育等の地域型保育と組み合わせが重要。

保育所が認定こども園になる場合は、明快なメリットが

ないが、少子化が進んだ地方では、保育所が幼稚園の機

能を持ち、少人数の子どもを預かることが大切。 

 教育・保育内容は、子ども子育てワーキングで、子ど

も指針に携わったが、児童福祉法と学校教育法があり、

変えることはできなかった。法律的に学校教育としての

幼児教育は、新制度では幼稚園と幼保連携型と幼稚園型

に限られる。保育所型は、学校教育法としての認定こど

も園ではない。そこを変えられなかった。保育所型認定

こども園関係者から、保育所の保育は養護と教育と保育

指針に明記されているので教育機能である。そこを学校

教育の幼児教育として排除するのはおかしい。また 3 歳

未満の子どもの保育も、養護と教育というのも、3 歳未

満を排除するのはおかしいとなった。法令上の違いはあ

るが、幼稚園でも保育所でも認定こども園でも、養護と

教育は共通できるものとして規定できると考えている。 

 保育教諭となる人は、保育士と幼稚園教諭を持ってい

る人です。幼稚園教諭だけ保育士資格だけの人は、免許

資格をとってもらう暫定・経過措置がとられる。経過措

置とは、数年間は片方だけで良いが、開始して 5 年たて

ば、両方必要。これから認定こども園が広がるにつれ、

新たな保育教諭という保育者のあり方が検討され、免許

資格の統合が視野に入ってくる。保育士の方が幼稚園部

分の場合を担う場合など、専門性を持たせる研修が必要

になる。認定こども園の先駆的な実践に学びながら、幼

稚園・保育所が認定こども園になる苦労があるが、2 年

もすれば新たな認定こども園の保育が広がっていく。 

 

菊池氏)新たな仕組みで期待するのが、子ども子育て会議

の設置。これまでは役所が一方的に決めて押し付ける制

度ビジネスの世界。これを導入したのは非常に画期的だ。

福祉とか教育の我々の役割は、国民の実態を受け止めて

どうするか。保育や幼児教育に限らず、介護や障害の現

場でも同じ。生活の実態に対して、どうサポートするか。

それを生活の変化に伴って「微調整」をする必要がある。

今回はすべての子どもに保証するので、その状況に合わ

せて対応が可能な微調整が必要になってくる。たぶん、

国の子ども子育て会議でも議論されるが、むしろその微

調整は、地方版の子ども子育て会議が大事な役割を担う。

その意味からすると子ども子育て会議の設置は、非常に

高い評価をしている。地方版については努力義務だが、

必ず設置をしていきたい。そこで議論することは、自分

達のためではなく、社会や子どもにとってどうあるべき

かというレベルにしなければ狂ってしまう。 

 もう一つの特徴は、施設型給付の創設。地域型保育給

付の創設、地域子ども子育て支援事業。今までもあった

が、不十分。今までよりも利用者がきめ細かいサービス

を受けられると高く評価している。小規模サービスも、

いずれ社会全体のサービスの量が需給調整をする時がく

る。施設を作るよりも、将来的に需給調整しやすいサー

ビスを増やしていく。待機児童の解消や地方で子どもが

減る中、サービスを維持しなければならないなど。いろ

んな使い方がある意味で評価している。 

 財源の問題。消費税増税の中から 0.7 兆円、それ以外

から、合わせて 1 兆円超の財源。これだけのお金を国が

出するなら、ものにしないといけないが、私は十分でな

いと思う。それでは足りないことの証明をすることが大

事だと思う。世界に誇る幼児教育・保育と謳っているが、

これで世界に誇るものが出るのか疑問に思う。 

 残念なことは、利用者負担の問題。介護保険では実費

負担が、1 割負担。今、保育所に限定すれば、国レベル

の水準で 4 割負担である。子育てしている若い人は、給

料も所得も低い。土地・財産を持つ人が 1 割負担で、子

ども子育てで苦労している人がなぜ 4 割なのか。実は保

育の負担を 1 割にすると今回の 0.7 兆円が完全になくな

ってしまい、やむなく今回は見送らざるを得ない。 

 

倉田氏)どう基礎自治体・市町村と向き合っていくか、基

礎自治体の首長・市町村の攻略法が、私の話しのテーマ。 

 まず、いろんな首長がいる。取り組み方も違う。だが、

次の選挙に勝ちたい。そうすると、町の施策テーマの位

置づけをする。そのテーマに必ず子ども子育ては入る。

順番は別として。首長の特徴は一番になりたい。そうで

ないと、選挙に勝てない。まずそこを考えるのは、首長

自信または、職員の頭の良い政策スタッフ。でも、任せ

といたらだめ。政府に任せていたらよい、市長に任せて

いたら何とかなる。何ともなりません。だからおだてて、

我々の持っている方向に引っ張ることです。民主党の先

生に言われました「倉田さんのような市長は問題ない。

世の中いろんな市長・首長がいるんです」その通りだと

思います。だけど、必ず一番にならないといけない選挙

になる。その思いは一つ、この町のために何とかしたい。

そういう思いで、褒め育てをするのが大事。もう一つは、

この制度が生まれた背景を理解いただきたい。医療・年

金・介護の高齢者 3 経費に加えて、子ども子育てが社会

保障 4 経費となった、これは民主党政権の大きい成果だ

と思う。３党合意により、再度、一歩前進してくれまし

た。これは当時、村木厚子さん内閣府の統括官が頑張り

ました。「民主党は官僚支配からの脱却と言っているが、

こんな優秀な官僚を、もっと上手に使うのも、政治家の

仕事じゃないんですか」と申し上げた。ただ、「子ども子
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育て関連３法の中身をわかっていない首長もおり、実際

に対峙するときに大事なのは、首長を褒め育てする前に、

その担当職員とどう向き合うか」が大事。 

 

●新制度の課題 

竹林氏)これから国の「子ども子育て会議」の関係者で議

論されが、今の基準は、新しく作るときは幼稚園・保育

所の両方の基準を満たす。既存施設からの移行は、幼稚

園・保育所のどちらかの基準を満たすとなっている。施

設整備の基準は、円滑に移行するため、既存施設につい

ては、新設とは別の経過措置が設けられる。また園庭、

運動場などは、議論が必要。そのため幼稚園・保育所の

経営実態調査を行っている。そこでチェックしたいのは、

お金の流れ。職員の配置と人件費の相関関係。もう１つ

は、施設整備。今の運動場は自己所有かなど。議論がで

きるようにデータを集めている。 

 幼保連携型の課題は、法律上幼稚園教諭と保育士免許

の両方をもった保育教諭の必置。5 年間は片方の資格で

保育教諭という経過措置がある。今、文科省・厚労省の

両方に検討委員会を作り議論している。 

幼稚園が、幼保連携型認定こども園になる課題として、

基準は、調理室の取り扱いをどうするか。今回の経営実

態調査でも、この部分を詳しく聞いている。認定こども

園になる時に、保育に欠ける子どもについて、自治体が

「もう待機児童がいないから、新しい保育定員を設ける

余地がない。」と断ることをよく聞く。今回の制度では、

今までの待機児童の定義ではなく、むしろ市民の方一人

ひとりに家庭の状況を見て、共働きであって昼間家庭で

養育できない子どもについて、保育認定をする。今の制

度で待機児童が 0 であっても、幼稚園には 20人保育の認

定を受けられる児童がいれば、20 名の定員の保育定員は

認める。今と発想は変わるので、幼稚園の預かり保育は、

新制度では保育定員になる。それは施設型給付といって、

保育所と同じように夕方までの給付が付く。それ以外に、

専業主婦の家庭のリフレッシュ的なものは、新制度にお

いては、給付にはならないが、市町村の事業で「一時預

かり」の制度となる。幼稚園でも保育定員を設けられな

いから、認定こども園になれないという話は新制度では

減る。保育所が移行する場合でも、今までは幼稚園籍部

分が必ず必要だったが、新制度では、全員が保育定員で、

内容として学校教育をしているということで、要件をク

リアできる。今までよりもずっと制約も減る。 

 すでに幼保連携型は、現行制度の中で、学校法人立幼

稚園と社会福祉立保育所を合わせて幼保連携型になって

いるので、新制度では一応みなし措置で、特別な手続き

なく、自動的に新制度の幼保連携型に移れる。設置主体

は単一の施設なので、一つの法人にしていただきたい。

財務省と税制改正要望をして、認められたので、税金が

かからず移行できるように措置を取った。いろんな意味

で、認定こども園になりにくかった部分は、気づく限り

のことは手を打った、新制度の移行を検討してほしい。 

 

無藤氏)保育の質を上げるときに、①研修の充実。②外部

からの評価の拡充。③自治体としての指導監督。先に自

治体のことをいうが、基礎自治体の中心となるのは市町

村となるが、そこに私立幼稚園の監督に入ってもいいで

すね。要するに地域の全ての幼保に関わる施設に対して

市町村が責任を持つ。さらにそこに指導監督というのは

単にお金・補助金の話だけでなく、保育の中身に関わる

ということ。今の保育所にも関われるが、中身にとやか

く言わない。市町村がうるさく言って困るということは

ないけど、少なくとも一定の水準は保つ努力をしてほし

い。そうなると、市町村側の認識をあげていく必要があ

る。子ども子育て会議の拡充・充実ということ。研修の

充実は、必要なことは研修をするための代替の保育士の

提供である。もう一つは、初任者研修のあり方。公立幼

稚園・私立幼稚園・保育所とみると、明らかに研修への

努力に対する補助、制度的な措置に格差がある。外部の

評価は、現在幼稚園は自己評価が義務付け。保育所は第

3 者評価が努力義務。新制度では保育の質を保つため、

外部評価か専門家の評価が必要だ。7 千億、場合によっ

ては 1 兆円を超える税金が投入されるだけに、幼稚園・

保育園側の説明責任が極めて重い。考える必要がある。 

 

菊池氏)今後の枠組みにより、判断が変わる。保育所関係

者の中で、移行する人もいる。もう少し見極める人もい

る。いまだに保育園のままで残る人もいる。基本的に幼

稚園も保育園も制度ビジネスの世界の中にいる。国の一

つの政策・方針が、新たな改善された認定こども園をベ

ースにして今後展開するので、それに背を向けていける

のか。国としても、そこに移行するまで政策誘導する話

もある。近い将来そこに行くのが正しい選択ではないか。 

そこで今まで既存の制度で、苦労された協会の皆さん

に事業を展開しながら問題に感じたことの検証をお願い

したい。これをぜひ早期にしていただき、今後の議論の

中で反映させてもらいたい。 

それと一兆円もの税を投入する責任について、学校法

人・社会福祉法人にしろ、公益法人である。公益を目的

とした事業である。公益法人とはどう考えていくべきか。

公に保護されるのが公益法人ではなく、公の手の及ばな

い部分を手助けするのが本来の役割ではないか。制度に

は狭間に落ち込んだ人が存在する。どんな完璧な制度を

作っても存在する。幼児教育と保育と子育て支援、家庭

支援も、制度の狭間にいかに目を向けて取り組んでいく

か。それを補うのが、本来のミッションを果たすことで

はないか。今回の歴史的な大きな制度の見直しは、新た

な次の社会に向けて発展していくのか、衰退していくの

か、その分かれ道に立っている。制度は大事だと思うが、

それにぶら下がっていてはだめだと思っている。 

 

倉田氏)消費税で 0.7 兆円プラスα、3,000 億と言われて

いる、3000 億に気を付けてほしい。これはどうして 25

年度から 1000 億出さないのか。どうして 26 年度に 0.3

億出さないのか？これは消費税とは別です。別でゆすっ

たら 3000 億あると言う。それを早めに出してもらうのも

一つの方法。その金を先に取りに行きましょうと、首長

に言ってもらいたい。市、町の金を出せと言わず、国が

お金を出すので、そのお金を取りにいこうと言って下さ

い。実はそんな簡単にとれないですが、取り方として、

職員に言わせる。市長に「うん」と言わすには、褒め育

てと言ったが、職員も褒めて育てましょう。情報提供を

市長と職員にする。そして情報のための研修会を、職員

を巻き込んでする。子ども子育て 3 法ができ、これから

幼保連携こども園の時代ですと、そんな機会を作る。保

育園の祭り、幼稚園の PTA 総会などで市長に挨拶をもら

うなど、交流会を作って、その交流会が子ども子育て会

議に発展できるようにしていく。これが攻略法です。 
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子ども・子育て関連３法に基づく新制度の本

格実施に向けて、国はもとより地方自治体にお

いても、その準備作業が徐々に始まっている。 

4 月には設置される、子ども・子育て会議で

検討が行われるようになれば、新制度に関する

具体的な状況も次第に明らかになると見られ

ている。 

 新制度になれば、認定こども園の運用にもい

ろいろ変化が生じると考えられる。最も大きな

変化の一つは財政措置と会計処理だろう。現行

の認定こども園は、幼保連携型だけが幼稚園、

保育所とも認可施設ということで、私立の場合、

幼稚園には経常費補助、保育所には運営費とい

う財政措置が行われている。 

 一方、幼稚園型は、保育所機能が認可外とな

るため、保育所運営費は給付されない。同様に、

保育所型の認可外的な幼稚園機能に対しても、

経常費補助は出されない。平成 20 年度から安

心こども基金が創設され、幼稚園型、保育所型

の認可外的な機能部分に対して事業費を補助

できることになったが、補助するかしないかは

市町村の裁量に任されているため、実際には補

助を行わない市町村も少なくない。また、補助

したとしても、類型と規模によって異なるもの

の、多くとも同規模の認可施設のせいぜい７割

程度しか補助されないなど、財政措置は不十分

であった。 

 これが新制度になると、幼稚園型の認可外的

な保育所機能であっても、市町村で保育認定を

受けた利用者の子どもを受け入れるため、利用

者に個人給付した施設型給付を法定代理受領

することになり、確実に財政措置が行われる。

同じように、保育所型の幼稚園機能に対しても、

市町村で幼児教育の認定を受けた利用者の施

設型給付を法定代理受領することになる。 

 また、幼保連携型については、幼稚園に経常

費補助、保育所に運営が行われるとはいえ、そ

れぞれの公費の性格が異なるため、明確に区別

しなければならない。例えば、幼稚園児と保育

所児で合同保育を行い、水光熱費など費用が発

生した場合、それぞれの園児数で案分比例して

費用負担しなければならない。加えて、幼稚園

部分は学校法人会計基準、保育所部分は社会福

祉法人会計基準で会計処理するなど、非常に煩

雑な処理が求められる。 

 これが新制度になれば、施設型給付となり、

いわば“幼稚園色”や“保育所色”の公費が“子

ども色”の公費に一元化されるため、これまで

のような煩雑な会計処理がかなり簡素化され

ると考えられる。 

 これまでの不十分な財政措置と煩雑な会計処

理が新制度において改善されることになれば、

認定こども園の抱えていた大きなデメリット

がかなり解消されることになり、認定こども園

への移行が進むものと予想される。とはいえ、

幼保の違いによる退職金や社会保険その他の

福利厚生の違いなど、必ずしも解決されていな

い課題も少なくない。 

 特に、新しい幼保連携型は、学校法人と社会

福祉法人で設置運営している場合、設置法人を

一つにしなければならないことから、それに伴

って職員の処遇や福利厚生その他も基本的に

統一しなければならないが、果たしてそれがど

こまで円滑に行われるのか、まだ制度や仕組み

の詳細がはっきりしないだけに、今後、子ど

も・子育て会議などでどういう検討がなされる

か注目される。 
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【編集後記】 

●今度の制度改革は子どものための制度改革だ

と信じています。新しい情報を得ながら自分自

身に「保育の質が重要」と言い聞かせています。

人財確保、人材育成とも合わせて自分からアク

ションをかけ、「やって後悔するよりも、やりす

ぎて後悔しよう」の心持ちで運営していかなけ

ればと考えています。     （野球少年） 
 
●「アドバイザリー・ボードとの意見交換会」

で、協会に期待することとして、「幼保を一体に

して、どのような成果があったのか示さなけれ

ばならない」という声を多数いただきました。

『協会提言』をまとめ、『新好事例集（仮称）』

の作成と、いよいよ動きだす制度に「すべての

子どもの最善の利益」を示していけるように頑

張ります。なぜか、ドキドキします。（九州男児） 


