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                  「子ども・子育て新システムに関する基本制度」 

と「子ども・子育て新システム法案骨子」が、 

平成２４年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。そこで当協会では、新システ 

ム検討ワーキングチームに参加した当協会アドバ 

イザリーボードの先生方に集まっていただき、 

「新システム緊急座談会」を実施しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎素直な新システムの感想を！ 
（吉田）ようやく３月末までには法案提出にこぎ着

けましたが、予定通り法案が成立するかどうか、非

常に微妙だと思います。しかし、これから社会環境

が激変する中で、この「子ども・子育て新システム」

がすべていいというわけではないにしても、現行制

度に比べてもう少し明るい未来につながるのでは

ないかと思っています。まずは、率直なご感想と新

システムが持つ意味・意義というものを改めてお話

しください。 

 

（柏女）学校教育と子ども家庭福祉を一緒にするこ

とに意を用いたことはすごく大事なことですが、そ

の後の基本制度 WT でこれまでなかった話がどんどん

出てきて、その結果が非常に複雑なものになったこ

とが、かなり疑義があることが率直なところです。 

新システムのメリットは、大きく４点だと思いま

す。１つは待機児童対策。２つ目は３歳以上児に対

する学校教育を保障すること。３つ目が親の事情に

よって地域の子ども達を分断することを解消する。

４つ目に地域子育て支援です。 

待機児童の多い地域は、この新システムを導入す

ることのメリットは大きく、保育を受ける権利とし 

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定されたことは非常に大きい。指定制度により量

が増えることも、良い意義だと思います。ただ後の

デメリットも考えなければいけない。２番目の学校

教育の保障については、学校教育が導入されたから

といって舞台の色が変わるだけで、保育所から小学

校に行った子どもと幼稚園から小学校に行った子

どもで違いがあるというエビデンス（証拠・根拠）

もないので、ここは変わらないと思います。あとは、

お互いの良いところを学びあうことが大事だと思

います。 

３番目の親の事情による地域児童の分断が解消

されることも大きなメリットですが、ただ保育所が

整備されているところでは、既に平均で４人中３人

が保育所から小学校に行っています。もう幼稚園か

ら行く人数のほうが少ない地域も多い、そう考える

と、地域の中で半々になっている所もあるので、そ

ういう所は効果があるかもしれませんが、そうでな

い所では同じです。４番目の地域子育て支援は、

元々保育所が行っているので、保育の供給量が足り

ない所では大きなメリットになりますが、足りてい

る所ではあまりメリットがないと思います。 

１番の懸念は供給過剰です。供給過剰が起こると、

「子ども環境の整備・再生」が崩される可能性があ
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る。つまり、子どもの数はこれから 70％位に減る

けれども、供給量は増える中で、郡部だと大体０、

１、２歳児の５割くらいが保育所に入所しているが、

それが６割から９割になる可能性があるので、それ

が本当に良いことなのかということ。子どもは一体

誰が育てるのかという議論をしないままに進んで

きてしまった。そういう問題点が郡部ではもう既に

浮かび上がっている。２点目の懸念は、複雑なシス

テムなので、幼稚園が４タイプに、保育所が２タイ

プに分かれることで、合計６つのタイプのシステム

ができる。所管も指針も３元化する中で、総合こど

も園に対する強力なインセンティブ(奨励・刺激)

を働かせていかないと利用者は大きく混乱する。３

点目は、学校が２種類あることは、やはり非常に分

かりにくい。総合こども園法に基づく学校と学校教

育法に基づく学校とで、また今までの保育と教育の

ような学校間の格差を生み出す可能性がある。 

この３つのデメリットを克服できるように強力

なインセンティブを働かせる仕組み作りをしてい

かないといけない。これからが勝負だと思います。 

 

（吉田）「保育に欠ける」という入所要件を「保育

の必要性」着目して保育認定するということは？ 

 

（柏女）いいと思います。今までの児童福祉法第

24 条は「保育に欠ける」と認定された子どもに公

が保育を提供するもの。ただし、近くにない場合は

他でもよいという話になるのは曖昧です。公がやら

なくてはいけないことが公的責任でという話にな

っていたと思いますが、今回はそれを変えたわけで

す。つまり、その方々に受給権という保育を受ける

権利があるという形で、市町村はその基盤を整備し

て下さいという話なのです。私は権利性をしっかり

と打ち出せたことはとても良かったと思います。 

あと、措置制度を復活させました。１つは権利性

を持たせて幅広く受給できる権利を認めたこと、そ

こに到達できない人に対して、障がい児等の斡旋と

いうシステムや措置制度の仕組みを整備したこと

は、二重の権利保障をしている。権利擁護と利用保

障という意味では、すごく良かったと思っています。 

 

（駒村）ようやく形になり法案も出され、４月末か

５月上旬には国会にでてくるという感じです。やっ

とという感じです。90 年代以降の社会経済の大き

な変化、特に雇用の変化、所得の格差、働き方の変

化など大きな変化があった。それを受けて社会の１

つの仕組みとして新システムが出てくるのは必然

的だった。むしろ遅かったという評価です。 

新システムは４つの給付が入っています。その内、

雇用関係、ワークライフバランス推進が不完全なこ

とが残念です。「子どものための手当」、所得保障が

個人の現金給付が入ったことは良かった。また、親

の働き方に関わらず就学前の環境を統一して整備

した。子どもの育つ環境の質的・量的な整備をして

いくことも評価できる。 

ただ、仕事と子育ての両立支援、次世代法との連

携や企業へのインセンティブの設計は課題だ。ワー

ク・ライフ・バランスや保育システムに負担をかけ

ないように企業側を誘導することは、保育を利用す

る権利と密接にかかわってくる部分である。これは

次の課題で、もうちょっと踏み込みたかった。ただ、

新システムの議論は、社会保障・税一体改革と表裏

の関係があったわけです。これ以上深堀をしている

余裕が全然なくなってしまったので、やむを得なか

ったと思います。 

新システムと現行制度との 1番の違いは、現行制

度で何とかなると考えている方は、今顕在化してい

る待機児童数万人についての供給充実政策です。現

行制度でも数万人の規模であれば何とかなるとし

ている。しかし、この新システムは利用する権利を

同時に保障することですから、「保育に欠ける」制

約的概念から「保育を必要とする」概念に広げたこ

とは、経済学の言葉でいうと需要と供給の引き出し

を同時にするという政策です。現行制度の中では需

要を引き出す仕組みはどこにもなかったので、議論

がかみ合っていなかった。需要と供給が視野に入っ

ているシステムということを少し強調したい。 

今後の課題は、１つ目は新システムに関する情報

がうまく伝わっていないこと。２つ目は、市町村の

利用計画作りに負担がかかること。特に大都市につ

いては非常に読みづらい。地価の変動、再開発の状

況、経済の状況、周辺地域からの流入によって短期

的に変動するのではないかと思います。そういった

需給ギャップ・供給過剰や超過需要が発生した時の

問題も考えなければいけない。３つ目は財源確保。

ここが勝負所で、逆に財源確保がない状態で、スタ

ートさせると非常に心配なことが起きてくる。何が

何でも財源確保は政府に先にやってもらいたいこ

とです。 

もう１つは利用する権利を保障する一方で、きち

んと供給を提供できるのか。利用者保障、利用者支

援の方法をどこまで充実できるのか。公的契約をど

ういう形で浸透させるかです。親を一方的なお客さ

んにするのではなくて、パートナーとして位置づけ

ることも大事だろうと思います。それから、幼稚園

にどれだけ総合こども園に入ってもらうか。誘導政

策です。行政側は「大丈夫です」と考えている。国

の財政全体を見れば、これからどういう分野にお金

が安定的に入っていくのかと考えれば、一体改革さ
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えできれば必ず総合こども園になるほうが、単価も

補助金も有利になる。具体的に単価をどう設定する

か。それで、参入に誘導できると思います。 

 

（無藤） 私は何はともあれ、

法案のベースができただけで

感慨深いです。私の立場では

認定こども園の議論から既に

スタートしているので、この

１年半ではなくて、もう５、

６年の話です。まとめる側と

しては感謝しているところで

す。その上で、先に言われた

問題点はいくつかあるが、評

価すべきところもあります。 

特に自治体の責任が明瞭になったこと。保護者の

保育ニーズ、子どもの保育ニーズもきちんと把握し、

それを責任もって果たすこと。地域のどの子どもに

ついてもそれぞれの保育ニーズを考えることが最

終的には打ち出されたことが１番評価できると思

います。 

それから、私は大学の付属ですが私立幼稚園の経

営をしており、いくつかの社会福祉法人にも関わっ

ていますが、融通が利くシステムにしてもらわない

と、もたない。特に学校法人は深刻で、学校法人は

本当に融通が利かない仕組みです。社会福祉法人は

まだいざとなったら介護にいけますが、学校法人は

行く場所がないから、どうするかでかなり整理が進

むでしょう。幼稚園はもたないでどうしていくか。

私は早く総合こども園化したほうがいいような気

がしています。それぞれの地域ごとに幼稚園と保育

園と呼んでも何でもいいけれど、地域のいろいろな

タイプの保育ニーズの子ども達に、０歳から、４時

間、８時間とか、いろいろと子どもたち全員を受け

入れられるところに集約せざるを得ない。制度はど

うであれ、仮に今回の法案が動かなくてもそうなっ

ていくに違いない。そこにできる限り制度的な支援

を補助金が増える中で行わないと、保育の質を下げ

ることになるのでないかと思います。 

それから、どの子どもも保護者も保育ニーズを持

っていることは、その人たちの無制限の要求を認め

ることとは違う話ですから、そこの査定をどうして

いくか。実施主体の市町村にとっては、かなり難し

い話です。システムとしては、抑制機能を持たなけ

ればいけないので、どうするのかは実務的に行わな

ければと思います。 

もう１つは、地域型保育は伸びると思っています。

補助のあり方や基準のあり方が非常に重要になる

だろう。特に、３歳未満に関しては地域型保育です

るしかない地域があるので、そこに補助金がきちん

と入る。また、補助金が入る以上、国は基準とか保

育者の研修を入れるので良いことと思います。 

私自身の関心として、幼児教育の質の向上があり

ます。幼児教育と言ってもすべての子どもを育てる

という面で別に乳児を排除しない。それについては

現在の幼稚園・保育園全体として十分とは思ってい

ないので、全体としてしっかり考えなくてはいけな

い。小学校教育と比べれば、歴然とした差があり、

研修の質・量の違いは圧倒的に待遇差にもなる。そ

のままで 10 年、20 年維持していいものではない。 

新システムの枠の外かもしれないが、「ワーク・

ライフ・バランス」に関連した女性の働き方の積極

的な位置づけが欲しかったと思います。家庭の事情

に合わせて選択でき、どれを選んでも不利にはなら

ない仕組みを積極的に見つけ出すことが大事で、女

性が生涯を通して生き生きと生活するために、ある

時期は育児を主にする。しかし、ある時期は仕事を

するのは当然の権利だと思います。この２つをセッ

トにしてほしかった。何か別の形での労働政策とし

て打ち出されるといいと思っています。 

 

◎新システムは機能する？ 
（吉田）平成に入り深刻な少子化を迎え、平成７年

度からエンゼルプランがスタートし、平成 12 年度

から新エンゼルプランとなりました。国・地方合わ

せて数千億円の公費を投入しました。こうした少子

化対策が機能していれば、世代的にタイミングは合

っていたので、成果を上げられたのではないか。あ

の時も、今と同じように仕事と子育ての両立支援を

重視し、そのこと自体は大きく間違っていなかった

と思います。ところが、両立支援といいながら働き

方のほうは手を付けずに、働き方の歪みを全部保育

という受け皿で行ってしまったことの結果が、一番

大事なチャンスに、いいタイミングで始まったのに

成果を生まなかったことになってしまった。 

新システムは、子育て支援の位置づけ、学校教育

としての幼児教育、働き方に関わらない保育、施設

保育だけでない地域支援という現物給付に加え、現

金給付とのバランスを考え、また同時にワークライ

フバランスの側面も考えた制度改革と理解してい

ます。互いの相乗効果を生むためにも、厚生と労働

のズレが気になりますが、少なくともエンゼルプラ

ンの失敗を繰り返してはいけないと思いますが。 

 

（駒村）ワークライフバランスが崩れている労働市

場の歪みをすべて保育サービスで何とかするのは

限界があり、よくない政策です。労働市場の歪みを

直す仕組みがなくてはいけないが、議論の中でもほ

とんどしていない。つまり、解かなくてはいけない

方程式は、あまりにも複雑だったのです。子ども手

当をめぐる国と地方分権。保育と教育。一方では民

間参入の話。財政の話が入ってくる。一体改革と連

携しているうちに、ワーク・ライフ・バランス推進

との連携の話はおろそかになった。同時に解かなけ

ればいけない方程式が非常に多くなったというこ

とです。 
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（吉田）確かにそうです。枝

葉の部分に業界が注目して、

児童福祉法第 24条などにこだ

わりがあり、行政の説明不足

もあったのかもしれませんが、

実際の大きい部分、幹や根が

注目されていないのでは。 

 

（無藤）業界団体は、枝葉で補助金が決まってくる

ので、しょうがないと思います。システムが動くた

めには、業界団体が賛成しなくてはいけないので、

いわゆるステークホルダー（利害関係者）という話

で、しょうがない。実を言えば本当は子どもの問題、

労働の問題、女性の問題は国全体の極めて大きなこ

とですから、大きな方針をきちんと作るべきです。

正直言ってワーキンググループは、そこまでの大き

な視野を持っている場ではなかった。そこを内閣と

して打ち出してほしかったという感じがします。 

 

（吉田）ワーク・ライフ・バランスは、どうでしょ

うか。かなりのポイントという気がしますが。 

 

（柏女） 方程式が幾つもあるのは、その通りだと

思います。何と何の舞台を一緒にできるかという話

で、今回は、乳児保育と育児休業に代表される保育と

働き方の見直しの舞台を一緒にできなかったのが残

念です。 

福祉の舞台と教育の舞台を一緒にすることと、保

育と労働という舞台を一緒にすることだったので

すが、保育と労働を一緒にする舞台は、先送りされ

てしまった。福祉と教育の舞台は、一緒にしようと

努力をして、ある程度、実現できたと思います。実

現できたけれども、基本的な考え方は当然違うので、

そこを一緒にしようとすればするほど複雑になっ

てしまうということが、起きてしまったのです。 

 今回、一緒にならなかったのは、社会的養護と障

がいと保育、ここも一緒にならなかった。今はこの

問題を取り残して、排除して、別の仕組みでやると

いう形になっている。これから検証していかないと

いけません。障がいとの分離の問題は、深刻だと思

っています。「利用方法１つ取っても全然違う」と

いう話の中で、親が何のサービスを利用するかによ

って、振り回されてしまったりするような形になる。

だったら、市町村が割り振って決めていくという今

のやり方で良かったのではないかというふうに思

えるわけで。それを今後、次のステップとして改善

しなければならないと思います。だからこそ、ケア

プランを作成することで、障がいと保育は同じ舞台

に立てると考えています。 

社会的養護は、もうそれこそワーク・ライフ・バ

ランス、労働と保育ぐらいの壁があります。同じ舞

台に持ってくるためには、いろんな工夫が必要なの

で、次のステップはそれを目指すべきです。そうい

う意味では、昨年の 10月 16日の時に連合が「社会

的養護は市町村でやるべきだ」という意見を出した

ことは、私は画期的なことだと思っています。 

 

◎「基礎自治体、市町村」について！ 
（吉田）今回の新システムというのは、国が基本的

な制度設計をして、市町村が実施する。少なくとも、

ワーク・ライフ・バランスとか労働の問題は、市町

村とか自治体だけで何とかなる話ではない。複雑に

なるけれど、もう１つ方程式を作っておくべきと思

いますが、どうでしょうか。 

 

（駒村）そうだと思います。今までの報告書を見て

も、特定分野が非常に厚くて、社会的養護とか障が

いとかワーク・ライフ・バランスとかが、議論され

ていない。まず初めに問題意識として「我々は何を

解くのであろうか」を認識するのに時間がかかる。

つまり、国と地方、役割と財政、教育と保育、幼保

の話、さらには労働と保育の話、それから民間参入

という話を、１カ所で方程式を解こうとしているの

ですから。方程式を解く順番を整理しなかったから、

やみくもに議論が進んでしまったのが問題だった

かもしれません。 

 

（柏女）これまでも少子化対策は、労働政策の方向

に持って行きたい、ジェンダー問題に持っていきた

い、子ども家庭福祉の充実に持っていきたいなどい

ろんな人がいるので、最初にこの問題を取り上げる

時には、「何をして何をしない」というのをしっか

りしたほうが良かったと感じます。 

 

（吉田）エンゼルプランの検証をやはりしっかりす

るべきだったと思うのです。あれだけの公費を投入

して、結果が出なかったという現実があるのですか

ら。今回は、実施主体が市町村で、指定制もほぼ市

町村になりました。率直に「市町村で担えるのか」

と思います。政令・中核市はいいと思いますが、そ

の他の市町村も、潜在・顕在の需要を調べて、必要

な供給、また指定見直しとかの需給調整まで行わな

ければならない。しかも、利用者の選択は今よりも

柔軟にできるが、市町村単位で指定になると、市町

村をまたがって選択した場合に広域利用になり、市

町村ごとで需給調整という発想では上手くいかな

い。県も必要なのでしょうが、どうも仕組みがスム

ーズにいくようには見えない。 

 

（無藤）市町村の担当者も、すごく困っている。「『困

ることになるのではないか』と困っている」と思い

ます。どう整理していくか。ワーキンググループの

議論でも市町村側としては、どちらかというと最初

から腰が引けていて、だけど建前としては「やる」

と言わなくてはならなく、本当にできるかは、個別

に聞けば「ちょっと自信がない」と言っている。 
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 そうすると、かなりの保育ニーズは単純化して捉

えられることになる。就労証明みたいなもので処理

していくと、実は「保育に欠ける」ものとあまり変

わらなくなってきてしまう。例えば「いや、これか

ら働きます」と言われても「駄目です」と。だから、

その融通の利かなさをどう処理していくかは、やっ

てみなければ分からないのではないでしょうか。 

 

（吉田）潜在ニーズをしっかりと把握できるか気に

なりますが。 

 

（駒村） 今、いろいろ話を聞いているのは大規模

都市ばかりです。そういう意味では、小規模のとこ

ろはどうなるか。大都市では、総合こども園が大都

市の政令市、中核市の担当になることで、今までよ

く分からなかった幼稚園情報も入れば、手元で把握

できるようになる。現時点では、幼稚園がどうなっ

ているのか、市に聞いても「さっぱり分かりません」

と。そこは行政的にも一元化できますが、ただ市の

話を聞くと、やはり「新システムとは何か」がまだ

理解されていない。待機児童ゼロ作戦、つまり「待

機児童がいてはいけない」という発想なのです。「新

システムになったら、今の『待機児童』という概念

は忘れて下さい」、「ちょっと概念が違う『利用希望

者』になるのですよ」と説明している。だから、職

探し中でも、短時間で使うというのも、それはちゃ

んと対応しないといけなくて、職探し中では使えま

せんというのでは全然駄目で、職業訓練、学校に行

っていたとかそういうケースでも、どんどん適切な

条件をクリアすれば認めるようになり、利用抑制的

な発想はやはり改めてもらいたい。これは情報が伝

わっていない話なのだと思うのです。 

 

（吉田）市町村によってギャップが出ませんか。 

 

（柏女）本当にそうだと思います。「子どもは第一

に家庭で育てるべきだ」という形で思っている首長

さんがいれば「駄目」という話にしてしまうでしょ

うし、「社会全体でやろう」であれば、認めていく

形にもなるでしょう。それから「産業を呼べ」とな

る。こども園を利用するにも働き場所がないから、

雇用を生み出すようにしようとか、いろんな動きが

出てくるのではないかと思います。 

 それよりも、高齢者・障がい者施策は市町村が既

に行っている。そう考えると保育も市町村が力をつ

けていけばいいと思います。いつまでも「やれない

よ」と言っていたのが、子ども分野です。「やって

みようよ」という感じがいい気がします。 

 

（吉田）その部分では、国の子ども・子育て会議に

準じた形で、「合議体」と言っていますが、義務で

はなくても地方版の会議を多くの自治体は作るの

ではないかと思います。しかし、それも担保がない。

既存の審議会・協議会を活用してもいいことになっ

ていますが、福祉系か教育系のどちらかだと思いま

す。それでは基本的には駄目だろうと思います。い

かに自分の町に生かしていくのかは、まさにステー

クホルダー（利害関係者）が機能しなければならな

いわけで、そのインセンティブ（奨励・刺激）とい

うのは何かありますか。 

 

（無藤）インセンティブという一番の問題は、将来

の人口が増えることだと、どこも思っていると思い

ます。そうすると、今年度に生まれる子どもは何人

いるのか、引っ越してくる人が何人いそうだとか、

そこが基本です。そこを把握することは、実はそん

なに大変なことではない。要するに、子どもの話は、

将来の希望を作る話なので、首長がその気になれば

できるところがあると思います。 

 ただ難しいのは、受け入れる側の保育施設のサー

ビス体制をどう作るか。それぞれの経営の問題と株

式会社の参入など、きめ細かく考えないといけない

のをどこまで市町村の裁量でできるかが難しい。 

また、株式会社やいろんな法人も含めた民間参入

をある程度緩めて、参入を活性化していくと、逆に

定員割れが出てくるので、その融通の利かせ方です。 

 今までの既存の幼稚園、保育所も、そこは覚悟し

ないといけない。１法人に１園という仕組みで永遠

に子どもが来るというのは無理で、融通を利かせて

いくということを考えたほうがいいと思います。 

 

（吉田）今まで、ステークホルダーが本当に真面目

に、自分の町の子どもを中心とした未来をみんなで

考えようとして来なかった気がしますが、今回はど

うなるでしょうか。 

 

（柏女）どうでしょうか。利用者の方が何人か入っ

ても、この方々が本当にすべての利用者の代弁がで

きるかどうかですね。ステークホルダーが事業者の

場合は、いわば組織代表として代弁しているわけで

す。だからそういう面では、供給者側のポンプが働

く可能性は高いと思います。だからこそ、公益代表

といってマスコミが入りますが、マスコミの方もど

んどん感化されてしまい、事業者側につくことも多

い。難しいと思いますが、やっていかなくてはしょ

うがないと思います。 

 もう１つ、福祉と教育の

舞台を一緒にしようとし

て、市町村の中で問題にな

るのは、教育委員会システ

ムです。この問題のメリッ

ト、デメリットをこれから

考えないといけない。 

 

（無藤）少なくとも、総合こども園なり幼稚園の指

定がされるまでは、教育委員会が出向という形で首
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長領域に入っていく中で、取り組むことに落ち着い

ていくと思います。首長の意向とか、恣意的意向で

はなくて、地域の子ども政策全般に位置付ける方向

は、かなりできるのです。教育委員会全般の話は、

文科省としてはかなり本気で考えることになりま

す。私はそれほど心配していないです。 

 

（吉田）ステークホルダーの参画とかは。 

 

（駒村）今までの待機児童を見ていた児童福祉や子

ども支援関係の市町村の職員は、例えば「再開発に

よって、急に子どもが増えました」みたいな、自分

の町がどう変化するかに対して、街づくりが自分た

ちに関係のない所で勝手に進んでいる発想なので

す。まさに街づくりをどうするか、若い世代がどう

動いて、どういうふうに地域に定着してもらうか。

そういう意識で市町村の職員なり行政が変わって

いけるかです。まず行政が、自分達の街づくりに関

心を持たなくてはなりません。この子ども会議も、

どういう町を作るかに関心を持たないと、振り回さ

れてしまう気がします。街づくりにどのように向き

合うかは、まさに子どもから介護まで全部、市町村

が現物給付の担当になるので考えてもらいたいで

す。そういう意味で、今回の消費税の配分は、地方

には社会保障の重要な役割を果たしていただくか

ら、消費税の配分割合を多めに取っているので、そ

の覚悟があるのでしょうねということなのです。 

子ども・子育て会議のメンバーも、特定グループ

ではなく多様な人たちで行い、自治体も子育て担当

部局は、まちづくり全体を常に見ていただきたい。

「何か私たちの知らない所で開発が起きていて、気

が付いたら需要が出ていました」では困ります。 

 

（柏女）子ども・子育て会議のステークホルダーで

言えば、今回の子ども・子育て交付金の中には、障

がいの問題とか障がい児のためのお金は入ってい

ないのです。障がい児はステークホルダーではない

のです。それを入れないと絶対駄目だと思います。

そうしないと障がい児は別の財布で行うという話

になってしまうからです。今度「保育所等訪問支援」

という事業が４月から動き出します。事業者が、親

の申請を受け、障がい児支援のため、保育園・幼稚

園・こども園・小学校に訪問する事業ですが、別々

のお金のため、申請・利用があっても、受け入れ側

の準備がないということになりかねない。３年間の

経過措置があるので、これから考えていく形になる

が、これは親の権利ですから、学校側が嫌だとかで

はなく、その業者が、学校に行きたいという話にな

った時に、学校の先生がどうするのか。保育所がど

うするのか、こども園がどうするのか、そんな議論

もしなければならないのです。子ども・子育て会議

で全部できるのか。障がいの問題とかを入れていか

なければならないと思います。 

（吉田）国は、子ども・子育て勘定で、財源を一元

化しているけれども、市町村の財布は地方分権です

から、市町村裁量であり、先ほどのことも入れよう

と思ったら可能ですよね。 

 

（柏女）可能ですけど、それは計画の中には入れな

い。つまり、子ども・子育て支援交付金の中に、保

育所等訪問支援を受けるために、各学校サイドに例

えばコーディネーターを置かないと煩雑になりま

す。そういうものを置くお金とか、障がい児保育の

加算の問題は一般財源化になっているので、この職

員をどうするかは、「これは市町村の勝手でしょう」

となりで、交付金からは来ないはずです。そうなる

と、支援者側は「行く」と言い、だけど受け手の施

設や学校は「そんな準備はないよ」となったときに、

保護者の申請による個人給付ですから、「こちら側

の権利だよ」という話になる。その辺をどうするの

か。新システムでは「障がい児は出て行ってよ」と

いう話ですから。私は、「障がい児支援は、新シス

テムの中に入れてくれ」と言ったのですが。 

 

（無藤）今の話で、私学助成の中に特別支援のお金

が入りました。厳密には重なります。事業名が違う

けれども、特別支援教育のお金を、今のような形で

使えます。例えば、保育カウンセラーを派遣するな

んていうことに使えます。それこそ違う種類のお金

が同じような事業に関わっていて、自治体でそれを

一緒に使っていいというように融通を利かせられ

るかどうかですが、ちょっと微妙な問題です。 

 

（吉田）私学助成は市町村ではなく県ですから、県

と市町村の関係整理も必要になってきますね。 

 

（無藤）そういう問題については、自治体として認

識させれば、また法律のレベルよりも低いレベルで

できる部分もあるだろうけれども。 

 

（柏女）もちろん。だから、障がい児関係者も入っ

た子ども・子育て会議をとにかく作ろうということ

なので。どうするかをちゃんと整理しないと、止め

てしまったら困るのです。子ども・子育て会議にお

ける検討、交付金においては、そのお金をつけるこ

とになっていない。 

 

（吉田）そこは、問題意識を多く共有して、やはり

１回整理をしなければいけない課題ですね。法案は

出ますけれど、もう１回、見直しは必要ですね。 

 

（駒村）雇用問題が残っているのは間違いないです。

障がい者福祉も、総合福祉部会で話が空回りした部

分もあって、今回のような法案になってしまった。

一体改革の中で、少子化というラベルを張っている

だけで、障がいを持つ子どもに対しての守備範囲と
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いうのを意識していない可能性はあります。つまり、

新システムの財源保障は、高齢者３経費プラス少子

化対策費用だというラベルの貼り方です。これから、

障がいの話と雇用の話はしっかりしてもらいたい

と思います。 

 

◎需給調整について 
（吉田）市町村の需給調整では、供給が足りないと

きは指定制を活用して増やす。供給過剰のときに、

どうやって需給調整をするのかです。しかも、こど

も園から総合こども園に移行しようとする時、幼稚

園がこども園になって、３歳未満児も含めて総合こ

ども園に移行するときに、「うちの町では３歳未満

児はすべて足りています」と。果たして幼稚園がこ

ども園になって、総合こども園に行けるのだろうか。

もちろんその逆もあり、保育所がこども園になって、

総合こども園になるときにも、「もう全部十分」と

いうことがあり得ると思うのですが。どう考えたら

いいのでしょうか。総合こども園は増えますか。 

 

（無藤）スタート時点は、広めに移行可能だとは思

います。何年か経った後は、はっきり言えば「競争」

なのではないのでしょうか。 

 

（吉田）幼稚園が消えていく可能性がありますね。 

 

（柏女）０、１、２歳児が、こども園で入所率が

90％までいけばそうかもしれません。けれども、

50％だったら、もっといるのに、なぜ指定をしない

のかとなるときに、どうするのかですね。つまり、

０、１、２歳児の 50％がまだ家にいる。その子ど

も達を社会で育てるという話で、幼稚園がそこをし

たいときに、ステークホルダーの人たちが、それを

駄目だという根拠は何があるのだろうか。女性が仕

事をしたい、就労を探しているときに、それを「駄

目」という権利が誰にあるのかです。そういう人た

ちが結構いるのに、何で新規参入を認めないのかと。 

 

（吉田）ニーズ調査で果たして出てくるでしょか。 

 

（柏女）そのニーズ調査は、紙の調査です。それだ

けで本当にいいのか。「今は保育料を高くしている

が、保育料が安い所があれば、私だって仕事ができ

ればやりたい」という話を聞く。では「仕事を持っ

てくる方が先じゃないか」となり、「仕事を持って

くるのと、こども園を利用できるのと一緒にすれば

いいじゃないか」という話になる。そのときに、何

で参入を駄目だと言えるのか。 

その調査のやり方が、紙ベースの調査のやり方で

はおかしく、需要は紙ベースで分からなければ、他

の調査を行っても構わないわけです。そこで新規参

入をどうして認めないのか。 

 

（吉田）おそらく市町村はそんなことは考えていな

い気がするのですが。 

 

（駒村）そうですよね。政府の見通しは社会全体の

既婚女性の労働力率が 15％ぐらいは上昇する想定

が出ているけれども、ミクロになると動きが複雑で、

例えば福井県では３世代同居で、家族で子育てを行

うというのがずいぶん変わり始めています。要する

に３世代同居が減ってきたり、親自身が定年の延長

で働き続けるようになり、孫の面倒は見ることはで

きなくなったので、今よりは需要が出てきている。

ミクロの地域でも変動が出る中で、うちの地域は飽

和状態ですと判断する仕組みは確かに難しい所で

す。一方では、参入に期待している人たちが「まだ

需要がある」と言って、入ら

せてくれというのをどこで

「これ以上は入ってきてもら

うと共倒れになりますから」

という判断をするか。この市

町村需給計画は重い複雑な作

業をお願いしたのかなと思っ

ています。 

 

（吉田）指定は本来指定基準を満たせば自治体の抑

制はできない。ただ、需給調整で結果的には抑制さ

れる。一方で総合こども園は認可だから、認可は抑

制権限があり、裁量権があるけれども、このシステ

ムを読むと、総合こども園の認可基準を満たせば、

すぐこども園という感じがします。認可とは何なの

だろうと。どう理解したらよいですか。 

 

（無藤）認可の基準は曖昧に書いています。需給を

見て認可するとは書いていない。結局、既存のステ

ークホルダーに遠慮して書いている。移りたいとこ

ろは全部基本的には最初は認めたいという線です。

そこから先は需給判断でしょうが、スタート地点で

は認めざるを得ない。ただ、その定員については調

整するのが現実の線なのではないですか。 

 

（駒村）地域によっては幼稚園が一斉に総合こども

園に移行する地域もあり得るでしょう。 

 

（無藤）細かく言うと、例えば２歳から入るとか、

１歳とか０歳によって。これは給食の調理施設など

の設置があるので、これはきめ細かく基準を設定し

なければいないのではと思うのです。 

 

（吉田）認定こども園制度は、認定の要件さえ満た

していれば、抑制は基本的にしないことになってい

ます。認可では無いので。しかし、現実には認定抑

制がされている県があります、認定ですらそうです

から、指定の需給調整もよく分からない。総合施設

認可というのは、なぜ認可なのでしょう。認可にし
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ないと学校教育とかの方に影響がでるのですか。 

 

（無藤）それもあるけれども、特に社会福祉法人が

法人の税制との関係で言うと重くしないと納得が

得られないというのがある。 

 

（吉田）そうすると、３種類の認可ができます。認

定こども園は無くなって、認可幼稚園がこども園に

なりますが施設としては幼稚園認可のままです。保

育所もこども園になった段階だけだと保育所認可

です。それで、総合こども園になれば、新たな第三

の認可を取るので、幼稚園認可、保育園認可は基本

的には無くなってしまうと私は聞いています。 

 

（無藤）ただ認可の手順を、もし幼稚園が学校教育

としての幼稚園とするならば、私学審議会が推そう

とするものが入る。保育所については、同業からの

抑制はどうしても働くから、認可における需給調整

はかなり強く動くのではないか。最初によほど強く

誘導する事をどうするか。 

 

（吉田）幼稚園の学校教育を大事にしている人は、

総合こども園になりたいと思っても、総合こども園

になると学校教育法から外して総合こども園法に

乗っかってしまう。それを嫌がる幼稚園の人は結構

いるのではないかという気がするのです。 

 

（無藤）それはありますが、総合こども園法に明確

に「学校教育としての幼児教育だ」ということを法

定とするとか、教育委員会の関与、教育の中身につ

いてはしっかり行うとか。文字通り地域に出す看板

としての幼稚園という対象を活かせるはずなので、

そういうことでクリアはできるのではないかと。 

 

（吉田）情緒的に学校教育の一翼を外れるというこ

とに対するアレルギーがある気がしますが。 

 

（無藤）そうですけれども有力な幼稚園がそれで動

けばあっという間に動くということ。 

 

◎おわりに 

（協会代表）これから協会としても、地域でリーダ

ーシップを発揮し、保育を本当に質の高いものにし

ていかなければならない。質とはいったい何なのか

という議論も本当にこれからだと思います。一人一

人の子どもが意欲や夢や期待を持って育ってくよ

うに支援をしていくことが大切だと思っています。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「子ども・子育て新システム」の早期実現について（要望） 

認定こども園制度が発足して５年を経ましたが、これまで高い評価

を受ける一方、元来求められる幼保連携型の認定のためには二つの認

可が必要となることをはじめ、幼稚園と保育所の助成の申請や指導監

督もそれぞれ別であるなど、二重行政の壁を超えられないことが、数

が増えない本質的な原因となっていると考えられます。今般の新シス

テムでは、総合こども園を創設して、二重行政を解消し、認可も財源

も監督もすべて一本化されることにより、認定こども園がさらに発展

して地域の中核的な役割を担うと共に、地域コミュニティの再生に大

きな力を発揮できるようになります。また、そのための恒久財源が確

保されることは、教育・保育の質の向上や職員処遇の改善などの諸課

題を克服していくためにもこのシステムの緊急の課題となっています。 

以上のことから、私たち全国認定こども園協会は、本年３月２日に

政府の「少子化社会対策会議」において決定された「子ども・子育て

新システムに関する基本制度」及び「子ども・子育て新システム法案

骨子」に示された、すべての子どもの最善の利益を希求し、地域コミ

ュニティの再生を実現しようとする新たなシステムの速やかな実現を

要望します。 

以下３点にわけて、さらに詳細な要望理由を記します。 

 

(1)時代・社会の要請 

 戦後６０有余年、「学校教育（幼稚園）」と「児童福祉（保育所）」と

法的に位置づけられてきた子ども政策では、これからの社会変化をカ

バーし、子どもの豊かな育ちを保障することは困難となっています。

すでに我が国が突入している超少子高齢化の状況において、都市と地

方の二極化による人口の偏在が進み、都市と地方で異なる生活の姿が

見えています。待機児童対策が急務と叫ばれ、様々な取り組みがなさ

れたにもかかわらず、潜在ニーズの顕在化等により状況はさらに深刻

さを増しています。その一方で、幼稚園も保育所も定員を確保できな

い地域が増えています。また、「保育に欠ける」状況は、親の就労の有

無によるものだけではない状況があり、専業主婦による在宅での子育

てのただ中でも「保育に欠ける」状況、時に虐待という悲しい現実が

現れています。それだけに今、都市部においても地方においても、子

ども、家庭、地域を支える新しいシステムが緊急に求められています。 

 

(2)認定こども園制度から、地域コミュニティにおける総合的機能を 

持つ制度に 

 「認定こども園制度」は、幼稚園制度と保育所制度をそのままに、

幼保が一体的に運営できるようにしたものであり、様々な不具合が生

じています。二重行政の中での運営の困難、異なる財政措置と会計・

事務処理など、多くの問題や課題が様々な場面で認識されています。

幼稚園制度と保育所制度に縛られた認定こども園である限り、常にこ

の二重行政の困難から抜け出すことはできず、このことが認定こども

園が増えない原因となっていると考えられます。 

 一方で、そのような困難をさまざまな工夫により乗り越えてきた認

定こども園の取り組みから、保幼小の連携、地域ネットワークの構築、

保育・教育内容、および研修体制の充実など、多くの好事例が生まれ

るとともに、課題も明らかになってきました。そのことは、「機能の総

合化」に向けて、結果的に新しいシステムのためのエビデンスとなり、

意義深いテストケースとなりました。 

 

(3)子ども集団や家庭を分断しない制度と地域コミュニティの再生 

 今、最も求められることは、もはや親の就労の有無等によって子ど

も集団や家庭が分断されることなく、地域のすべての子育て家庭が等

しく支えられ、共に育つ空間や繋がりを紡ぎ出していくことです。そ

のためには、「幼稚園制度と保育所制度を併存させながら、運用面だけ

一体化した認定こども園制度」では限界があります。認定こども園の

実践により明らかになった諸課題を克服し、重要な子ども環境である

地域コミュニティの再生を図るには、新システムの構築や総合こども

園構想が有効だと考えます。 

 

 今、私たち日本の社会は、すべての子どもの最善の利益を求めるた

めに、着実にその歩みを始めていくことが求められています。そのた

めに私たちは、社会保障と税の一体改革による新たな財源によって支

えられる「子ども・子育て新システム」の実現を心から望みます。 

【編集後記】 

爽やかな春を迎え、今年度がバタバタとスタートし

ました。皆様方の園ではどのようなスタートがきられ

ましたか？「子ども・子育て新システム」は、どのよ

うにスタートするのでしょうか？  （九州男児） 

要 望 書 を 提 出 ！ 

全国認定こども園協会は、３月１９日に内閣総理大臣、 

各関係大臣に以下の要望書を提出しました。 


