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はじめに 

 今日は、「子ども子育て支援新制度（以下、「新制度」）」が 2015 年 4 月から実施ということです

が、実はまだまだ決まっていないことが沢山あります。自治体としてこれからどういうことが課題

になるのだろうかということを中心にお話しさせていただきたいと思っています。 

 新制度は大変複雑で、もともとは保育所の制度改革がベースだったのでしたが、民主党政権の時

に幼保の一体化ということで、幼稚園制度の改革も加わっています。幼稚園制度は保育所の福祉制

度とは違って、学校教育制度の中に位置づいていたので、それを一体化するということで新制度は

複雑になりました。さらに、関連法案が 2011 年の国会で成立した際に、大幅な修正が加わりまし

た。それはそれでいろいろな関係者の声が反映されたというのもあるのですけれども、複雑なもの

がさらに複雑になってしまいました。2000年に導入された介護保険は、それ以前において、高齢者

福祉の事業が大々的に展開されてこなかったので、比較的全国統一的な仕組みが入ったということ

があったと思いますが、保育所制度、幼稚園制度は戦後直後に造られてから、各自治体の独自性も

下で発展してきたものが、ここにきて大幅な変更ということになるといろんな問題が生じてきていてます。 

例えば今日お配りしました私が編集しております「月刊保育情報 10月号」の中に、内閣府が「子

ども・子育て支援制度 FAQ」というのを出しているのを掲載しています。この FAQ は各自治体ある

いは事業者が担当省庁である内閣府に問い合わせをして、それに対する回答が出ています。最初は

そんなに数がなかったのですが、だんだん数が増えてきています。 

個々の問題で、「これに関してどう考えるのか」みたいなことへの回答とか、最初に回答していた

ことと、それに対して批判が加わったりすると改めて再度検討みたいな話になってくるので相当複

雑な状況になってきています。 

 自治体の担当者も本当に大変で、2015年 4月からやるんだというところで、作業を進めながら決

めなければならないことが決められていないという状況です。少なくとも子どもにかかることなの

で混乱なく 4月を迎えていただきたいし、良いものにしていただきたいというのが基本的な願いで

す。ただ、良いものにしていただきたいのですが、いろんな矛盾も抱えているし、法律的にもちょ

っと穴があったりとか、どこまでこの制度が今のまま進むのか、もしかすると早い段階で法律の修

正も含めてもう一度見直しをやることになるのではないかなと思われます。このように混沌とした

状況があるということを踏まえていただいて、子どもたちに何が提供できるのかということを考え

ていければありがたいです。 
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Ⅰ. 保育制度に関わる私たちの願い 

１．子どもの生活にとって学びを保障する保育、保育を育てる制度 

 保育制度ということですが、日々子どもたちは保育園とか幼稚園とかで保育を受けているわけで

す。保育なのか、教育なのかという問題はありますが、基本的には保育というのは養護の部分と教

育の部分が一体化したものだということでこの間ずっと整理されてきました。 

幼稚園であっても保育だというのが法律上整理されてきました。小学校の授業のような「教育」

を幼児期にすることが適当ではないということで、いわばケア（養護）の部分と教育とは一体化し

たものではないかということです。日々子どもたちは大人に世話されるとか、あるいは子どもたち

の集団で遊ぶとか、そういう中でいろんなことを学んでいったりするということで養護と教育は一

体的なものだというのが、学説的にはほぼ定着した考え方です。 

用語的に「保育」と日本語ではなっていますが、英語では「care & education」という整理にな

っています。本来的には、教育という言葉もいわゆる授業の教育みたいなものだけではなくて、「care」

の部分も含んでいるのではないかという理解もあるのですが、幼児期については、「care & 

education」と一体的にとらえたものが保育として考えるというのが一般的です。 

そういう中で子どもたちは家庭でも育ちまた、保育施設でも育っていくと。そこで大事なのは大

人が子どものことに注意しながら愛情深く関わるということだろうなと思います。母親が自分の子

どもに関わるのと同じように保育者が関わっていくというのが必要です。例えば制度の問題でいう

と、正規職員を確保できなくてパートの保育者が次々と変わっていくというのは子どもたちにとっ

ては決して好ましい環境ではないだろうということです。だって、家庭でお母さんが次々に変わっ

ていくのはよくないですよねといとご理解いただけるでしょうか？同様に保育の中で、友達とか、

安定的な集団がちゃんとできているという状態が大事なことだろうなと思います。これも友達や仲

間が次々に入れ替わっていくとなると、とても心を許しあって一緒に遊ぶということにはなりませ

ん。毎日が安定した形で生活が送れていく、その中でこそ子どもは成長し発展していくということ

が言えるのだと思います。 

そういう子どもの生活をどう保障するのかということと同時にいま特に、女性の社会進出という

ことが言われています。社会進出という言い方の他に、活用とかいろんな言い方がされています。

ということは女性、母親だけが子育てするとか、母親が子育てに専念するという状況ではなくて、

育児の部分と仕事とか社会的な活動の部分をどうやって両立させるかということをバランスよく考

えていくかということがとても大事になってきていると思います。そういう社会が一般的になって

くるのであれば、やっぱり保育施設がどうやって充実するかというのが今これからの課題として位

置づくのだろうなと思います。おそらく政策的な違いはいろいろあるにしても方向的にはどの政治

家の方たちも同じ方向に向いているのだと思います。 
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レジメの真ん中のところに図を出しました。修学前の子どもの保育の状況を示したものです。2003

年から 2012年のここ 10年でどう変化があったのかをみると、どの年齢階層見ても明らかですけれ

ども、保育施設で子どもが保育を受けるケースが増えてきています。家庭でも当然子育てしていま

すが、保育施設と家庭が協力して子育てをしているというのが一般的になりつつあるのがわかると

思います。 

年齢別に見ると、ゼロ歳児では 1割を超える子どもが保育を保育所で受けているという状態で、

1・2歳児で 3割強になってきて、ここのところが一番 10年前と比べて伸びている状況になってい

ると思います。3 歳児になってくると幼稚園が対象として加わってくるので、その分を加えると 3

歳児の状態で大体 9割弱の子どもたちが保育所や幼稚園で保育を受けるようになってきています。

その上で、ゼロ・1・2歳児の確保が全国的な課題となっていると思います。 

3歳児以上では、3歳児の保育の供給をどう確保するかが課題になってくるかと思います。4歳以

上児になってくるとほぼ皆さん幼稚園か保育所で保育を受けているという状態になっていると思い

ます。 

基本的な今ある地域住民の要求は、低年齢児保育の拡充と仕事と子育ての両立支援を支える保育

制度をどう実現するのかということになるかと思います。 

 

２．保育制度の課題 

 そういう全体的な課題がある中で、現行の保育所制度や幼稚園制度では対応しづらいという問題

が出てきましたということで、新制度の提案ということになっていったのだと思います。 

そこを考えていくと、どんな問題があるのかという点では、今言ったように保育の場の確保とい

う点では、低年齢児のところがまだ足りませんねということと、保育条件の改善という問題も実は

保育界として非常に関心が高いところではあります。具体的に条件の改善は何かいうと、例えば保

育士 1人当たりに子どもが何人まで担当できるかという話があります。 

ゼロ歳児では子ども 3人に保育士 1人という配置基準が最低基準として国の方で設定されていま

す。今、保育所のもろもろの基準は都道府県ごとに定めるとなっていますが、配置基準は全国的に

統一した基準となっていて 3：1になっています。1・2歳児はどうかというと、6：1、3歳児のとこ

ろは 20：１、4・5歳児は 30：1ということになっています。 
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幼稚園はどうかというと、幼稚園は学級という考え方なので、35 人学級が基本で、そこに幼稚園

教諭が1人配置という基準です。 

この配置基準が欧州諸国と比較して悪いという状況はよく指摘されています。ヨーロッパでは 4・

5歳児でも 10人程度の集団規模で職員が配置されているので、日本の配置は非常によろしくないと

いう状況が続いております。戦後直後に保育所の最低基準が作られていますが、戦争に負けた後に

経済的に非常にまずい状況の中で作られています。それでも子どもたちを守るんだということで作

られた基準がそのまま 4・5歳児のところは変わっていないという状況です。他の年齢のところは少

しずつ改善があったのですけれども 4・5歳児のところは 30：1で変わっていないので、それでどう

なのかというところです。 

最近小学校では、少人数学級が出てきていますが、それも財務省からは学級定数の改善をしたの

を戻すみたいな話があるようですが、やっぱり修学前のところで小学校の人数よりも多くの人数を

担当しなければいけないというのは、なかなか難しい話でしょうということなので、こういうとこ

ろの改善が求められているということです。 

あとは保育料のところです。日本の保育料は非常に高いのではないかと言われています。ヨーロ

ッパの国々で比較すると、基本的に子どもの保育に掛けるお金の 2割くらいを保護者負担というこ

とで位置づけていて、あとは公費での負担です。それが日本の場合は年齢により差はありますが 4

割～6 割ぐらいは保護者負担ということになっているので、ここの軽減を図っていかないと、特に

若い世代の所得の不安定さという問題も含めて、子育てをする上で保育料の負担をどう軽減を図っ

ていくのかが１つの課題でしょう。 

また、最近話題になっているのが保育士不足と言われる問題で、その要因はどこにあるかという

と、保育士の処遇の悪さにあるのではないかということが１つ言われています。全労働者の賃金の

平均の 6割強ぐらいが保育士の平均の賃金となっていて、非常に劣悪です。それに加えて保育士の

労働強化という問題が指摘されていて、保護者との対応の問題とか、これから冬場になってくると

感染症が保育園で起きたりした時の対応が結構大変だとか、あるいは、ゼロ・1 歳児のところで保

育の事故、子どもが保育施設で亡くなるという報道が数多くされていて、それを防いでいくために

は、昼寝の時間、従来はその時間は保育所の職員の休憩時間であったりとか、会議する時間であっ

たりとか、連絡帳を書く時間であったのですが、そういうことも言っていられずにその時間も呼吸

の確認をしようということで 5分おきに呼吸の確認をするとかそういう状況になっていて、労働時

間過密、緊張が求められる仕事になってきています。その割に賃金、処遇条件が悪いという状況で

すから、これを改善していかないと、保育士不足によって保育所が増えないという事態が現在起き

ています。 

さらには、福祉という視点が保育の場合には必要なのではないかということで、学校でも必要だ

と思いますが、保育ではそのことは欠かせないでしょうということです。どうしてかというとご承

知の通り、日本の子どもの貧困率は先進国の中でも非常にずば抜けて状態が悪いと言われています。

それに対する対策法もできてはいますが、具体的な手立てはとられていないという問題ですね。子

どもの中の 16％が貧困の中で育っていると。小学校には必ず行かなくては行けないということで、

行かない子というのはいないわけですけれど、一方で幼児期にはそういった義務的な対応をすると

ころがないので、本当に貧困な貧しい家庭でずっと子どもが育つという可能性があって本当にそれ

がいいことなのかどうか。結果的にそこで人間の基礎が作られるわけですから、人は信じられると

か、あるいは自分というのは尊重に値する、いわゆる自尊心というものがちゃんと形成されないと、
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やっぱり社会に出た時に相当問題が起きるのではないということで、ここをどうやって確保してい

くのかというのが大きな課題だと言われています。そういうような課題が保育の制度にあって、現

在の制度ではそれが難しい、だから新制度にしていくんだというストーリーで作られていると思い 

ます。では、本当に新制度がそうした課題に応えていくのかが問われます。 

 

Ⅱ．新制度の基本的な仕組みと課題 

１．原型は介護保険､直接契約を基本とした仕組み 

 保育所の制度改革は実は 1990 年代の初めから常に課題となってきました。改革を提起しながら

厚生労働省の設置した諮問機関内で意見がまとまらずつぶれたりということも含めて、1992年頃か

ら改革が提起されてきていました。本来は保育・福祉制度の中では保育所の改革を先にやるという

話だったのですけれども、結局 90 年代の動きがうまくまとめきれずに保育の部分はひとまず置い

て、高齢者のところが介護保険の導入という形で改革が進みました。社会福祉の基礎構造改革と言

われるものが、介護保険の場合は 2000年から進みました。その後、障がい者分野の改革が進み、保

育の部分が遅れてやっとこの段階で具体化しようとしているところですけれども、基本的な流れは

その福祉改革の一環でありますということです。 

福祉の制度が従前の措置制度と言われる、自治体が責任を負って福祉を提供するという形がもう

古いということで、それを変えていくということでの提案が介護保険であったり、障がい者自立支

援法であったりとするのですけれども、保育のところもそれと同じ流れの中で位置づけられまして、

基本的には介護保険の利用の仕方をモデルにして新制度の設計がされようとしたということです。

ですから介護保険と似た仕組みがいくつかあります。ただ介護保険は財源が社会保険制度いうこと

で出来ました。保育の場合も一時、育児保険という構想が出ましたけれども、つぶれまして、財源

はそのままで利用の仕方を介護保険と同じような形にしていこうということでの提案でした。具体

的にはどんなことが言われたかというと、新制度の特徴としてはいわゆる直接契約という仕組みを

導入するとうことと、個人給付の形にしていくということです。 

わかりづらいですが。従前は措置ということで自治体が責任を持って福祉を提供しますというこ

とでした。保育所でいえば、現行制度もそうですが、市町村が保育実施責任を負っています。どう

いう子どもに対して保育実施責任を負うかというと、児童福祉法第 24条に規定がありますが、いわ

ゆる「保育に欠ける子」については、市町村が責任を持って保育所で保育しますというのが基本的

な仕組みでした。保育に欠けるという言葉がよくないのですが、考え方は、保育の必要性があると

いう子どもについては、市町村が責任を持って保育するということです。 

ただそういう仕方はもう古いということで、市町村の役割を変えようという事で提案されたのが

新制度です。具体的には保育を提供するか否かは当事者にお任せしようと。利用者の方と事業者の

方が直接契約をしていくという仕組みを作ってそこで契約が結べた時に保育が実施されるようにし

ます。ただ、その保育が実施されるにあたって保護者の方がその費用を全額負担するというのは大

変なことなので、その費用の一部を市町村として給付という形で、公費を投入しますという仕組み

が新制度の基本的な考え方でした。 

介護保険と非常に似たものだと思います。利用者と事業者という当事者同士の直接契約には、市

町村は関与しないという仕組みで、契約を結べた時に利用者に対して市町村が給付という形で公費

を渡すのですが、現金を保護者の方に直接渡さずに、事業者が代理授与するという介護保険と同じ

仕組みにしています。このことで保育事業を担当する事業者が、株式会社を含めてどんどん参入し
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てくるのではないかという構想が基底にある構想です。 

現行制度は、市町村がするべき保育を民間の事業者にお願いする場合、社会福祉法人等に市町村

がするべき保育を代わりにやっていただくので、事業者に委託費として保育の事業経費を渡します。

事業者は、市町村がするべき保育を代わりに行うために公費を受け取るので基本的に保育以外に使

ってはだめですよという規制がかけられています。保育を守るという点からあるべき規制だと思い

ますが、一方でこの規制によって、事業者としての自由度が低いという話です。例えば、株式会社

が 2000 年から保育所への参入が可能になっていますが、株式会社は利潤を確保したいから参入す

るので、その利潤処理が委託という形だとうまく処理できないという問題があります。人件費を削

って浮かせたお金を投資に回すとか配当に回すとかいうことが非常にやりづらい仕組みなのです。

株式会社が事業参入できるようなっても、実際はなかなか参入しづらいということで、だったら新

しい仕組みで、先ほど説明した給付の形が出てきたのです。給付は公費の支出ですが、あくまでも

保護者が保育を買うお金を補助するというお金です。そのお金は事業者に代理授与ということで渡

りますが、事業者が受け取ったお金にはその段階では使途規制はないことになります。そうなると

多様な事業者が参入しやすくなっていくので、結果としてそこで競争が起こって、いい保育が残っ

ていくという風になるのではないかというのが基本的な考え方です。 

この仕組みを保育の事業に入れていいのかということでは大変な論議がありました。やはり直接

契約という形は、利用者と事業者の方の契約なので、そういうと困難を抱えたお子さんが、事業者

と契約されないのではないかという可能性があるという問題です。事業者からするとやはり、ちゃ

んと経営が成り立つような子どもを入れたいので、困難を抱えた子どもや、例えば保育料を払えそ

うにもない保護者、あるいはクレーマーのような感じがするお母さんとか、そういう方とは契約し

たくないって話が出てくる。実際には、保育が必要な子どもがいるわけですから、そういった子ど

もに適切な保育が確保されないっていうのは問題じゃないかと、直接契約は問題ありっていうこと

での批判はやっぱり多くありました。 

 

２．自公民 3党合意による修正  

 そういう中で国会に、民主党政権が関連法案を提出した時に、すべての保育については直接契約

の形にするとしていましたが、それに対して異論が相当集まったということもあって、その法案は

廃案だと思っていたんですが、消費税の増税法案とセットだったので、自民党・公明党がそこに乗

って、法案を修正するっていうことで協議になり、大きな修正が２つ加えられました。そこで消費

税増税法案と一緒にセットになって国会を通すという経過がありました。 

では、どんな修正が加えられたかというと、保育を全部直接契約という形にしてしまっていいの

かという不安があるので、それを受け入れて、保育所については従来通り市町村の責任で保育しま

すということで復活しました。具体的に言うとなくすはずだった児童福祉法第 24 条第 1 項の市町

村の責任で保育するという規定を、復活させたのが一点です。 

もう一つは民主党政権の時に特に加わった幼保一体化に関して、当初はすべての幼稚園、保育所

を総合こども園にするんだという提案があったのですけれども、幼稚園側からすごい反発があって、

法案自体には幼稚園の移行は強制しないということで提出されました。ただ保育所自体はすべて総

合こども園にするということでした。この総合こども園法は取り下げられて、代わりに今まであっ

たこども園というのを拡充するということで改正案が急遽国会上程されました。その際の合意では、

既存の幼稚園、保育園について両方とも認定こども園への移行は強制しませんということです。 

この 2つの修正がされて関連法が国会を通りました。 



７ 

 

結構大きな改革をやろうとしたのが、一定引き戻したという形になって今の法律が出来上がって、

その具体化されようとしています。そこでは市町村の保育実施責任が残っていますし、あとのもう

一つは、保育施設はこども園になっていくのではなく、地域の中で保育所も幼稚園も認定こども園

も併存するのだということで、新制度は作られているということです。 

ただ政策的には最初のところはすべてを総合こども園にするという方針があったので、その考え

方に染まっている自治体関係者も多いのですが、現実そういう法律になっていないところはしっか

り踏まえる必要があると思います。 

このことは結構やや複雑で地域の状況での違いを生んでいます。 

方向性からすると、特に官僚らは認定こども園を増やしていくのだという主張をしています。し

かし、おそらく今国会議員の中で認定こども園を積極的推進と思っている方はそんなにいないので

はないかなと思います。ですが、自治体によってはその方針をそのまま堅持しているところもあり

ます。例えば静岡県静岡市では、公立保育所と公立幼稚園があったのですが、それらをすべて認定

こども園化ということで条例を定め、公立保育所はなくなっているという状況にあります。その背

景には、定員割れが激しい公立幼稚園の統廃合というその自治体固有のねらいがあって、それを抵

抗なくするまるために、新制度が活用されたのではないかと思われます。今後、同様な動きは他に

も出てくると思います。 

自分の自治体がこうだから、日本国中がそうだということでは、決してないというのが、この新

制度ではいくつかありますので、今後注意が必要です。 

あと、整理のために見ていただくのが 2ページの中ほどに示してありますが、厚生労働省・内閣

府等が、新制度の説明をするときによく示す図です。 

新制度は、いわゆる保育だけのためだけではありません。大きな枠組みが２つあり、１つは「（１）

子ども・子育て支援給付」といわれる枠組みと、もう１つは「（２）地域子ども・子育て支援事業」

ということの枠組みです。 

（２）地域子ども・子育て支援事業は、法定の 13事業が位置づけられていて、これを計画的に各

自治体で推進していくとして、事業計画の策定が義務づけられています。 

保育に関わっては、⑨延長保育などが重要です。⑪では放課後児童クラブ、これは学童保育に関

わる事業です。 



８ 

 

この 13事業はいわゆる幼い子どもに関わる、学童期も入っていますが、子育て支援の事業はこの

13事業がメインになるのだということで、政府がこれを計画的に実施するということで、新制度の

大きな柱としています。ただ、児童館の国庫補助がすでに無くなっているので、児童館事業もこの

13事業に入りませんでした。なので、今までやってきた子育て支援や子どもに関わる事業が、その

まま入っているのかというと決してそうではないので、要注意です。 

児童館を持っていた自治体のところでは注意しないと児童館事業が宙に浮いていくというような

話がありますということで注意いただければと思います。 

一方でこの 13事業がそのままかというとそうではなくて、ややこしいのですが、学童保育の事業

だけではなくて、文科省の所管の放課後教室事業も推進することが、あとの方から決まって決まっ

ているので、13事業だけを考えればよいということでもありません。 

もう一つの枠が子ども・子育て支援給付なのですが、これが保育の部分でして、いわゆる給付と

いう形で整理されています。その内容は３つあります。①が「施設型給付」ということで建物がし

っかりあるような保育所とかの施設で出すお金の部分を施設型給付としています。②「地域型保育

給付」が新しい保育ですが、建物をしっかり作らなくてもよくて、ビルとかアパートとかを借りて、

そこで保育が始められますという部分を違う給付と位置づけています。の事業をやりますというこ

とです。③が「児童手当」となっています。 

保育の給付と説明していますが、ここで児童手当が並んでいるのはとても異質だと思いますが、

要は先ほど言ったように今までは市町村の責任で保育をすることになっていました。ところが新制

度は、保育所は違うのですけれども、あくまでも新制度は直接契約の仕組みになっているのです。

全体は直接契約の仕組みをとっているので、事業者と利用者が契約を結べた時に保護者に給付を出

すというのが市町村の仕事ですとなっています。 

自治体は給付を出す、現金を出すことが仕事であるということが、この図らずともよくわかると

思います。要は、児童手当と同じ扱いなのですということです。現金を出すことが、保育における

市町村のすることなのです。 

一方で、市町村は保育の提供体制についても事業計画を作ることになっているので。わかりづら

いのですが、新制度の考え方はこうした基礎的な考え方にあるということをつかんでおいていただ

ければと思います。 

 

（本稿は、講演録を基に事務局で編集した原稿に講演者が一部修正を加えて作成したもので、文責は事

務局にあります。） 

 


