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第 16 期とちぎ自治講座：議員研修会（2018.11.17） 

 

幼児教育・保育の無償化でどうなる子育て支援 

  －｢市町村負担必要財源の 5 割超｣？ 
                     村山 祐一(保育研究所所長) 

 

はじめに 

2016年２月は保育にとって大変大きな出来事がありました。待機児童問題で「日本死ね」

というブログが出されました。実はその時から状況が変わってくるのです。保育の待機児童

問題は 1995年からで、別に今に始まった問題ではないのです。待機児童解消を掲げてやる

ということで来たわけですけれども、一向に解決しないということで、こういうプログが出

て、それが新聞で騒がれて、それで初めて待機児童問題が社会の問題になったのです。それ

までは保育関係者だけの問題でした。今回の無償化もこうした状況のもとで生じた動きと

いえます。 

無償化というのは、既に 2000年に入ってから文部科学省の審議会などを中心に幼児教育

の無償化、保育料の軽減などが論議されてきました。無償化は関係者の間ではいろいろ論議

があったのですが、突然政治的課題になったのは、去年の総選挙の公約に自民党がすべての

子どもの無償化を掲げて、そこから始まったのです。 

 実はこの幼児教育・保育の無償化というのは大変複雑です。なぜかというと日本の制度は

幼児教育制度と児童福祉制度とはかなり違うからです。その違うもことが相互の改善がさ

れていないからです。新しい制度になって、一体化とか一元化とかいわれていますけれども、

児童福祉の考え方と幼児教育の考え方は全く二元化されています。それで、ややもすると、

ちゃんと吟味もされずに、どちらに合わせるかという議論になってしまうわけです。このこ

とが問題をより複雑にしてしまいます。 

 児童福祉の問題は子どもの貧困問題にも繋がってきます。保育所は戦後昭和 22年に児童

福祉法が制定され基準が出来て、23 年からスタートしました。それは戦前の託児所とは全

然違っていまして、子どもの権利を保障するということでスタートしています。ですから、

保育所が出来たときは、条件はちゃんとしたものではないけれども、調理室はどの保育園で

も認可を取る時には必置の条件となったのです。必置になっているのは貧困問題が前提に

なっています。それは児童福祉法の制定当初の議事録を読んでいただければ分かります。当

時、子どもの浮浪児の問題、浮浪児狩りという問題も出たりしていました。子どもにとって

一番大事なのは食事です。食事は誰にでも平等に提供しないといけないといけない。それで

調理室の条件をいっていると出来ないところが出てくるので、基準は作らないけれども必

置ということでスタートしたのです。それは児童福祉法の根幹に関わる問題です。 

 学校給食法がその後制定されてきますけれども、どちらかというと食事というのは家庭

でというのを前提としていました。今ではそうでもないのですけれども。そういう側面が前
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提条件として非常に強くありました。私が子どものころ栃木の日光に修学旅行に来ました

が、その時は米を持っていくわけです。学校給食は弁当持参が前提になっていました。当時

は食事の主食は家庭で出すものだということが大前提になってスタートしています。今学

校給食の完全実施というのがいわれていまして、小学校はほとんどなっていますけれども、

今から 10数年前までは弁当持参論が一般の親からも出ていました。完全給食は親の育児力、

家庭力の低下に繋がると。だからお弁当の方がいいのだという論調が主流でした。それから

社会のへ中などもあり、やはり学校で給食を出すのは当然という形で学校給食は小学校で

は全部普及していったのです。未だに親が弁当作るのが本来の家庭の姿だから好ましいと

いう論議があったりしています。幼稚園ではお弁当という園が少なくありません。 

そういう意味で幼児教育と児童福祉というのは、どっちが良いとか悪いとかということ

ではなくて、考え方の違いが制度を作るときにあったんです。それは今も変わっていません。

むしろ今複雑なのは、今回のこの無償化の論議でも財源は内閣府が握っているわけです。し

かし、幼稚園のは文部科学省が握っていて、保育所の基準は厚生労働省が握っています。新

制度ではいずれも財源と基準等の行政官庁が二元化されたのです。だから新制度はあらたな矛

盾がつくられたのです。 

 

２ 幼児教育・保育の無償化でどうなる 

(1) 幼児教育・保育の無償化の具体的イメージ ― 何でもありで自治体も負担 

そういう流れの中で、この無償化の問題が出てきたということです。無償化について

は、既に 2009年文部科学省の審議会で出されていました。その流れの基本は何かという

と、幼児教育は国際的にもそうだからという主張です。民間の幼稚園、保育所の無償化が

文部科学省を中心に論議され、推進がいわれてきました。保育所は児童福祉ですから低所
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得者層とかは保育料の軽減をしていました。幼稚園は軽減がなかったんですけれども、そ

ういう流れもあって、前後して保育料の軽減策が出てきます。できるだけ所得の低い層に

は保育料を軽減するんだという流れが出てきました。 

そういうことを背景に今回の無償化政策のあり方が問題になるのです。政府の無償化の

具体的なイメージ図について、政府は資料のような内容を示しています。一番上の幼稚園、

保育所、認定子ども園、障害児通園施設、これらはいずれも認可施設です。これを無償化に

するということです。ただ、保育料が無償化されるというと、何か全部が無料になるという

ふうに思われるんですけれども、そういうことは考えていません。正しくいえば、国が出し

ている補助金について親の支払っている保育料分を無料にすると言うことです。幼稚園で

いえば、例えば入学金とか教材費とかは無償になるとはいっていないんです。あくまでも国

が決めた公定価格の費用について、全部公費で負担するということです。そこを見ておかな

いと、何か全部無料になるような誤解を生みます。 

幼稚園の預かり保育の場合も限度はありますけれども、これも無償化しますと。ここまで

は、いわゆる無償化の論議でこれまでも言われてきたことです。ところが政策の中で「全て

の子どもの」というのがあるのでクレームがつき、そうしたら認可外も対象にするのだとな

り、何でもありとなってきたわけです。認可外と認可とは基準が違うのです。認可外の保育

施設には国の補助金は出ていません。唯一出ているのは安倍政権が一昨年に作った企業主

導型保育所です。あれは無認可です。無認可に国がお金を出しちゃったのです。今企業主導

型保育所についてはいろんなところで問題になっています。裁判になっている例もあると

いわれています。やっていないのに補助金だけもらっているという例もあるといわれてい

ます。そういう認可外も含めるのだという話になっています。これが問題をより複雑にして

いるのです。 

下の方の注に書いてありますけれども、認可外施設は届出をして、指導監督の基準を満た

すものに限るとなっています。ただし、5年間の経過措置として、指導監督の基準を満たし

ていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設けるとされています。だから何でもあ

りなのです。国は何でもありにしてしまって、財源はどこから出るのか。最初は国が全部出

すようなことをいっていたのに、財源は自治体にも負担させるということになって、今混乱

しているわけです。市町村は幼稚園には補助金を出していません。特に私立の新しい制度に

入っていない圧倒的多数の幼稚園は市町村からお金を出していません。国と県しかお金を

出していないのです。だから無償化になったら新たに市町村の負担が増えてくるのです。し

かも、公立についてはすべて市町村負担となります。昨日の新聞にも載っていましたけれど

も、11月 15日の全国市長会で無償化をするなら国の負担で実施をという要望書を出しまし

た。何でもありになったので、国は一定程度出すけれども、残りは全部自治体です。そうな

ってくると、自治体が単独で出している保育所の補助金はどうなるのかという話が出てく

るのです。この分の削減がされるのではないかといった不安が生まれています。 
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(2) 給食費は実費徴収に 

・認定区分による食材料費の負担方法の違い 

問題はもう一つあるのです。食材費、給食費です。給食については幼稚園と保育所は基本

的に考え方が違います。1号認定の幼稚園は基本的には実費徴収です。学校給食も実費徴収

です。２号認定の保育園は、食材料費は保育料に入っています。ですから親は保育料を払っ

て、その保育料の中に調理員の給料も入っているけれども食材費も支払っています。その代

わり主食については幼児だけはお弁当持ちであったため、副食代の実費を園に支払ってい

ます。乳児はそれができないのこともあり、３号認定の子どもは全部保育料に含まれていま

す。保育所の場合も給食費は支払っていますが、その支払いの仕方が幼稚園とは異なると言

うことです。 

保育園は保育所保育指針でハッキリと保育の一環だといっているのです。ですから保育

を受ける上で食育というのは切り離せないから基本的に保育料に入っているのです。幼稚

園は全然違います。ですから、私立幼稚園の多くがお弁当持ってきていいよと、お弁当を持

ってこない人はその園が推奨する外食産業から弁当を取るからその弁当代を払ってくれと、

これが幼稚園の場合は主流です。つまり保育の一環になっていないのです。親が与えたもの

を食べさせあげるという考えといえます。 

保育園は全然違います。ですから食育指導というのがハッキリあって、保育所保育指針の

中では、園長、主任、保育士、調理員全体の協力で進めるとされています。子どもたちにも

食材とかそういうものについての体験や知識などを提供していくなどの考えが示されてい

ます。つまり、給食についての基本的な考え方が１号と２号、３号では全然違うのです。 

・流れは学校給食の無料化、実費徴収で負担増に 

今の時代の流れはむしろ学校給食の無償化です。施設で食事を出すのだから施設が責任

を持つのは当たり前です。それから子どもを平等に扱う場合、食育に不平等があったら、小
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さい時からいじめが出ます。学校の先生からいろいろと聞きますと、やはりいじめが出るこ

とを警戒しているのです。給食費は先生が集めているのですが、今それが少しずつ改善され

て行政が集めている所も出てきています。或いは最近は銀行振り込みになっているところ 

もあります。学校で集めると、払っているか払っていないかがみんな見えてしまうのです。

払っていない子どもは、給食を食べる意欲が沸いてこなくなります。今回の動きの中で特に

酷いのは、一般の社会的な新聞記者とかマスコミ関係とかが、医療でも介護でも食事は全部

家庭の責任でやっている、病院でも食事代を取っている、だから保育も親から徴収するのは

当たり前だということを言い始めます。だけども、保育所も給食費は親から負担して頂いて

いますが、応能負担原則で市町村が徴収しています。給食を保育の一環として位置づけ保育

料として徴収することにつていてのきちんとした論議がされないまま、無償化政策が官邸

のトップダウン方式で導入されようとしています。ここに大きな問題があります。だから幼

児にとって給食が保育の一環として位置づけることの重要性を論議して、それが妥当であ

れば幼稚園にも取り入れていくなどの見当が必要です。 

幼稚園と保育園はどれだけ違うかというと、まず幼稚園は、夏休み冬休み春休みと２ヶ月

間休みがあります。それから土曜日は休園です。時間は４時間が原則です。保育所は 8～11

時間です。土曜日も開所で夏休みもありません。年間の開園日数は幼稚園約 200日、保育所

は 300 日です。子どもの一年間の生活のほとんどを保育園で過ごしている子どもに給食の

お金を持って来させるというのは、払えない子どもはどうするのだという課題を保育所現

場に押し付けることになります。これは、食育の考えと相容れないし、おかしいわけです。

しかも、今は保育料の中に入っているから生活保護世帯や市町村民税の非課税世帯など全

部減免が働いています。生活保護世帯は保育料無料ですが、所得の低い層は 3000円とか 4000

円程度の保育料になっているわけです。 

国は今、主食費 3000円、副食費 4500円で合わせて 7500円、これを全部親負担にといっ

ているわけです。そうすると生活保護世帯とか保育料が安い世帯は実費徴収になると、これ

まで以上の負担が明らかに出てくるのです。無償化といいながら所得の低い人には冷たい

仕打ちをすることになります。これは大問題です。特にこれは教育の問題と関わって、逆行

しているといえます。 

・学校給食の無償化の動向 

今年、文部科学省は初めて学校給食の無償化の動向を調査しました。今全国で学校給食の

無償化が進んでいます。2017 年度で、小・中学校で学校給食を完全に無償化しているのは

4.7％です。一部無償化・一部補助を実施が 24.4％、例えば主食費は市が実費負担している

というようなことです。合わせると約３割になります。一番進んでいるのは群馬県です。

60％が何らかの無償化をしていて、うち完全実施が 22.9％です。沖縄県 56％、鹿児島県 63％、

山梨県 56％、東京都は 44％、茨城県も 43％です。栃木県は完全無償化は大田原市だけです。

あと一部無償化が６治体で 24％です。合計で全国平均に近い 28％です。 
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・給食費実費徴収の問題 

大事なのは、学校給食を無償化しようという動きが起きているのに、それと逆行するよう

な動きを作るのかということです。保育所には子どもたちは毎日来ているわけですから、給

食の問題というのはある意味では生活の基本です。そこを実費徴収にして、払えない親は市

役所に申請を出して、生活保護世帯の場合は援助の申し出をするようにとか、生活保護世帯

でない場合は、あなたは所得がありますからこれから実費徴収全額を園で徴収するかのよ

うな話が出されました。すると、何段階かの所得階層ごとに給食費は徴収すればいいといい

出したんです。そうであれば、給食費の徴収は現行通り役所が行い、給食費として園に支払

うと言うことであればよいのです。 

保育所で実費徴収事務を行うことになれば、保育所の負担はべらぼうになります。それだ

けではなくて、家の所得はこれだけですよというのを保育園のクラスの先生に親が言いに

行くわけです。プライバシーの侵害にもなります。何でそんな複雑な事をやるのか。 

それに困っているから学校給食では無償化の動きが出ているのです。教員が集めに行け

ば、どこの家が払っていないか分かるわけです。子どもの中のトラブルの要因にも繋がって

くるわけです。学校の先生の話を聞いて共通していたのは、給食費の払えない家庭というの

は、生活保護は受けていないけれども大変だという家庭もあります。またプライドが許さな

いから生活保護を受給しない家庭、そういう家庭では日曜日食事をしているかどうか不安

になるということでした。それは月曜日来た時の子どもの姿とか食に対する対応とか見て

いると分かるそうです。少し給食が残ったりすると希望者に分けてやったりしますが、そう

いう時に本当はあの子に食べさせてあげたいと、だけれどもそれを言ってしまったら子ど

もの中で大変なことが起こる、何であの子だけ優先するのだと、いじめの問題につながりか

ねない問題です。とにかく保育所のように給食費という事ではなくて保育料の中に入って

いるよというふうにしてもらえれば、学校の先生が一々集めに行かないで、役所に払うとか

すればプライバシーが守られることになります。そういう点でこの学校給食の無償化の動

きが進んできたといえます。小さい市町村ほど無償化の動きになっています。小さければ小

さいほど見えますから。 

こういう動きがあるにも拘わらず、保育の無償化で逆行するような動きをするというの

は絶対に許せません。最近、新聞で取り上げられてきたりした中で、保育園関係者は一応も

っと慎重にやるようにということを要望しています。国会にはがきを出したり、団体で要請

をしたりとかという動きがやっとここにきて出始めています。そういうことがあるという

ことです。 

 

(３)「無償化」政策の自治体への影響 

・公定価格無償化の場合の国・自治体の負担割合 

２号・３号認定の保護者負担は、現行制度は、国の保護者徴収基準額で公定価格という保

育単価の平均で約 40％です。残りの２分の 1 を国、４分の１ずつを都道府県と市町村で分
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け合うというのが今の制度です（図のＡ1-１）。給食費(2 号は副食費のみ)はここに入って

いるわけです。平均で 40％なのですけれども、3歳、4歳、5歳は 50％から 60％くらいにな

っています（図のＢ1-1）。未満児のところは約 3 割です。平均すると 4 割というところで

す。現行制度の実態をみると、国は 30％負担しているだけです。親負担の 40％がものすご

く高いのでほとんどの自治体が保育料を減免しています。保育料の軽減はだいたい国基準

の 16％ぐらいです。ですから親の実際の負担は 24％くらいです。市町村は基準では 15％負

担ですが、実際は保育料負担軽減の 16％を合せて 31％を負担しています。自治体によって

違うのであくまでもこれは平均です。これが無償化になった場合どうなるかということで

す（Ｃ２）。国が 50％負担し、都道府県が 25％、市町村が 25％でやりますとハッキリ言っ

ています。市町村は今 31％ですから、平均で 5％から 6%負担が減るということが推測され

ています。それに対して国はこの余ったお金は保育所などの条件整備に使うようになどと

いう要望を出したりしています。ただ、これはあくまでも２号･３号認定の保育所のところ

だけです。例えば認可外のところはどうなるか､国が言っているのは国３分の１、都道府県

３分の１、市町村３分の１です。市町村の負担は増えます。だから認可保育園、幼稚園のと

ころだけは４分の１ですが、それ以外のところは３分の１負担になります。 

・自治体への影響 

自治体への影響がどうなるかということです。消費税がらみでは、消費税 8％の場合は

1.7％が自治体でその２分の 1が市町村に配分されます。10％に引き上げられた場合は、地

方には 2.2％で市町村分は 1.1％です。軽減税率 8％になった場合は、そんなに上がりませ

ん。無償化の財源は消費税増税で行うといっているけれども、自治体は実質増収ゼロです。 
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地方自治体は仮に消費税が配分されたとしてもそのお金だけでは多分賄えないようです。 

もう一つの問題は、地方交付税で、地方消費税増収分は基準財政収入額に 100％されるた

め地方交付税が減額されるという話です。例えば軽減税率で市町村に 0.85％入ってくる。

この分を無償化に充てればいい、ところが地方交付税ではそれは増収になるからその分地

方交付税は減らすということになります。そういう問題が出てきます。 

それから、保育所等への入所ニーズを喚起し、3歳児では１号認定から２号認定に移行す

るケースが増えるのではないかと。保育料が無料になるなら、幼稚園に行くよりも保育時間

の長い保育園に行ったほうがいいということになり兼ねないからです。関西で無償化した

自治体がそれでギブ アップしてしまいました。もう一つ関西の例でいいますと。無償化し

て園への補助金は半分ないしそれ以下に削られています。だから無償化にお金をかけて、例

えば園の職員の処遇が悪いからといって自治体が出してい補助金が大幅に削られるという

ことが現実に起こっています。 

それから公立施設は 100％市町村の負担ですから、公立の施設を抱えているところだけが

物凄い負担になるのです。そうすると公立の統廃合が進むだろうと。私立幼稚園とか小規模

保育事業、認可外施設等の無償化財源というのは市町村の新たな負担になるのです。今の予

算とは別に新たな負担が増えることになります。私立幼稚園というのは私学助成を受けて

いる学校法人です。私学助成は国と県の負担になっています。 

もう一つ心配なのは、国・自治体の待機児童施策とか保育士処遇等の保育施策の停滞・後

退になるのではないかということです。こういう点で、無償化自体は大事な取り組みですが、

だけれども、どういう無償化をするのか、その結果財源保障はどうなるのか、そういう一番

大事な論議をちゃんとしないで、ただ「無償化」というのはまさに安倍流のパホーマンスと

いえます。 

実は保育所のところでは、安倍流のいわゆる処遇改善加算Ⅱというのが出たんです。7年

以上働いてる人の国の基準の人数だけです。毎月 4万円出すよと。ある自民党系の団体の人



9 

 

が厚生労働省に話に行った時に、4万円なんかやらないでそのお金があれば保育所で働いて

いる人を 1 人ひとりに 1 万円プラスすればいいではないか、財源はそれで十分手当できる

はずだという要望を出したんです。そうしたら何と言ったかというと、安倍さんや官邸が女

性の労働で一般の女性労働者と保育士との差が 4万円だと、1人でもいいから 4万プラスさ

れたというのをつくれと、だから 4万円を崩すわけにはいかないのだと、内閣が変わればど

うなるか分らないけれども、そこまで言ったそうです。だから誰でもが 4万円なんかにしな

いで、平等に 1 万円のプラスアルファを出すよというふうにやれば処遇改善が一歩進むの

にそういうことをやらない。千葉県は、県が主導して市町村が 1 万円以上出せば 1 万円プ

ラスするという制度を 2017年度から実施しています。だから、どんな市町村でも毎月プラ

ス２万円加算されているようです。そういうふうにやれば 4万だとか差を付けないで、単純

で分かり易くできるのにわざと複雑にしているのです。 

処遇改善加算Ⅱの事務は大変複雑で、保育を実施しながら保育士を平日研修に出す全部

現場に大変な負担が強いられています。押し付けられているといえます。無償化で給食費の

実費徴収を保育園でやることになると、どこでも 1人月約 7500円の徴収ということになる

でしょう。平均定員は 1ヶ所 100人位ですから、毎月 75万円、年間では 1000万円近いお金

を扱うことになるわけです。誰がその事務をするのか。そういう問題が出で来るのです。そ

のうえ親の顔色をうかがうことになります。それから今は保育の一環でやっているから誕

生会とかの行事食などは、園でいろいろと工夫して年間の食事計画の中に入れてやってい

ます。ところが実費徴収になるとそれがやりにくくなります。それからアレルギー食、病気

の子どもや病気明けの子どもの食事の問題、親はうちの子供が２日休んだのだから２日分

の食事代を返してくれということが起こりかねないのです。 

そういう問題を全部現場に押し付けてくる。11 月 8 日と 9 日の朝日新聞は、市町村負担

が必要財源の 5 割を超えるのではないかという記事が載っています。市長会とかの団体が

試算して内閣府に原案を示したりしてみると５割を超えることになるのではないか指摘し

ています。15 日の市長会で、もし実施するならば財源は国が負担するようにという要望書

を出しました。保育園の給食費は無償化をしないというのを主導しているのは内閣府です。

低所得対策とセットにするといっていますが、それは低所得者対策として生活保護世帯に

は後からお金を返せばいいというやり方です。現場でこういう事をやっていたら大変な問

題が起きます。実は、厚生労働省の関係の記者が厚生労働省にいろいろ聞いてみたら、あん

まり騒ぐなと言い始めているという声も耳にします。私の推測ですが、内閣府が言っている

のだから厚生労働省が足を引っ張る必要はないのだと。これは騒ぐと物凄い問題になって

くるから、問題にしたくないというのが本音のようです。内閣府はとにかく払わせればいい

のじゃないかという発想が根強いようです。この問題についてはここに来て初めて新聞で

取り上げるようになったのです。私はこの問題についてはかなり新聞記者に働きかけてい

ます。この問題は既に 4月、5月からいわれていますが、関係者以外の人は何が何だか分ら

ないのです。保育園では給食費が保育料の中に入っているということも知らないし、7月と
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か 8月の子ども子育て会議で初めてこれが問題になったのです。新聞記者、マスコミ関係者

というのは担当が３年で変わりますから、保育を担当している人が保育のことを分かって

いるかというとそうではないのです。 

 そういう意味でこれは非常に複雑で分かりにくい問題ですが、財源問題で市長会も動き

始めました。国は 12月中には決着したいと言っています。 

 国の無償化対策で保育士の処遇対策の施策が一層深刻になるのではないかと不安が広が

っています。無償化対策よりも待機児解消と保育士処遇の改善を優先すべきたというのは

三大紙など(朝日、毎日、讀賣、東京)が全部主張しています。ですから無償化が最初に出た

時に、各新聞ではこの無償化では所得が高い層の優遇策ではないかと言う指摘も出されま

した。正にそうなってきています。所得の低い層に仕打ちがくる。そして後は現場です。 

 

（４）給食・食材費問題の緊急対策 

 そのため緊急対策で、給食は「保育の一環」であること、2号・3号認定の子どもの公定

価格は現状のままとして幼稚園は食材費加算をつければいいのです。単純なのは１号認定

の幼稚園のところに加算をつくればいいのです。それだけで済むのです。そうすれば給食費

を含めた無償化という形になるのです。今実費徴収になっている 2 号認定の主食費も本当

は公定価格に組み込むという改善が必要です。補足給付というのがあるのですが、これは生

活保護世帯に保育園での遠足とかにかかる費用を申請があった場合負担するという制度で

す。ただしこれを実施している市町村は少数です。補足給付は生活保護世帯だけに限定され

ているので、実質的には使いにくい。やはり補足給付ではなくて公費負担で食育というのは

大事だからということで原則とすべきだということです。 

あれだけ貧困問題で子ども食堂が騒がれているでしょう。食の問題というのは貧困対策

の重要な政策なのです。だからやはりそこはきちんと論議をして、現場の実態を踏まえて進

めるべき課題です。 
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２ 保育士処遇の問題 

最後に、保育士処遇の問題に触れておきたいと思います。三大紙は待機児童対策は保育士

処遇改善抜きには進まないと、そして、無償化対策についても保育士処遇改善抜きであって

はならないということをだいたい提案しています。 

(１) 安い保育士の給与 

 

これは奈良県の調査ですけども。だいたいこういう傾向です。「現在の給与は勤務内容に

比べて妥当と思いますか」という設問に対して、「妥当と思う」と回答したのはほんの僅か

です。圧倒的多数が「安いと思う」と回答しています。実は若い人の間で保育士の資格はあ

るけれども働かないというのがどこでも進行しているのです。これは日本の社会にとって

はものすごく深刻です。たとえば、実習に行ってやる気が起きてきたけれども、保育園に就

職することを親から反対され、悩んだりするということを聞きます。それから、東京新聞の

声の欄に乗りましたが、「私の娘は保育士を辞めます」と。「園庭外の散歩に連れていくと、

1歳児 5人に 1人、役所に掛け合ってもそれ以上付けなくていいと、ところがこのまま連れ

て歩いていると 1 人の子どもがしゃがみこんだら他の子どもをどうするのかウロウロして

しまう。それが繰り返されて、娘はもう命が守れない。給与もよくない。だから辞めると。」

これが今の社会に広がっているのです。私は保育士の処遇が悪いから保育所に来ない就職

しないというのは、私はある意味でストライキだと思っています。そのストライキを起こし

ている悲鳴を国が読み取れないのです。 

 

（２）保育士給与の伸び率 

これは国の労働統計から全部数字で出しています。2000 年を 100 とした場合、保育士は

給与が下がっているのです。2015年の新制度がスタートする時には 95.1％です。今やっと

100に近付いているところです。他の職種は図のように伸びています。公定価格といわれる

保育単価の伸びは 2000年を 100として下がっているのです。単価自体が下がっているから
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給与も上がりっこないのです。保育単価と保育士の給与は同じように推移しています。今保

育単価が約 100を少し超えるくらいにきているので保育士の給与も 100に近づいています。 

これは今に始まっているわけではないのです。この 20年間の保育政策の歪みが給与の低

さに露骨に出ているのです。しかもこの 2000 年から 2015 年の間はどういう時だったかと

いうと、学校五日制になり完全週休二日制ということで、社会一般では土曜日は休日扱いに

なっています。3連休が多くなっています。ところが保育所は土曜日も開所することを押し

つけ、やらなければ 25％カットを打ち出しています。そのために土曜日も出なければなり

ません。夏休みもない冬休みも春休みもない。幼稚園は夏休みも冬休み春休みもあります。

給料はそんなに差がないのに休みがある。土曜日は全部休みです。こういう社会になってい

るにも拘わらず、保育所の給与は上げられていないのです。48時間制から 40時間制に移行

したときにも、その移行した分の職員を増やしていません。48時間から 40時間になってい

るから、当然職員を増やさなければならないわけです。それが増えていないのです。むしろ

悪くなっています。 

かつて 48時間のときに土曜日は半ドンでした。その時の保育条件の方がずっといいので

す。何故かというと、土曜日は半ドンですから保育士はだいたい 2時に帰れるのです。当時

は延長保育というのもなかったので４時で終わる。毎日１時間自由時間があったのです。と

ころが今、国の職員配置基準は増えていません。だけど 11時間やれと、事務を執る時間が

ないのです。職員会議も土曜日が半ドンの時は月 1 回午後全員が集まって会議が出来たの

です。今は全員が集まる時はありません。休んではいけない。土曜日もやれ。職員は増えな

い。誰だってきついといいます。 

 



13 

 

（３）保育単価の推移 

これが保育単価額の推移です。2000 年から比べると 2015 年度は 99.6、2018 年になって

やっと 3.4％上がりました。よく安倍総理が保育園の職員の処遇を 3％上げたとか 3万円上

げたとか言いますけれども、それは下がったうえで若干上がっただけです。やっと 2000年

水準よりも僅か増えただけなのです。 

これは国が示しているデータをまとめたものです。所長給与が保育単価にどれだけ入っ

ているか、2000 年度で毎月 27 万円、今は 25 万 5000 円です。未だに所長の給与は 2000 年

水準になっていないのです。主任保育士も 2000年水準になっていません。保育士だけは何

とか 2000 年より 4.4％上がっています。４％上がったというのは 2000 年の時からですか

ら、去年に比べて４％上がったっていうことではないのです。下がったうえでやっと 2000

年水準に戻っているということにすぎないのです。 
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（４）保育士の配置状況 

これは全保協という全社協のなかの組織で調べた保育士の平均の人数です。園児数は 96

人です。職員が 19 人、このうち正規職員が 1０人、常勤パート他が９人です。これに対し

て国の基準では何人保証しているかというと、表の一番下の計算式で 9.87人です。要する

に 10 人です。国の公定価格の中には 10 人分の保育士の給与しか入っていません。だけれ

どもそれでは保育が出来ないので 19人置いているのです。だから 10人分の給与で 19人の

保育士を雇っているということになります。これは昔から変わっていません。年齢別の計算

でいくとどうなるかというと。例えば 0歳児では 7人で 3 人だから 7人で 3 人だから 2.33

だから配置は 3 人になるのです。1 歳児と 2 歳児を合わせて計算すると 5､33 なので 6人と

か。年齢別でやると増えるけれども、年齢別にやっていないので 10人しか配置されないの

です。十人の費用で 19人雇っているということになっているわけです。 
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これも全社協の調査です。国基準では保育士 10人、調理師が 2人、事務職員が 0.3人で

す。これに実際は加配があって、保育士は９人です。調理員は 1.2人、事務職員が 0.3人、

看護師が 0.4人、保育補助が 1.5人、全部で 24.9人です。だから国の基準の 2倍以上の職

員を配置しているわけです。12.3人分で 24.9人分給与を保障していることになります。だ

から給与が安くなるのは当たり前です。 

 

（５）保育士の処遇改善の推移 

安倍首相が 2018年 1月 22日の施政姿勢方針演説で、「これまで、自公政権で、保育士の

皆さんの処遇を月額 3 万円相当改善し、さらに経験に応じて 4 万円の加算を行ってまいり

ました。これに加えて、今年度、月額３千円の処遇改善を実施します」（1月 23日読売新聞）

といっていました。これを一般的に読むと保育所は月 3万円も上がったんだ。4万円までも

らっているんだ。誰でもそう思います。これは何を言っているかというと、国の基準の職員

について言っているだけです。国の基準 10人分について言っているだけです。だからこれ

で一番ごまかされるのは新聞記者です。普通の人はここまで読まないですけれども。この中

で 10 人分で経験に応じて 4 万円というのは、国の基準の 10 人の中で 3 人ですから。これ

はもう少し詳しく説明すると、国の基準で 3万円というのは何を言っているかというと、こ

れは厚生労働省が作成したものです。平成 24 年度を基準にして 25 年度に 2.85％処遇改善

を行いました。約＋3％です。月額で約 9000 円です。26 年度に上がったのは 2.0％だけで

す。24年度よりは 4.85％上がったよと。ただしこの上がったのは 10人についてだけです。

さらに 27 年度で 1.9％上がりました。28 年度で 1.3％上がった。これらを加えると 1 人 3

万円くらい上がっているよという推測になるよと。あくまでもそれは国基準の 10人までの

職員です。こういう複雑な表を作ってやっているということです。 
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 処遇改善加算は 11年目までは上がるのです。11年以上については経験年数は加えられな

いんです。そういう計算式で処遇改善をしているのです。だから年数が沢山増える人がいて

も上がらないのです。これは予算を作るときの計算式です。これを見れば経験年数に応じて

給与が上がっているということは明確に言えません。 

 

３ 無償化・保育士処遇改善に向けた自治体の役割 

 やはり子育て支援対策については都道府県と市町村の連携した取り組みが必要です。無

償化に関連した施策で、乳幼児の給食無料化に向けた取り組みは、給食費が無償化から除外

された場合はこういう問題が起きるよ、もし給食費が無償化から除外された場合、給食費だ

けを応能負担原則に基づいて市町村が利用者の家庭から徴収し、保育園等に補助金として

支給するということがシステムとして考えられます。これは国の要望の時に言ったらしい

です。そうしたら、保育料無償化といっているのだからこれを徴収すると無償化にならない
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から、やりたくないと言ったそうです。つまり無償化という表面だけをちゃんと思われると

いうことしか言わない。給食費を実費徴収にしなさいといって、所得階層別に徴収すること

は困難です。一律徴収しか出来ません。だからもしやるならば、自治体がやるしかないんで

す。どっちみちこの無償化問題は国のいう通り進めようと思っても、市町村が実施主体にな

りますから、どういうやり方にするのかということをかなり煮詰めないといけません。私は

一つのやり方として今保育料は応負担原則ですから、給食費も実費徴収にするならば応能

負担原則で市町村が徴収することで実施することです。その場合、例えば、給食費の 2割は

市町村が負担するから残り 8 割を親同士の所得階層に応じて分配して徴収するよというや

り方も可能となります。それはあってもいいかなと思います。そして、今後は保育所と幼稚

園の給食費の無償化を論議していくことを課題とすることです。 

 保育士処遇については、給与・職員加配独自の施策を実施し、都道府県に働きかけて連携

を図ることが必要です。先程話しましたように千葉県では県が 1 万円、市が 1 万円以上支

給すると。千葉県では船橋市等では経験年数に応じて最高額 6 万円くらい出しているよう

です。だから県が 1 万円出して市が 1 万円以上出すという制度を作ると、市町村で財政の

あるところではうちは 2 万円出すという形で処遇改善が進むのです。やはり県が動かない

と全県でというのはなかなか難しいです。そういう意味で私は都道府県と市町村の連携と

いうのは凄く大事である。少子化対策だ、子育て支援だというのであればそういうふうにし

ていくべきではないかと思います。その中に幼稚園も入れていくということが大事ではな

いかと思います。今後の課題となる給食費の無償化を進めるには県と市町村との連携が必

要になります。 

 

 

（本稿は、当日の講演録を基に事務局が編集した原稿に講演者が修正を加えて作成したもの

です。文責は事務局にあります。） 

 


