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私立幼稚園経営者懇談会は、幸福で豊かな子どものための確かな幼児教育の政策提言を行う
社団法人日本経済団体連合会加盟業種団体です。
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　ご承知のように内閣府では本年 3月
11 日から 4月 15 日までの間に各界の
有識者を招き、6回のヒアリングが行わ
れた。この中で新システム構築に関して
大方の課題は出されていたが保育・教育
現場での末端の具体的な意見が少なかっ
たので、実際に幼稚園を運営する一方、
保育所や認定こども園を開設された方々
の生の声、浮き彫りになった問題点等を
提起した。残念ながら時間が少ないため、
今回は子どもの立場に立った保育、教育
の在り方、保護者が望む保育園、幼稚園
の在り方、保育園・認定子ども園の教職
員配置の適正化に絞った。
現在 2歳、5歳、9歳のわが子を抱えな
がら幼稚園、保育園を運営している田頭
園長の問題提起は、我が子を保育園に預
けて働く母親のせつない気持ちと子ども
からの思いも正直に吐露され、システム
を整備するだけでは解決できない乳幼児
期の親子の関係 ( 愛着形成 ) 作りの重要
性を訴えた。
 認定子ども園を運営する白井園長から
は、自ら造られた緻密なグラフを基に保
育時間内のみの保育士配置基準では、総
合的な子どもの育ちは見守って行けない
現状を踏まえ、保育士が安全に保育し、
かつ保護者が安心して子どもを預けられ
る仕組みの基本として、会議や連携維持
のための時間が必要であること。そのた

めには保育士配置基準の見直しと、質の
高いナショナルミニマムの確立を求める
意見が出された。
 永年幼稚園教育一筋に携わってこられた
長澤園長からは、法律では就労する男女
が共に育児に関わる時間を保障されてい
るにも関わらず、有効に機能しない現状
を憂えるとともに、発達障害を抱える子
どもの増加や、夜型の大人の生活時間の
中で暮らす子どもの健康面でのトラブル
の増加、食生活の変化による成長へのダ
メージ等、時代の変化が子ども達にもた
らしている負の側面等を伝え、新たなシ
ステムが子どもの立場に立っての政策で
あってほしいと訴えた。
 これに対し熱心にメモを取りながら問題
提起に耳を傾けていた泉政務官からは、
財源の確保は勿論のこと、「すべての子
どもの育ちに有効なシステムの構築を目
指している」と無難な回答が返ってきた。
また、「幼稚園と保育園の先生達が膝を突
き合わせ、子ども達にとって真に求めら
れる保育、教育のシステムがどうあるべ
きかを
どんどん話し合ったらどうか」という意
見が出された。
 過去、幾度も幼保の一元化が取りざたさ
れてきた中で、地域によっては話し合い
が持たれたと聞いているが、子どもの幸
せを論じることはできても、システムの

変革は、当事者だけでは無理なことは言
うまでもなく、増してや省庁の壁を簡単
に乗り越えるとは想像しなかったことで
ある。しかし今回は政権交代後内閣を軸
にトップダウンで改革が進められようと
している。その要因である時代の大きな
変化が改革を求めていることは否定でき
ない。事業仕訳等で俎上に上がった団体
もしかり。幼保のみならず社会のあらゆ
るシステムが今時代の要請を受け入れな
がら、自身の生き残りのために変革を余
儀なくされている。
今後私達の役割は、子どもの真の幸せの
ため、そして保護者もともに育ち、保育
者もやりがいを持って仕事に取り組める
よう、新システムの構築のみならず、経
済界に籍を置く団体として、乳幼児が両
親の愛情をしっかり感じ取りながら成長
できる社会システム全体のよりよい改革
に向けて問題提起を続けて行くことが大
事である。

内閣府泉政務官との意見交換会

去る 5月 29日、内閣府泉政務官をお招きし、「子ども・子育て新システム」構築に対して、下記三園長それぞれの立場から問題提
起を行った。“時の人” 泉政務官の過密なスケジュールの中でやっと都合してもらった 1時間だったため、三者それぞれ 10分で問
題提起、その後質疑応答と意見交換を行った。

 ・幼稚園と保育園を営む立場から    桔梗野幼稚園  田頭初美園長
 ・幼稚園と認定こども園を営む立場から 名寄大谷幼稚園 白井慶子園長
 ・幼稚園を営む立場から        南横須賀幼稚園 長澤典子園長
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 政府の「子ども・子育て新システム検討

会議」は 6月 25 日、「子ども・子育て新

システムの基本制度案要綱」をまとめた。

これを受けて政府の少子化社会対策会議

は6月29日、各閣僚の持ち回りで了承し、

事実上の閣議決定がなされた。

 同検討会議が目指す新システムは、前政

権のときに厚生労働省の社会保障審議会

少子化対策特別部会がまとめた保育制度

改革を踏襲した上で、さらに幼保一体化

という考え方と仕組みを組み込んだもの

と言える。

 保育制度改革のポイントは、（1）客観的

な基準に基づいて保育の必要性を市町村

が認定し、認定された利用者に必要な保

育サービスを保障する (「保育に欠ける」

要件の撤廃 )、（2）市町村が一定の関与

をしながら、利用者と保育事業者の間の

公的保育契約制度を導入する、（3）客観

的な指定基準に基づいて保育事業者を指

定し、指定された事業者が保育サービス

を提供する ( 指定制の導入 ) ――といっ

た点にある。

 この保育制度改革を給付の仕組み ( 公費

の流し方 ) からみると、（1）まず保育の

必要性が認められた利用者に対して保育

サービスの費用を確実に保障するため、

利用者に対する現物給付 ( 利用者補助 )

を行う、（2）事業者が保育サービスとい

う現物給付を利用者に提供する、（3）利

用者に対する現物給付を行った事業者

が、利用者補助に相当する現物給付にか

かる経費を利用者に代わって受け取る

( 法定代理受領 ) ――という仕組みにな

る。言い換えると、私立幼稚園のように

経常費補助という施設補助を行うのでは

なく、利用者への給付 ( 利用者補助とし

ての現物給付 ) を行い、それに要した費

用を事業者 ( 指定を受けた事業者 ) が受

け取るわけである。

 新システムでは、こうした仕組みを「こ

ども園 ( 仮称 )」に適用することを考えて

いる。つまり、幼稚園も保育所も認定こ

ども園も、「こども園」になることによっ

て同じ給付の仕組みとなる。例えば私立

幼稚園が「こども園」となった場合、こ

れまでのような経常費補助ではなく、利

用者への現物給付 ( 個人給付 ) に要した

費用を法定代理受領として受け取る仕組

みに変わる。

 一方、「こども園」に関しては、これま

で厚生労働省や文部科学省などに分かれ

ていた国の財源を「子ども・子育て勘定」

として一元化し、市町村に「子ども・子

育て包括交付金」として交付する。この

「子ども・子育て包括交付金」は、補助

金のように使途を特定した紐付き補助で

はないが、一般財源 ( 地方交付税交付金 )

と違って子ども・子育て関係以外には流

用できない “色付き” の金となる。市町

村は、国からの包括交付金と自治体の財

源を合わせて特別会計に組み込み、一定

の裁量をもって使うことになる。

 国・市町村の財源の一元化に加えて、現

在の幼稚園教育要領と保育所保育指針を

統合し、小学校学習指導要領との整合性・

一貫性を確保した「こども指針」を創設

する。それに基づいて、「こども園」は幼

児教育と保育をともに提供する。このほ

か、幼稚園設置基準と児童福祉施設最低

基準の統合や、幼稚園教員免許と保育士

資格の統合なども今後の課題となってい

る。

 この新システムが本格的に施行されれ

ば、現在の保育所は「保育に欠ける」要

件がなくなることによって、基本的にす

べて「こども園」になると考えられる。

認定こども園もすべて「こども園」に移

行すると考えられるが、幼保一体給付と

いう財源の一元化や「こども指針」とい

う保育の基準の一元化によって、現在あ

る 4つの類型はなくなる。幼稚園の場合

は、預かり保育を保育所並みに整備すれ

ば「こども園」に移行できると考えられ

るが、4時間を標準とする教育時間だけ

の幼稚園は「こども園」にはなれない。

恐らく経過措置を講じながら、徐々に「こ

ども園」に移行していくことを目指すこ

とになると考えられる。

 「こども園」に移行しなかった幼稚園が、

制度的にどのような位置づけになるのか

はまだ不明だ。現行の就園奨励費補助や

経常費補助が存続するかどうかも分から

ない。政府としては、基本的にすべての

幼稚園、保育所が「こども園」に移行す

ることを目指しており、指定制による「こ

ども園」以外の施設は指定外施設という

扱いになるかも知れない。

 なお、「子ども家庭省」の創設については、

難しい課題もあることから、当面は内閣

府、文科省、厚労省という 3府省で制度

改革に取り組むものと考えられる。

「新システムが目指す幼保一体化とは」　
（有）遊育　代表　吉田正幸

私立幼稚園経営者懇談会
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編集室より

 参議院選挙の結果が出ました。「新システム」の今後の動向が気に
なるところです。今号では、吉田氏 (遊育 ) に最新の情報を執筆して
いただきました。あわせて6月25日の閣議決定がなされた「子ども・
子育て新システムの基本制度要綱」を熟読されることをおすすめし
ます。会としては 9月又は 10月頃に「新システム」にかかわる勉
強会を企画したいと考えています。新システムが本格的に施行され
るのかどうか、まだまだ不透明な点が多々ありますが・・・。とに
かくこの一年国の動向、そして市町村の動向などに目を向けながら、
自園が目指す方向を設置者、園長の立場からしっかりと見極めたい
ものですね。私立幼稚園経営もいよいよ正念場です。（会長）
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