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参考資料３ 



子ども子育て会議個別検討内容への意見 

 

                       秋田喜代美（東京大学教育学研究科） 

 

１ 子ども子育て会議ならびに基準検討部会において多くの議論がなされてきたが、それ

らは量的拡大だけではなく、いずれの事業においても現行より質のさらなる向上を目指す

ために議論がなされてきたと考えられる。そのためには必要な財源が国によって間違いな

く確保されることならびに公定価格等次第という議論によって先送りするのではなく正確

に価格が明確に試算提示されることが必要である。 

 

また以下は細かな点であるが質の向上において必要なポイントと考える。 

２ 地域型保育事業：いずれの保育事業でも保育士あるいは保育士と同等以上の知識や技

能を備えた者が従事し、また各事業の固有性に即した実践的知識を得られるような研修の

充実が望まれる。またそれらの研修を関連団体と各自治体の保育士養成校が担うこと、そ

れによって将来的に保育士あるいはそれ以上の資格のものが各事業にあたれるよう専門職

の１本化の長期的展望を持って行われることが必要である。 

 

３ 一時預かり事業：職員体制に関しては一般型に関して、２人を下回ることはできない、

保育所等や子育て支援事業実施施設と一体的に事業を実施し、本体施設の職員（保育従事

者とする。）の支援を受けられる場合には、直接処遇職員は保育士とすることに賛成である。

と同時に３歳以上に関しては幼稚園教諭も資格として可能とすべきである。また幼稚園型

に関しては、資格は「保育士又は幼稚園教諭（３歳以上児に限る。）」という記述ではなく

「幼稚園教諭（３歳以上児に限る。）または保育士」の記述が妥当であろう。また補助水準

に関しても保育認定を受けずに幼稚園に入所し、実際には保育認定を受けた児童と同様の

利用をする場合には、認定を受けた児童と同程度の補助水準とすべきである。どの施設利

用の子どもに関しても同等の資格と補助水準によって本事業が実施されることを原則とす

ることが地域資源の有効利用の観点から必要である。 

 

４ 確認制度：質の改善のためには、評価を通した実質的な改善が不可欠であり。これら

は保護者等の意識には上りにくいがきわめて重要な点である。自己評価及びそれに基づく

改善について、すべての教育・保育施設、地域型保育事業者には、評価を公開するだけで

はなく何を向上しているのかを明記できるような基準を、また学校関係者（保護者等）評

価、第三者評価については受審に努めることとすると同時にその一定の基準や公開の仕組

みを国や自治体が考えていくことによって一層促進すべきである。 

 

５ 幼保連携型認可基準：子どもの生活を考えるならば、短時間は（35：1）、長時間利用
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児は保育所と同じと利用時間の長短で子どもをわけるのではなく、長時間利用時と同じ基

準が望ましく、学級編成については少なくとも３歳児に関しては手厚くし３０人以下が望

まれる。また保育教諭等は常勤とすることが子どもの発達の連続性の観点からも必要であ

る。園庭に関しては、あくまでも機能面から規定し、公園や屋上の利用をよしとする場合

にも、それが実際にその子どもたちが日常的に使用することで運動や環境を通しての保育

にふさわしいものであるという条件が明確に示される必要がある。 

 また再三述べてきたことであるが、認定こども園だけではなく、保育所ならびに幼稚園

においても今回名称を一律に統一して『園庭』に変更すべきである。それが子ども子育て

の新制度での理念の具現としても必要である。 

運営に関する自己評価の実施・結果公表・結果の設置者への報告は、義務付けるのは言う

までもなく、実施の講評だけではなく、それにもとづく改善点の公表が必要である。形だ

けの評価に陥らない歯止めが必要なのではないかと考えられる。 

 

６ 公定価格：個別積み上げ方式の中に人件費と同時に事業費の中でも、教材費は子ども

の保育・教育活動に直接かかわる内容であるので、包括的な方式ではなく個別費目の積み

上げ方式の中に入れられ金額が明示されることが質の向上の観点から必要であある。 
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平成 25年 12 月 26 日 

子ども・子育て会議への意見 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国保育協議会 会長 万田  康 

全国保育士会 会長 上村 初美 

公定価格の基本構造に関わるもの 

１．職員配置について 

○ 新・幼保連携型認定こども園の職員配置は、保育所と同様に基準を設定するとの対応方針

案が示されていますが、前提となる現行の保育所職員配置基準は、子どもの健やかな発達を

保障し、さらに質の向上をはかる基準として、改善されることが必要です。 

○ 子どもの年齢に応じたそれぞれの配置基準を見直す際に、全ての年齢区分を通じて、同時

に基準が見直されない場合は、優先順位をつけた段階的な見直しが早急になされるよう求め

ます。 

公定価格の基本的考え方 

１．公定価格の設定に当たっての基本的考え方について 

○ 現行の保育所運営費等の費用算定方法である個別費目の積み上げ方式を、基本的考え方と

してください。 

○ 算定される個別費目は、子ども・子育て支援新制度で求められる開所時間（11時間）、年

間開所日数（約 300 日）を担保する費用を見込んでください。 

２．公定価格の骨格について 

（１）保育標準時間・保育短時間・教育標準時間の公定価格 

○ 公定価格の設定に当たっては、事業費、人件費、管理費等で構成される基本額について、

保育所や認定こども園といった事業体による差を設けるべきではありません。 
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（２）開所日数 

○ 土曜日の開所を原則とする年間開所日数（約 300 日）とする場合には、開所日数に応じた

給付が保障されることが必要です。 

○ なお、特段の需要がない等、地域の実情に応じた閉所や開所時間の短縮について、柔軟な

対応が認められるべきです。 

（３）保育時間 

○ 保育時間は、短時間を８時間・標準時間を 11時間とする事務局案に賛成します。

（４）加算措置 

○ 公定価格の基本部分とは別に、各事業所における事業の実施状況に応じて、加算が算定さ

れることが必要です。 

・ アレルギー食対応等の要配慮児童への細やかな保育や、質の高い保育の提供のため、事業者の自主

努力により基準を上回る職員配置を行っている事業所も多くあります。基準を上回る加配分について、

公定価格において加算的な評価がされることを求めます。 

・ そのほかにも、研修参加職員の代替手配に要する費用、子育て支援等に係る保護者支援に要する福

祉専門職配置、地域子育て支援事業に携わる職員の加配等、新制度下において保育の質・提供するサ

ービスの拡充に向けた保育の取り組みを推進する加算が設定されるべきです。 

・ なお、子ども・子育て支援事業は保育所においては必須とされていませんが、現状でも取り組んで

いる保育所は多くあり、その実態に鑑みて実施状況に応じた加算が算定されるべきです。 

（５）減算措置 

○ 公定価格の算定構造に、減算措置が組み込まれることには反対します。

現行の保育所運営費の仕組みにおいて事業を運営してきた保育所に、減算措置の仕組みが

適用されることは実態にそぐわないことです。 

（６）減価償却費 

○ 保育所、新幼保連携型認定こども園のいずれにあっても、減価償却費相当分を給付費に組

み入れることには反対します。 
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（７）実費以外の上乗せ徴収 

○ 実費徴収以外の上乗せ徴収が認められることには反対します。

公定価格は、質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準を算

定するとしながら、設置主体によって実費以外の上乗せ徴収の有無が存することは、同一基

準に基づく同種の事業運営にあって特定の法人格のみ追加徴収を可能とする考えであり、ま

た利用者の過度な負担を招きかねません。 

○ 認める場合には、実費徴収以外の上乗せ徴収の内容明示を求め、認められる「当分の間」

は、できる限り限定的な期間とすべきです。 

３．保育士の処遇改善について 

○ 民間の他の職種と比較して、保育士の処遇は低い実態があります。保育士が安定的・継続

的に働くことのできる水準の処遇を実現できる給付額に改善し、新制度下における円滑な事

業運営が担保されるべきです。 
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２０１３年１２月２６日

子ども・子育て会議 

会 長 無藤 隆 様 

子ども・子育て会議基準検討部会 

部会長 無藤 隆 様 

子ども・子育て会議、基準検討部会合同会議・意見書 

委員 高橋 睦子

（日本労働組合総連合会・副事務局長）

各種基準のとりまとめにあたり、すでに反映いただいている内容もあります

が、これまでの発言を含め、下記のとおり意見を申し述べますので、よろしく

お取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。 

記

１． 地域型保育事業について 

（１）事業所内保育事業について 

○ 現状、複数の中小企業が事業所内保育事業を実施している場合も雇用保険

事業にもとづく助成金対象になっていると認識しているが、地域型保育の

認可基準を満たせば同様に対象とすべき。

○ 地域の子どもを受け入れ、地域型保育給付の対象として公費を受けるので

あれば、弾力的な運用ありきではなく、認可保育所や小規模保育事業と同

様の基準を必ず満たすべき。ただし、５年程度の経過措置は必要。

○ 「社員食堂の活用」について、家庭でも大人と乳幼児の食器や洗剤を分け

ている実態がある中で、衛生面を中心に本当に食事の提供が適切に行われ

る環境にあるか厳重にチェックすべき。

○ 「保育従事者」について、定員 19 名以下の場合は小規模保育事業（Ａ型・

Ｂ型）と同様とのことだが、保育士の配置状況に応じて公定価格上明確に

差を設けるべき。

（２）居宅訪問型保育事業について 

○ 保育者に対する休憩時間の適用については、労働基準法を遵守すべき。

２． 地域子ども・子育て支援事業について 

（１）放課後児童クラブについて 

○ 「従事する者（職員の資格）」について、指導員の処遇と研修体制の改善

を積極的にはかるべき。また、保育時間の延長や職員体制の強化のため、

指導員の常勤化および確保をはかるべき。
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○ 「児童の集団の規模」について、「おおむね 40 人まで」がなし崩し的にな

らないよう、設定した基準はきちんと徹底すべき。ただ、現状を見た場合

には、既存施設に対する経過措置および移行支援も十分に設けるべき。

○ 「員数」について、例えば２つのクラスの場合、実質的にどちらかのクラ

スで職員が１名しかいない時間帯ができてしまわないよう、「１クラスに

つき職員を２名以上」、「うち１名以上は有資格者」とすべき。

○ 「施設・設備」について、「専用室・専用スペースの面積：児童１人当た

りおおむね 1.65 ㎡以上」は子どもの成長を考慮しつつ、今後も改善努力

を続けるべき。

○ 放課後児童クラブは生活の場であり、健全な育成をはかる場であるため、

子どもの居場所という点に限っては共通ではあるものの、「放課後子ども

教室」との連携については、役割の違いがあることを踏まえるべき。

（２）利用者支援事業について 

○ 「事業形態」について、「松戸市：子育て支援コーディネーター」と「横

浜市：保育コンシェルジュ」の先行事例をもとに実施要項案を策定したと

のことだが、自治体の担当課の職員自身がそのような役割を担っているケ

ースは当然ある。また、自治体においては、家庭児童相談室、生活保護や

生活困窮者支援と連携して、総合的な子育て支援を行っている。さらに、

自治体に限らず、「地域子育て支援拠点事業」や児童館等で悩み相談を受

け付けていたり、情報提供したりしているケースもあるので、法律上の要

件を満たすことを前提に、さまざまな形態を幅広に認めるべき。

（３）多様な主体の参入促進事業について 

○ 市町村が設ける「非常勤職員等による支援チーム」について、新規施設等

に対する実地支援・助言等を行う一方、時には規制する観点での指導を行

わなければならないケースもあると想定される。したがって、「非常勤職

員等」と規定すべきでなく、 終的な責任の所在を明確にした上で、保育

をはじめとする幅広い分野での専門性と十分な権限を備えたメンバーで

編制すべき。

３． 確認制度について 

○ 「会計の区分」に関して、財務諸表の公開については公費が投入されてい

るため当然である。「使途制限」についても、公定価格の積み上げ方式案

の議論との関係からも適切な議論にもとづいて当然制限すべき。具体的に

は、株式などへの配当を禁止し、施設整備や人件費などの専ら教育・保育

の質の向上に資するようにすべき。

○ 「業務管理体制」について、公費が投入されているため法令遵守は当然で

ある。保育士の処遇改善の観点から労働法令の遵守についても指導監督の

対象とすべき。

○ 「応諾義務」の「正当な理由」の範囲、内容について、施設にとって保護

者対応は重要な業務であり、仮に単なるトラブルを「正当な理由」とする
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のは問題があるため、慎重な検討が必要である。また、滞納についても、

「払えない滞納」、「何らかの理由がある滞納」などさまざまであり、一律

に「正当な理由」とすべきではない。 

○ 「上乗せ徴収等の取扱い」については、限定的な取扱いとし、一定の制限

を設けるべき。また、生活保護や非課税世帯などに対しては事業者による

免除を適用すべき。「撤退時のルール」について、残余財産は基本的には

すべて自治体に返還すべき。

４． 幼保連携型認定こども園の認可基準について 

○ 「基本的な考え方」で「『単一の施設』として…『単一の基準』とする」

とある以上、未来永劫ダブルスタンダードが残るのは好ましくない。公定

価格を複数設定するのも現実的ではない。したがって、移行特例は明確に

期限を区切るべき。

○ その上で、「施行 10 年経過後に、設置の状況等を勘案し、移行特例の内容

等を改めて検討する」とするならば、施設が 10 年のうちに新基準に適合

するように努力するような、インセンティブが働く仕組みを検討すべき。 

○ 同様の観点から、「運動場等の設置・面積」に関する「代替地の取扱い」

と「屋上の取扱い」の「満２歳の子どもに係る必要面積の算入」について

は、あくまでも当面 10 年の措置と明確に位置付けるべき。

○ 「食事の提供」について、外部搬入は一切認めるべきでない。調理員に感

謝し、保護者や保育教諭以外の大人たちからも大事にされていることを実

感することは、子どもの育ちの観点から重要である。また、「弁当持参」

についても、保護者の経済状況等の違いによって子どもが肩身の狭い思い

をしないよう、極力認めるべきでない。

５． 保育の必要性の認定について 

○ 「保育標準時間・保育短時間の区分」について、おおむね支持できるが、

一年単位での変形労働やダブルワークなど、多様な働き方をしている人も

いる。また、短時間労働をしながら求職活動を行っているパターンもある

ことから、想定される実態を踏まえて市町村裁量を一定程度認めるべき。 

○ 「優先利用」について、対象として考えられる事項に保護者が障がいを抱

えている場合を追加すべき。また、すべての子どもを対象としている中で、

外国人の子どもも対象であることを明確にすべき。特に保護者が日本語を

理解できない場合の一定の配慮があってよい。

○ 同じく「優先利用」について、「市町村の判断により、人材確保、育成や

就業継続による全体へのメリット等の観点から、幼稚園教諭、保育教諭、

保育士の子どもの利用に当たって配慮することも考えられる」とあるが、

放課後児童クラブ指導員も含まれることを明確にすべき。また、それらの

職員が延長保育を利用せざるを得ない場合の優先性も確保すべき。
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６． 公定価格について 

（１）公定価格について 

○ 保育の質の改善のためには保育士の処遇改善が極めて重要である。しかし、

保育士不足と言われているにも関わらず、保育士の給与はここ 10 年間で

下がってきているのが実態である。また、平均勤続年数が短いのも問題で

ある。全国で始まっている保育士不足の対策として、潜在保育士の掘り起

こしと離職防止の取り組みが重要である。保育士の処遇改善について、公

定価格で明確に規定すべきであり、設定にあたっては個別費目の積み上げ

方式とすべき。

○ 利用者側からすると、人件費部分だけでなく、事業費・管理費等も公定価

格がいくらで、実際にいくら充てられているかを知りたいはずである。公

費であるだけに、やはりそのような透明性が必要であり、その点からすれ

ばすべてを積み上げ方式とすることが望ましい。その上で、人件費部分に

ついては、積み上げ方式を前提とした上で、職員の経験や能力発揮、キャ

リアアップ、生計費等を考慮した一定の賃金上昇を担保する水準を設定す

べき。また、定年まで働き続けられるような措置が必要である。そのため

にも、常勤・非常勤、勤続年数、経験年数などを情報公開し、公定価格に

反映させるべき。

○ 「配置基準」について、３歳児を中心とした職員配置の見直しを推進すべ

き。加えて、乳児の配置基準の改善を求める現場の意見も踏まえるべき。 

○ 公立施設の財源は市町村の一般財源のままとされたが、公定価格の考え方

を踏まえると、運営にあたっての財源が確保されるよう、関係省庁や地方

団体と意思疎通する必要がある。

○ 「保育標準時間・保育短時間の区分」について、例えば短時間保育と地域

子ども・子育て支援事業を組み合わせて実施するケースにおいて、保育標

準時間の公定価格と遜色ない運営費を保障するなど、保育施設が積極的に

パート労働者の利用者を受け入れ、かつ運営に支障を来さないような工夫

を行うべき。

○ 小規模保育事業について、Ｂ型（中間型）のＡ型（分園型）への移行促進

のため、保育士の配置状況に応じて公定価格上明確に差を設けるべき。

○ 障がい児の受け入れについては、応諾義務があることから、当然のことで

はあるが、職員の加配が可能となるような措置が必要である。

（２）利用者負担について 

○ 量的拡充および質の向上をはかるため、消費税率の引上げによる財源（0.7

兆円）を含めて１兆円超程度の財源確保に努めるとされている中、当然、

利用者負担は引き下げる方向で検討すべき。

○ 上乗せ徴収を認める場合であっても上限を設定し、低所得者への配慮を行

うべき。

以 上
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子ども・子育て支援新制度に関する意見書 

平 成 25 年 12 月 26 日 

全日本私立幼稚園連合会 

１、保育認定制度における過度な保育利用の抑制 

・子どもの健全な発達と公費の効率的な活用という観点から、保育短時間利用の保育必要量に

ついては、就労形態から必要となる保育時間以上の長時間の保育を助長することのないよう、

こうした利用が抑制的になるような仕組みとすること。 

・保育短時間認定における就労時間の下限の設定は、私立幼稚園の 94％が預かり保育を実施し、

短時間就労者のニーズに応えてきていることを十分に踏まえて行うこと。 

・保育短時間認定における就労時間の下限の導入によっても、幼稚園を利用し預かり保育を受

けることを含め、保護者が子どもの最善の利益に資する選択が行えることが担保されること。 

２、施設型給付の額を充分確保すること 

・小規模園でも経営を継続できる公定価格、施設型給付の額とすること。 

・１号認定子どもの施設型給付については、地方財源のみで構成されるいわゆる二階部分も含

め、市町村格差が生じないよう地方交付税による財源措置を確実に行うこと。 

・幼稚園と保育所の間における公平な施設型給付を確保すること。 

・公立幼稚園と私立幼稚園の間における公平な施設型給付を確保すること。 

・幼児教育の質の維持、向上のため必要である翌日の準備、教職員間の打ち合わせ、研修が確

保できる施設型給付を確保すること。 

・幼稚園については、個々人毎に異なる施設型給付を子どもの居住地の市町村に毎月請求する

とともに、個々人毎に異なる利用者負担を毎月徴収することとなり、新たに多大な事務負担

が発生することから、これへの十全な対応のための経費を確保すること。 

３、新たな幼保連携型認定こども園の認可基準 

新たな幼保連携型認定こども園は幼稚園と同等の幼児教育を行う学校であり、認可基準の策

定に当たっては、幼児教育の質を低下させることがないよう、設備等について幼稚園設置基準

本則に定める水準を確保すること。 

４、上乗せ徴収の確保等 

・私立学校としての各園の特色を生かし、質の高い幼児教育を維持するために、私立幼稚園の

上乗せ徴収を柔軟に認めること。 

・２号認定子どもの施設型給付については、開園日数や開園時間の多様性を認める仕組みとす

ること。 

10



５、預かり保育の充実等 

・幼稚園に通い、施設型給付を受けつつ幼稚園の預かり保育（一時預かり事業）を受ける共働

き家庭の子どもの給付と事業費の額について２号認定子どもの施設型給付額に相当する水

準を確保すること。 

・市町村が実施主体となる一時預かり事業について、域外からの広域就園者による利用を担保

すること。 

・幼稚園の２歳児受入の実態や役割を適切に評価し、「地域子ども・子育て支援事業」などに

位置づけ、財源措置を確実に行うこと。 

・すべての市町村において幼稚園にかかる「一時預かり事業」を含む「地域子ども・子育て支

援事業」が確実に実施できるよう、国として地方に働きかけを行うとともに、財源措置を確

実に行うこと。 

以 上 
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子ども・子育て会議 御中

2013年12月26日 
意見書

【全体予算について】

・ 子ども・子育て支援法が国会を通過した頃には、「消費税増税分から7000億円、そ

の他3000億円の財源を確保し、計1兆円を子ども子育てに投下する」という説明

がありました。しかし昨今はその他３０００億円の財源については聞かれなくなり

ました。

・ これまで議論された基準に合致する質の高い施設を、十分な量つくっていくために

は、7000億円だけではなく、追加財源3000億円が是非とも必要であると考えます。 
・ この財源の必要性に関しては、保育所、幼稚園、認定こども園等の施設種別の垣根

無く、また事業者や地方自治体、都道府県等の事業単位の違いも関係なく、小異を

捨て連帯して声をあげていくべきだと考えます

・ 私たち委員がそれぞれの立場より世論を惹起し、子どもの最善の実現のため、追加

財源の必要性を説いてまわることを提案したいと思います

【公定価格について】

・ 保育標準時間を１１時間とすることを支持します。８時間労働と１時間休憩に加え

て通勤時間を加味すると、妥当な水準であると考えます。

【妊婦健診について】

・ 今、日本では週に１人の子どもが虐待で殺されています。そのうち半分は０歳で、

多くが０歳０日で遺棄されています。社会的孤立や精神障害、貧困等の複合的な理

由によって望まない妊娠をした母親が追いつめられ、出産と同時に子どもを殺めま

す。

・ それを防止するのに、妊婦健診は非常に大きな力を果たします。すなわち、妊婦健

診によって課題を抱える親を発見するだけでなく、妊婦健診に来なかったり所定件

数を満たさなかった母親達に対し、家庭訪問等を追加的に行うことによって、高リ

スク母親に対し支援を行えるようになります

・ これまでの「待ちの妊婦健診」ではなく、虐待防止の観点を取り入れた妊婦健診制

度を、これを機に創設すべきです

以上

NPO法人 全国小規模保育協議会 理事長 
（財）日本病児保育協会 理事長

認定NPO法人フローレンス 代表理事  
駒崎弘樹
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