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平成２５年５月３１日

子ども・子育て会議における意見
子どもが豊かに育つ幼児期を保障するために

全国国公立幼稚園長会

本会議が、厳しいスケジュールの中でも確実に「子ども・子育て支援」に関
する意義に基づき、国としての指針を決定していこうと進められていることに
敬意を表す。ここでの理念が、「子どもの最善の利益」が実現される社会であ
ること、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の
下に子育て支援が行われなければならないことを明記していることにも心強く
感じている。子どもは社会の希望、未来を作る力であるという言葉から法律の
趣旨が書かれていることは、将来この国を担う人材育成という大きな視点に立
ち、幼児期の教育・保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ
ること、義務教育及びその後の教育の基盤となっていくことの重要性をも十分
踏まえたことと理解している。
少子高齢化の進行や保護者の就労状況等の変化が著しい中、改めて、全ての

子どもたちに、発達段階に応じた豊かな成育環境を整え、「自他ともに充実し
た人生を生き抜く力」の基盤づくりをしていくことが、我々大人の責任である
と考える。質の高い幼児期の学校教育・保育が、確実に一人一人の子どもに提
供されることを願い、以下に、本会としての意見をまとめる。

記

１ 幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び子ども・子育て支援事
業の実施に関する基本的な考え方
子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業の提供が主眼であるからして、質の確保・向上を図
ることが重要である。
特に ３歳以上の子どもに保障されるべき学校教育については、義務教育に

接続する教育ないしこれに準じたものとして位置付け、小・中学校と同様に、
国や地方公共団体の適切な関与を義務付け、教育の地域格差や施設による格
差が生じないようにすることが大切である。指導監督、評価、設置基準、研
修、身分、人事服務等の制度を国と地方の役割分担の中で具体的に整え、教
育の持続性・確実性・公共性等が担保されるようにしていただきたい。
特に教育委員会の関与や評価の義務化など、外部の目が教育・保育の現場

に入るシステムの構築、学級担任制や教育公務員(公立の場合)としての身分
保障、職員の処遇改善は、質の維持・向上を左右するので、ぜひ高い水準で
すすめていただきたい。

２ 質の維持・向上のための十分な人材確保と財源確保の措置を。
質の維持・向上のために０．７兆円の財政措置がなされることは大変有り

難い。質の高い幼児期の学校教育・保育のため、ハード面、ソフト面両面か
らの保障を講ずるとともに、公の支援が子ども自身に確実に届く制度にして
いただきたい。特に、３歳以上の学校教育の部分では、集団教育の中で身に
付ける規範意識や自主性、主体性、社会性などの育成のためにも正規の職員
によるシフト制でない学級担任制が守られなければ、義務教育以降で危惧さ
れているいじめの問題等にも影響する基盤づくりがなされなくなってしまう。
学級数に見合った正規職員の人材確保のために財源措置が有効に活用される
よう願う。
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３ 教育・保育提供区域の設定
区域の設定に関しては、保護者や子どもが通園しやすい区域として、地域

の小学校区、中学校区などが望ましい。その地域の小学校への進学を見通し
て、地域への愛着や保幼小の接続や保幼小中の一貫教育にもつながる。

４ 新制度の利用希望の把握について
市町村が利用希望の把握をするために調査を行う場合、本来のニーズに正

対するような設問にし、子どもを意味なく預けることを推進する方向に仕向
けない設問の工夫が必要である。現状では、幼稚園に対して４～５時間の
「学校教育としての幼児教育」を希望する保護者が多数いる。家庭ではでき
ない集団生活を通しての教育を望むと同時に、親として、家庭教育への責任
と喜びをもって子育てをしているのである。幼児期は、親子の愛着形成を確
立させる意味でも、親子が一緒にゆったりとした時を過ごすことの価値をぜ
ひ理解していただきたい。したがって、子ども・子育て支援法の施設型給付
の対象施設として、認定こども園、幼稚園、保育所という目的に応じた施設
を設け、保護者のニーズに合わせて保護者が選択できる環境を整えることが
大切である。

５ 保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定の申請を保護者が行い、市町村が保育の必要性の認

定・認定証の交付、保育利用希望の申込を保護者が行う等の手続きの一連の
流れがあるが、子どもの健やかな成長が保障される制度となるためには、保
護者も含めた教育・保育現場に不安や混乱を生じないように、十分な説明と
準備期間、手続きの簡略化などが求められる。
理念と制度、そして現場での実践が円滑になるには時間が必要である。

教職員はもちろん、地方行政の幼児教育・保育の担当者や保護者も含めた教
育・保育現場に不安や混乱が生じないように、十分な説明と準備期間を設け
ていただきたい。

６ 確認制度について
利用定員を設定するには、施設型給付の対象施設類型に応じて最低数を決

めていく考えが望ましい。保育所、認定こども園の利用定員は２０人以上と
することが制度として整合性がある。幼稚園には、現行のように最低利用定
員は設けないこととすべき。また、特別支援を必要とする幼児の受け入れに
ついても支援員等の人的配置とあわせて考慮し、幼児期からのインクルーシ
ブ教育をすすめることが重要である。

７ 保護者の多様な生き方、地域で社会貢献して生きる姿も大切に。
核家族化や居住環境の変化等により、子育て家庭の親同士の交流機会が減

少している。子育ての悩みを共有し、解決法を見出そうとする過程に、親が
親として育つ重要な営みがある。子育ては親育ちである。虐待予防のために
も子育て文化を次代に継承していくことが軽んじられてはならない。親子の
「地域デビュー」の場として現在実施されている未就園児親子への幼稚園開
放や子育て相談は、全国各地の幼稚園で成果をあげている。地域子育て支援
拠点事業として、指導員等の配置が推進できるようご配慮いただきたい。
子育てを通して地域社会とかかわりたいと考える人の生き方がある。ＰＴ

Ａ活動もそのひとつである。様々な価値観をもった家庭が地域に存在するこ
とで、地域コミュニテイーが活性化し、子どもの健全育成も図られる。日本
の将来が無縁社会にならないよう保護者の社会貢献の場を提供することも大
切である。
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平成 25 年 5 月 31 日 

第 2 回子ども・子育て会議意見書 
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 

理事長 奥山千鶴子 
 

 横浜市の待機児童ゼロ宣言が話題になっていますが、その実現の背景には、全庁的 PJ による待機児童

発生のメカニズムや分析、関係者ヒアリング等を行ったことがありました。必ずしも週４日以上の保育

を望む保護者だけではない現状を把握し、それを受け止める施設や制度が少ないことも踏まえ、認可保

育所の拡大のみならず、短時間就労の保育ニーズを満たす認可外保育施設での一時預かり事業の拡充、

私立幼稚園での就労型預かり保育の拡充等、また保護者の選択を支援する保育コンシェルジュ、地域子

育て支援拠点等をはじめとした総合的な子育て支援の取り組みが必要であるとの結論でした。 
 新しい制度のスタートに向けて、各自治体の推進を後押し下支えする、本子ども・子育て会議の役割

は重要だと思っています。 
 

１．子育てのスタートを充実させよう！ 

 家族や社会のありようが変化したことで、親が周りに支えられて子育てする実感が得られにくくなっ

ている。その中にあっては、保育・幼児教育等の集団保育につながる前に、地域の子育て支援サービス

を上手く利用しながら子育てができるよう、身近な場所で相談に応じ、情報提供や助言、関係機関との

連絡調整が総合的に行える人材が必要となってきている。産前産後から保育・幼児教育につながるすべ

ての子育て家庭への支援の土台に上に、保育・幼児教育の選択があるとすれば、土台の充実（それはま

さに地域性が問われる重要な施策）に充分議論をつくし充実をさせてほしい。そうでなければ、地域に

おける支え合いはますます成り立ちにくくなり、子育て不安や困難さを抱えた家族は取り残されること

になる。 
 以上を踏まえ、新制度で施行予定の「利用者支援」や地域子育て支援拠点における「子育て支援コー

ディネーター（仮称）」等の新規事業の充実を切に望む。 特に「利用者支援」に関しては、新しい制度

であり「待機児童解消加速化プラン」に位置づけられたことから、職務内容、資格要件、研修体制等に

関して、基準検討部会で検討して欲しい。 
 

２．地方版子ども・子育て会議の活性化 

 常に変化する現場ニーズを的確に把握、総合的にわがまちの将来を見据えた議論のできる会議体とし

て設置してほしい。平成 25 年 1 月実施のにっぽん子育て応援団の調査（県庁所在地市すべてとそれ以外

の市町合わせて 106 自治体の調査）では、7 割以上の自治体が設置の方向で進めている現状がわかった

が、以下のような意見も出された。 
・国からの説明（制度設計や指針）を早めにしてほしい 

・座長の選任が課題 

・多様な関係者の調整について不安がある 

・既存の審議会・地域協議会との整合性を図る必要がある 

・当事者の意見の反映の仕方 

・委員に対する理解をどう進めていくか 

・どこまで自由なディスカッションを行えるのか不安 

・次世代育成支援対策推進法に基づく地域協議会との連続性・整合性をはかっている 

・住民ニーズの把握と計画への反映が課題 

・PDCA サイクルの進め方のイメージがわかない 

 従って、今後は地方版子ども・子育て会議の設置支援とともに、本子ども・子育て会議では、地方版子ども・

子育て会議の側面支援として、以下を行ってはどうか。 

○評価手法及び PDCA サイクルの具体的な手法の開発・普及 

○各自治体の進捗について、データベース化 
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３．地域の支え合いづくりの充実、保護者の希望に合わせた保育を 

 連合・連合総研共同調査研究報告書(2009 年）によ

れば、日本は、友人、近所の人、子育て仲間などから

子どもを預かる機会が欧米に比べて少ないことがわ

かる。保育サービスの充実と並行して、地域での子育

て仲間同士の預けあい、地域子育て支援拠点、ファミ

リーサポートセンター事業等の充実が図られること

で、家族以外の大人や子どもとのふれあい、群れ遊び

を通じた子どもの成長が保障されるものと考える。 
 また、不特定就労等、保育認定基準に満たない働き

方からステップアップしたい保護者のニーズ等を受

け止められる一時預かりの充実が求められる。地域の

支え合いづくりの充実や保護者の希望に合わせた保

育の充実は、待機児童の構造的増加を抑制し、保護者

自身の関係を深める力、地域の支援力を高める働きが

あると考える。 
 
制度に保護者が合わせるのではなく、保護者の希望に合わせた保育の実施を！ 
 
 保育士不足の中、社会参加、通院等で必要な一時預かり、週 2 日程度の就労等をサポートする保育の

整備は遅れがちだが是非拡充を願いたい。また、ニーズ調査においては、これらのニーズを確実に拾う

内容としてほしい。 
 

４．保育・幼児教育、子育て支援の質は研修の充実から 

 サービスの質の向上を図るため、各種研修会やセミナーの受講機会の充実が不可欠である。基礎

自治体のみならず、都道府県には事業ごとの研修やセミナーを積極的に開催していただきたい。都

道府県が広域で把握することで、市町村ごとのバラつきを緩和し、子育て家庭がどの地域に住んで

いても一定の質が確保された子育て支援サービスを受けられるようになることが重要である。 
 

５．保護者や子どもたちへのニーズ調査は、工夫が必要 

 平成 25 年 1 月のにっぽん子育て応援団の調査（県庁所在地市すべてとそれ以外の市町合わせて 106 自

治体の調査）では、地域の子育て支援事業のうち、「一時預かり」「地域子育て支援拠点事業」「放課後児

童健全育成事業」「病児・病後児保育事業」に関しては、今後拡充を希望する自治体が 3 割以上となった。

ニーズ調査の調査票を設計する際には、是非これらのニーズが具体的に把握できるような設問を工夫す

る必要がある。なぜならば、保護者にとっては実施箇所数が少ないために身近にイメージできない、自

治体にとっては、希望は挙がっても実際には利用率の悪い事業、だから実施箇所数が増えないというマ

イナスのスパイラルになってしまいがちであるからだ。 
 病児保育を行っている小児科医の一人は、以下のように述べている。 
『病児保育を利用したいという需要はもっと多くあるはず。急性時の病児を預かり、利用の要望に

100％応えるという「断らない病児保育」をめざし、人口 20 万人の都市で、年間 2,500 人以上の預

かり実績がある』。 
 このように、ニーズ調査だけでなく、事業者との懇談、当事者とのヒアリングやワークショップ

等を通じて、事業の構造的課題を把握し、改善するためのニーズ調査でなければ意味がないと考え

る。自治体のニーズ調査の工夫に期待したい。 

友人、近所の人、子育て仲間などから
子どもを預かることがあるか 

「生活時間の国際比較―日・米・仏・韓のカップル」 

連合・連合総研共同調査研究報告書 2009 年 
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子ども・子育て会議(第 2 回)提出意見 

                          2013.5.31  柏女 霊峰(淑徳大学) 

1.子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(子ども・子育

て支援法第 60 条)に対する意見 

(1)第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項 

1)障害者の権利条約第 7 条(障害のある児童)の理念や障害者基本法第 17 条(療育)における

「国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育

その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。」との規

定その他の理念にかんがみ、障害のある子どもが身近な場所で「障害」に固有の支援を受

けて生活できるよう規定する必要がある。 

2)社会的養護のもとにある子ども、貧困な状況におかれている子どもの学校教育・保育保

障を明記する必要がある。 

3)昨今の子どもと子育て家庭が置かれている状況を踏まえれば、計画は、①子ども・子育

てを中心とした人々のゆるやかなつながりをめざす（広さ）、②切れ目のない支援をめざ

す（奥行き）、③一人の子どもも漏らさない仕組みをめざす（深さ）ものとすべきであり、

三次元の立体構造をもつ作成指針が規定される必要がある。例えば、①は支援の手法や

PDCA に基づくアウトカム評価などに生かされるべきであるし、②は 1 歳の壁、小 1 の壁

などの克服策が盛り込まれるべきである。さらに、③については、障害や社会的養護のも

とにある子どもが利用することを前提としたサービス設定が必要とされる。 

(2)第二 幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業

の実施に関する基本的事項 

子ども・子育て支援にあたっての関係者の連携・共同(「協働」とすべき)に関しては、

障害のある子どもの療育、子育て支援サービスの利用方法と健常児のそれとが異なってい

るため、両サービスを並行利用する子どもと保護者のためのワンストップサービスの実現

を図る必要がある。また、保育所と放課後児童クラブとの有機的連携のシステム化が必要

である(例えば保育所児童保育要録の扱いや協議体の設置など)。 

(3)第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項(事業計画作成指針) 

1)<論点 1>幼児期の学校教育・保育における量の見込みの立て方については、保育利用率

の地域差を勘案し、国としての一律の設定は行わない方向が妥当と考える。 

2)<論点 2>量の見込みの設定単位については、「長時間」と「短時間」という利用の必要度

で区分することによって利用者の権利性と負担を保障するという観点から言えば、できる

限り 2 区分程度は必要と考える。 

3)地域子ども・子育て支援事業については、放課後児童クラブの提供体制の確保の内容等

に関し、幼児期の学校教育・保育の確保策と同等の体制をとる必要がある。 

4)幼児期の学校教育・保育並びに放課後児童クラブの確保については、障害を有する子ど

もの利用を前提とする(バリアフリー等)とともに、障害を有する子どもに固有に必要とさ

れる在宅サービス(児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス等)の整備計

画との整合性を図ることとする。 

5)子どもの育成活動が子ども・子育て支援法のサービスから抜け落ちていることは大きな

問題であり、児童厚生施設(児童館、児童遊園)の整備並びに、現在、制度のなかに組み入

れられていないプレイパークなどの民間活動についても、すべての子どもの育ちを支援す
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る観点から整備目標等を設定すべきである。 

6)「子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との

連携」については、「社会的養護の課題と将来像」並びに平成 24 年 11 月 30 日付雇児発

1130 第 3 号「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」(社会的養護関

係)や平成 24 年 4 月施行の改正児童福祉法(障害児支援関係)を踏まえた連携が規定される

べきである。 

(4)第三の四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項、

その他 

1)「子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との

連携」については、「社会的養護の課題と将来像」並びに平成 24 年 11 月 30 日付雇児発

1130 第 3 号「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」(社会的養護関

係)や平成 24 年 4 月施行の改正児童福祉法(障害児支援関係)を踏まえ、必要な追加財源を

確保したうえで、家庭的養護の進展、地域生活支援の理念に沿い着実な進展が図られるべ

きである。 

2)「区域の設定」については、「子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関す

る都道府県が行う施策」の観点からは、児童相談所管轄区域が現実的か。 

3)<論点 7>保育士等の具体的な見込み数については、都道府県内の保育士養成施設の認可

定員とも深く関わるため、保育士養成校との協議が必要とされる。あわせて潜在保育士の

待遇向上や再就職支援などの施策の充実も、合わせて記載されるべきである。 

4)都道府県が行う調査についても規定する必要はないか。社会的養護や障害児支援につい

て都道府県の作成する計画は「支援計画」ではなく「実施計画」であり、事業見込み数の

把握など必要と考えられる。 

5)点検・評価にあたってはアウトカム評価の視点が重要であり、そのためには、計画策定

のための調査票に、「○○市での子育てのしやすさ」や現時点における子育てについての感

想について聞く項目をいくつか入れておく必要があるのではないか。 

6)サービスの提供手法に関する計画、例えば民営化の手法、公民協働のあり方等について

も記載する必要があるのではないか。 

 

2.先行調査研究 

 以下は、昨年度に、柏女がかかわりをもった子ども・子育て支援に関する主な調査研究、

検討会報告である。ぜひ参考にしていただきたい。 

1)社会的養護第三者評価等推進研究会(柏女霊峰委員長)編.社会的養護関係施設における

「自己評価」「第三者評価」の手引き.全国社会福祉協議会.2013.3 

2)新たな子ども家庭福祉の推進基盤の形成に向けた取り組みに関する事業検討委員会(柏

女霊峰委員長).新たな子ども家庭福祉の推進基盤の形成に向けた取り組みに関する事業検

討委員会における現時点のとりまとめ.全国社会福祉協議会児童福祉部.2013.3 

3)放課後児童クラブの運営内容に関する研究会(柏女霊峰座長).放課後児童クラブの運営内

容に関する調査研究.平成24年度児童関連サービス調査研究等事業報告書(野中賢治主任研

究者).2013.3 

4)加藤正仁・柏女霊峰・ほか.障害児通所支援に関する実態調査報告書.平成 24 年度障害者

総合福祉推進事業報告書.2013.3 
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5)「全国自治体の子育て支援施策に関する調査」調査分析委員会(柏女霊峰・ほか).全国自

治体の子育て支援施策に関する調査.内閣府.2013.3: 

6)子育て支援コーディネーター調査研究委員会(柏女霊峰委員長).子育て支援コーディネー

ターの役割と位置づけ.NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会.2013.3 

7)全国保育協議会・保育施策検討特別委員会(佐藤秀樹・柏女霊峰・ほか).「子ども・子育

て支援新制度」対応が必要な事項や課題等について.全国社会福祉協議会全国保育協議会・

全国保育士会.2013.3 
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第 2回子ども・子育て会議提出資料 

 

第 2 回子ども・子育て会議に向けての論点課題について 

 

平成 25 年 5 月 31 日 

(公社)全国私立保育園連盟 

副会長  橘原 淳信 

〈論点１〉幼児期の学校教育・保育について、量の見込みの立て方をどうするか。 

〈１－１〉０－２歳の子どもの保育利用率について、国が数値目標を設定することとするか。

○ 資料 6-4 P3、4、5 では「幼児期の学校教育」・「保育」として記述されているが、資 

料 6-3 P6 においては幼児期の学校教育・保育と記述している。 

  この記述方法には何か意図したものがあるのか。もしなければ同様に「幼児期の学

校教育・保育」と並列して記述すべきではないか。 

 

〈１－２〉利用希望の把握方法をどうするか。 

○「資料6-4」において、P4「③把握する具体的な項目」では(例:月～金の利用で1日○時

間/月・水・金の利用で月△時間など)と記載されている。 

 保育所(園)においては、現行、土曜日は平日と同様の取扱いにされているにも拘ら 

ず、この例示では土曜日は日曜日と同様に休日と同等の取扱いにされているがこの件 

についてどのように考えればよいか。 

 

〈論点２〉幼児期の学校教育・保育について、量の見込み（必要利用定員総数）をどの

ような単位で設定するか。 

〈２－１〉年齢区分の取扱いをどうするか。 

○ 0 歳児のニーズ調査のためにも(案 1)のとおり 1歳刻みが妥当である。保育所におけ 

る配置基準も 0歳、1～2 歳、3歳、4～5 歳で異なる。しかし毎年、年齢別の入所人 

員の変動幅が大きく(資料 6-3 P23)きめ細かい見直しが必要とされる。 

 

〈２－２〉保育の必要性の区分の取扱いをどうするか。 

○支援法第 19 条の 1号、2 号、3 号の認定区分で分け、さらに 2号、3 号を長短で分け

るのか。但し、ニーズ調査の実施段階で長短認定の就労時間数の上限・下限と長短の

利用時間数さらには、保育料の負担額を確定させた上で調査しなければデータの信ぴ

ょう性が問われることになるのではないか。タタキ台では希望日数、時間数を調査し

て集計段階で長短に分けることにするか。 

○また、保育時間月 22 日、1日 8時間、月 25 日、1日 11 時間の差をどのように考える

のか。制度上、土曜日を外すとどうなるのか。週 6日と考えているが、週 5 日と考え

て保育の必要量を積算するのか。 
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〈論点３〉需給ギャップの解消年次をどうするか。 

○国の需給ギャップの解消年次は4月19日の安倍首相の記者会見において示された「平

成 29 年までに待機児童ゼロを目指す」こととの整合性(例:平成 31 年を 2年前倒しに

する等)をとるべきと考える。 
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「基本指針の基本的記載事項の主な論点」に対する意見 
 

平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ３ １ 日 
社会福祉法人 日本保育協会 

 

 
 
 
 

・基本的には地方の実情に応じ独自の数値目標を設定すべきだと考えるが、最終的には都

道府県計画及び国の計画に繋がることや数値目標の精度の確保等から一定のルールが

必要であり、案２の「国が目標値設定の考え方を示し、各市町村が市町村の事業計画で

設定する」方式が適当と考える。 

 
 

 ・利用希望の把握方法は、資料６－４のようなアンケートによる客観性をもたせたニーズ

調査による把握が適当と考える。 
 ・また、保育所は通常の開所日を月～土の週６日間としているが、週休２日制の普及や雇

用形態の多様化等から土曜日の取扱いなどの休日・早朝・夜間の保育の取扱いを特別保

育とするのかどうかは、保育所運営に大きな影響を及ぼすことが予想されるので、考え

方と基準を示す必要がある。 
     
 

 

 

 ・３歳未満児と３歳以上児の区分では、保育士の必要数など施策の重要項目が把握できな

い恐れがあり、〈案１〉の１歳刻みで設定することが必要である。 
 
 
 ・保育所は、保護者の就労状況から園児が一斉に登園し、一斉に退園する仕組みではない。

近年の多様な保育ニーズに対応するため昭和５６年度から延長保育制度が創設されたこ

とに伴い、保育所の開所時間を１１時間とする考え方が導入された。その結果、保育所

の運営基準における８時間の標準的保育時間を超える１１時間までの保育が通常の保育

時間とされ、通常の開所時間である１１時間を超える保育が延長保育とされた。近年の

雇用労働者の増加により、８時間を超える長時間保育が常態化しており保育時間と開所

時間の関係について実態を踏まえた職員配置の改善が長年の課題となっている。 
 ・これらの課題を踏まえて、ニーズ調査の実施に当たっては、先ず、保育の必要性の区分

において、現行の「保育に欠ける要件」と「保育の必要性の要件」との違いや保育の必

要量の判定の考え方、「長時間」と「短時間」の区分の定義等を明らかにすべきではな

いか。また、的確なニーズ把握のためには定義を明確にすることが不可欠と考える。 
 ・一般財源として措置されている障害児保育について、地方版の子ども・子育て会議で市

町村子ども・子育て支援事業計画において義務として計画策定に必ず盛り込まれるよう

にすべきである。 
・幼児期の学校教育・保育という表記について、「長時間と短時間」との区分及び「幼稚

園、保育所、認定こども園等」の施設種別との関係において、保護者の正しい理解のた

めに学校教育と保育所保育における教育とどのように異なるのか、十分な説明が必要で

はないか。 

○論点１ 幼児期の学校教育・保育について、量の見込みの立て方をどうするか。 

〈１－１〉０－２歳の子どもの保育利用率について、国が数値目標を設定することとするか。

○論点２ 幼児期の学校教育・保育について、量の見込み（必要利用定員総数）をどのよ

うな単位で設定するか。 

〈２－１〉年齢区分の取扱いをどうするか。 

〈１－２〉利用希望の把握方法をどうするか。 

〈２－２〉保育の必要性の区分の取扱いをどうするか。 
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 ・待機児童解消加速化プランにおいて、平成２９年度末までに待機児童解消を目指すとさ

れていることから、平成２９年度末までに解消することを目標とすべきではないか。 
 ・また、保育の潜在ニーズが解消された後は、すべての市町村において利用児童数の減少

が予測される。特に地方では児童数の著しい減少が予想されるので、計画策定に当たっ

ては人口の将来予測を踏まえ社会福祉法人等の公益法人の健全な運営が確保されるよう

事業者と十分な協議が必要である。 
  
 
 ・待機児童がいる地域に限定した問題であり、就労支援の立場からすべての子どもが入れ

る枠を確保するのは当然だが、待機児童の中での優先順位についても検討する必要があ

る。また、待機児童解消後は利用児童数が減少する一方であり、当面は定員の弾力化等

の緩和措置で対応することが適当である。 
 ・産休制度や育児休業制度の充実とともに、０歳児保育を利用する保護者に不利にならな

いような配慮が必要である。育児休業明けの特別入所枠を設ける等の場合には、保育士

不足が深刻な中で確実な保育士の確保等の視点から保育所運営費への配慮が必要である。 
 
 
 ・市町村の区域設定が地理的条件や交通事情その他の社会的条件等を勘案して定めること

とされていることから、都道府県の地域区分の設定については、他府県の市町村からの

利用なども含めた広域利用を勘案した区域設定とすべきである。そのため、ニーズ調査

において広域利用のニーズ把握や市町村相互及び都道府県相互の協議を踏まえた地域区

分も検討する必要があるのではないか。 
 

 

 

 

・公益法人等の非営利法人は営利法人に比べ事業からの撤退について厳しい条件が付され

ており、現在事業を実施している事業者の意向を優先すべきである。 

 

 

 ・基本として、今後の本格的な少子化に向けて保育所又は幼稚園の安定的な運営が維持さ

れることが前提である。 
 ・その上で、「確認基準」の内容を踏まえた上で意見を提案したい。 
 
 
 ・潜在ニーズを含め待機児童を解消するために保育士の確保が最大の課題であり、案のと

おり「保育士等の具体的な必要見込み人数とその確保方策についても記載する。」こと

が必須である。 
 
 
 ・資料６－３別紙のとおり、各市町村間の協議を踏まえた広域調整が基本と考える。   

○論点６ 需給調整をどう取り扱うか。 

〈６－１〉計画の確保方策として定めたもの以外の施設から認可申請があった場合の需給調整

をどう取り扱うか。 

○論点３ 需給ギャップの解消年次をどうするか。 

○論点４ １歳到達時から施設・事業を利用できる環境づくりについてどう考えるか。

○論点５ 都道府県の区域をどのように設定するか。 

〈６－２〉認定こども園に移行する場合の需給調整をどう取り扱うか。 

○論点７ 保育士等の具体的な必要見込み数を記載することとするか。 

○論点８ 都道府県の広域調整をどのように行うか。 
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子ども・子育て支援新制度についての意見、要望 
 

   公益社団法人 全国幼児教育研究協会  

理事長 宮下ちづ子 

 

 近年の子ども・子育てをめぐる環境は厳しい状況にあり、子育てをめぐる親の悩みや児

童虐待、子ども社会の中で起きるいじめの問題などが、報道で取り上げられることも多い。

こうした報道に触れるたびに、人格形成の基礎を培う幼児期に必要な体験は何なのか、ど

のような家庭や社会の環境が必要なのかを考えさせられるとともに、改めて幼児期からの

教育の重要性を感じるものである。 

本会は、幼稚園教員・保育所保育士の資質向上を目指した研究団体として、これまで幼

児期の教育の充実・発展に尽くしてきた立場から、「子ども・子育て支援新制度」が国の財

政的裏づけとともに、この国の人材育成に関する施策の基となるものであってほしいと切

に願い、以下に意見を述べる。 

 

記 

 

１ 幼児期の子どもが生活するためにふさわしい幼児教育の施設を 

(１)  乳幼児の健康な生活を保障するための職員配置の財源確保を十分に 

近年、心身の発達だけでなく健康についても特別な配慮を必要とする幼児が増加し

ている。取り分け、アレルギーでアナフィラキシー症状を起こす幼児も増加している

ように思われる。こうした特別な配慮について、幼児自身に自覚させることは困難で、

周囲の大人が細心の注意を払わなければならない。 

これまで、幼児の怪我や発熱などに対して、ほとんどの幼稚園は学級担任や管理職

が対応しており、養護教諭が配置されている園は少ない。保育所においても、看護師

が必ずしも配置されているとは言えない。 

自分の症状を言葉で表現することができない乳幼児は、元気に活動しているように

見えても、ちょっとした感染やアレルギーなどの対応が遅れれば重篤な症状を引き起

こすことにつながりやすい。こうしたことを考えたとき、入園してくる乳幼児の状況

に応じて柔軟に対応できるような制度と十分な職員配置のための財源を確保していた

だきたい。 

 

（２）乳幼児が一日の大半を過ごす施設として、豊かな経験ができる施設の基準を 

幼稚園・保育所・認定こども園だけでなく、小規模な保育施設など、多様な形態の

保育が展開されるようになるが、いずれの施設においても幼児が伸び伸びと体を動か

し心を開放しながら豊かな体験ができるような施設が必要であり、その施設及び運営
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の基準について、幼児期の体験の重要性を十分考慮したものとしていただきたい。 

特に、小学生などの基礎的な運動機能の低下が指摘されている現在、その身体諸機

能の基礎がつくられる乳幼児期に、園庭の広さや多様性は欠くことのできない環境で

ある。園外へ簡単には連れて出られない社会環境を考慮した時、園の施設の充実は必

須であると考えられるので、特段のご配意をお願いしたい。 

 

２ 質の高い幼児教育の実現を 

（１） 教育・保育の質の保障ができる教員・保育士の研修制度の確立を 

新制度が検討される際に、繰り返し示されたことが、「すべての子どもに幼児期の 

教育を」、「質の高い幼児教育の提供を」ということであった。幼稚園・保育所・認

定こども園等、いずれの施設でも確実に質の高い教育活動が展開されるような仕組

みづくりが必要である。そのため、教員・保育士の資質向上を図る研修制度を確立

していただきたい。 

 

（２） 幼児期の教育の無償化を 

幼児期の教育の重要性については、教育基本法に位置付けられ、学校教育法改正

によって幼稚園が学校の最初に規定されたことにより、その重要性が広く国民に周

知された。そこで、全ての 3 歳児以上の幼児が質の高い教育を受けられるよう、無

償化を是非、推進していただきたい。 

保護者は、経済的負担の軽減のため、無償化に大きな期待を寄せている。幼児教

育の無償化は、子育てしやすい社会の実現につながり、国家の危機である超少子化

への有効な対策の一つと考える。 
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