
認定こども園制度の見直しの経緯について

１８年６月 〇認定こども園法制定（６月１５日公布、１０月１日施行）

〇「施行後５年の検討規定」あり（附則第３項）

２０年１０月

２１年３月

〇「経済財政改革の基本方針２００８」（２０年６月閣議決定）等に盛り込まれた認定こども園の制度改革に
ついて検討を行うため、少子化対策・文科・厚労の３大臣合意により「認定こども園制度の在り方に関す
る検討会」を設置

〇「今後の認定こども園制度の在り方について」（同検討会報告書）取りまとめ （別紙１）

・以下の課題について取り組むべき
①財政支援の充実
②二重行政の解消 → 二重行政に関する指摘事項とその措置・検討状況 （別紙２）
③教育と保育の総合的な提供の推進
④家庭や地域の子育て支援機能の強化
⑤質の維持・向上への対応

・「施行後５年の検討」については、保育制度改革に係る検討にあわせて、必要な見直しを実施すべき

２２年１月 〇少子化社会対策会議決定により「子ども・子育て新システム検討会議」を設け、検討開始（～２４年３月）
・関係団体・有識者等より、認定こども園制度の課題等についてヒアリング（２２年３月～６月）
・第３回基本制度ワーキングチーム（２２年１１月）等において、認定こども園制度の課題等を踏まえた「幼
保一体給付（仮称）について」の資料を提出し、検討 （別紙３）（別紙４）

２４年３月 〇「総合こども園法案」提出（政府提案）
・「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」として、総合こども園を新設
・認定こども園制度は廃止（関係整備法）

２４年６月 〇自公民３党合意に基づき、「認定こども園法の一部改正法案」提出（議員立法） （別紙５）
・幼保連携型認定こども園を「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」に改善
・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に推進
・設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ

政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると
認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

参考資料２



「認定こども園制度の在り方に関する検討会」の開催

１．趣旨

２．検討会委員

「経済財政改革の基本方針２００８」（平成２０年６月）及び「５つの安心プラン」（平成２０年７月）に盛り込
まれた認定こども園の制度改革について検討を行うため、内閣府特命担当大臣（少子化対策）、文部科
学大臣、厚生労働大臣の３大臣合意により、「認定こども園制度の在り方に関する検討会」を開催する。

秋田 喜代美 東京大学大学院教育学研究科教授
安藤 哲也 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事
池本 美香 日本総合研究所主任研究員
井戸 敏三 兵庫県知事
猪熊 律子 読売新聞東京本社編集局社会保障部次長
長田 朋久 横川さくら保育園園長
駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授
齋藤 正寧 秋田県井川町長
田村 哲夫 認定こども園青葉学園野沢こども園園長
中澤 卓史 高知県教育長
無藤 隆 白梅学園大学教授
森 貞述 愛知県高浜市長

※ 山縣 文治 大阪市立大学生活科学部教授
吉田 敬岳 自由ヶ丘幼稚園園長
吉田 正幸 （有）遊育代表取締役
若盛 正城 認定こども園こどものもり園長
渡邉 英則 認定こども園ゆうゆうのもり幼保園長 ※：座長

３．開催実績

第１回 Ｈ２０.１０.１５
・認定こども園をめぐる現状
と課題について

第２回 Ｈ２０．１１．７
・認定こども園の意義や課題
等について

・認定こども園、幼稚園・保育
所運営委員へのヒアリング

第３回 Ｈ２０．１２．１２
・議論の整理（案）について

第４回 Ｈ２１．２．１８
・認定こども園制度に関する
論点について

第５回 Ｈ２１．３．３１

・報告書とりまとめ

【別紙１】
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●今後、見直しの進捗状況をフォローアップ。
●保育制度改革の方向性を踏まえ、今後、具体的な制度的検討を推進。
●法施行後５年を経過した場合に検討を行う旨が規定されているが、保育制度改革に係る検討にあわせて必要な見直しを実施。

●地域の実情に応じて、教育・保育・子育て支援の「機能」が総合的に提供されるよう、その在り方について検討。
●新しい幼稚園教育要領や保育所保育指針に基づく取組や認定こども園における取組状況等を検証。
●幼稚園と保育所を担当する行政部局の在り方については、義務教育、児童健全育成、母子保健、障害児福祉、労働等の他の行

政分野との連携などに留意する必要。現行の「幼保連携推進室」の機能強化と内閣府の総合調整機能の発揮が必要。

現 状 （ 課 題 ） 改 革 の 方 向

●保護者や施設からは評価が高いが、普及
が進まない。／229件（H20.４）

●利用者のニーズや施設の認定申請の希望状況を踏まえつつ、平成23年度に
は認定件数が2000件以上となることを目指す。

●財政支援が不十分。 ●「安心こども基金」等により「幼稚園型の保育所機能部分」、「保育所型の幼稚
園機能部分」、「地方裁量型」への新たな財政措置が実現。

●会計処理や申請手続が煩雑。
●省庁間や自治体間の連携が不十分。

●「こども交付金」を制度化し、補助金等の窓口・申請・執行手続の一本化の促
進。

●窓口の一本化、書類の重複の整理、監査事務の簡素化など、速やかに手続
の一本化・簡素化。

●地域の実情に応じて、教育・保育・子育て支
援が総合的に提供される仕組みが必要。

●職員の資質の維持・向上が必要。

●将来的には幼保連携型への集約を目指す。
●家庭や地域の子育て支援機能の強化。
●教育・保育の質の維持・向上のための研修や運営上の工夫。
●幼稚園教諭と保育士資格の養成課程や試験の弾力化。

認定こども園の緊急整備

財政支援の充実

今後の就学前教育・保育に関する制度の在り方

今後のスケジュール

二重行政の解消

教育・保育・子育て支援の総合的な提供 ／ 質の維持・向上

今後の認定こども園制度の在り方について
＜認定こども園制度の在り方に関する検討会報告書（平成２１年３月３１日）＞

２
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認定こども園の在り方に関する検討会報告 指摘事項に対する対応状況 
（これまでの認定こども園の二重行政に関する指摘事項とその措置・検討状況（平成２５年６月時点）） 

 
報告書の指摘 具体的な対応状況 

指摘事項 対応方針 実施時期 実施時期 措置の内容 

１．補助手続等 

（１）幼稚園・

保育所の枠

組みを超え

た財政支援 

①平成 20 年度第 1 次補正・第 2 次補

正予算等による、国・地方による幼

稚園・保育所の枠組みを超えた総合

的な財政支援を実施。 

①平成 20 年度

より実施 

 

平成 20 年度 ○安心こども基金において、認定こども園に対する施設

整備費補助、事業費補助を行う。 

 ・認定こども園整備事業 

 ・認定こども園事業費 

 

○安心こども基金は、平成 21 年度、22 年度、23 年度そ

れぞれ補正予算、平成 24年度の予備費及び補正予算に

より積み増し。 

 

②幼保連携型の保育所定員と単価の

適用区分の見直し。 

②平成 21 年度

より実施 

平成 21 年 7月 ○「幼保連携型施設を構成する保育所に適用する保育単

価等について」（通知）を発出。 

・幼保連携型を構成する保育施設が少人数の場合、保

育所の定員を基礎とした単価（小規模保育所単価の

75％）と、幼稚園との合算定員による単価（通常単価

の 100％）を比較して高い方を適用。 

 【例】幼稚園定員 50 人、保育所定員 10 人の場合 

    ・定員規模 20 人の単価の 75％ 

    ・定員規模 60 人の単価の 100％ 

    のいずれ高い方かを適用 

 

③負担金と補助金間の年度内資金貸

借の弾力化。 

③平成 21 年度

より実施 

平成 21 年 7月 ○「保育所運営費の経理等について」（通知）を改正。 

・保育所運営費及び私立認定保育所の保育料につき、

認定こども園を構成する幼稚園と保育所を運営する

法人が同一の法人でない場合も、各施設経理区分、本

部経理区分又は収益事業等の特別会計への資金の貸

付を、当該年度内に限り認める。 

 

【別紙２】 
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（２）「こども

交付金」の制

度化（補助手

続きの一本

化） 

①認定こども園に対する新たな財政

支援に関する補助要綱、申請・交付

手続きについて、一本化。 

 

①平成 20 年度

より実施 

 

平成 20 年度 ○安心こども基金の補助要綱・申請・交付手続に一本化。 

②幼稚園・保育所に対する従来の財政

措置（保育所運営費負担金、幼稚園

への私学助成）についても、申請・

支給手続きが一本化されるよう地

方公共団体に要請。 

②平成 21 年度

より実施 

平成 21 年 3月 ○「認定こども園制度の普及促進について」（通知）発出。 

・利用者や施設からの相談・照会、認定手続き、補助

手続きにつき、統一的な窓口の設置を要請。 

※窓口の設置状況(平成 24 年 4 月) 

 都道府県 100％、市区町村 60％（認定こども園を設

置している市町村の 99％） 

※財政支援に関する窓口の設置状況（平成 24 年 4 月） 

市町村の 43％（認定こども園を設置している市町

村の 96％） 

・私学助成、保育所運営費負担金等に関する事務につ

き、事務処理特例の活用などによる市町村を通じた窓

口・申請・執行手続きの一本化を要請。 

※条例による事務処理特例の活用などにより窓口・申

請・執行手続きを一本化した地方公共団体なし（平

成 24 年 4 月） 

 

（３）財産処分

手続きの簡

素化 

○国庫補助により整備された施設の

認定こども園への転用（財産処分）

手続きの簡素化。（事前承認→事後

報告） 

措置済み（平成

20年 7月通知）

－ － 

２．事務処理 

（１）会計処理

の簡素化 

  

①学校法人が保育所を運営又は社会

福祉法人が幼稚園を運営する場合

においても、それぞれの法人会計基

準に基づく会計処理で対応を可能

とすべく検討。（現在は学校法人会

計基準、社会福祉会計基準の双方で

の会計処理が必要。） 

①平成 21 年度

中に結論 

 

 

平成 22 年 3月 ○「保育所の設置認可等について」（通知）を改正。 

・学校法人会計基準に基づき会計処理を行っている者

については、従前作成が必要であった社会福祉法人会

計基準に定める資金収支計算書等に代え、学校法人の

会計基準に基づき作成が可能な資金収支計算分析表

の作成によることが出来ることとした。 
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○「学校法人会計基準の一部を改正する省令」（平成 22

年文部科学省令第 2号）を制定。 

・認定こども園である幼保連携施設を構成する構成す

る幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人につい

て、社会福祉法人会計基準によることができることと

した。 

 

 ②その際、保育所会計と幼稚園会計に

おける食材費等の費用の按分は、一

括按分することも可能であること

を明確化 

※なお、幼稚園・保育所を設置して

いる法人が異なる場合は、それぞ

れの基準に基づいて会計処理を行

うことが必要。 

 

②平成 21 年度

中に実施 
平成 22 年 7月 ○認定こども園に関するＱ＆Ａを追加。 

 ・食材費等の共通経費については、期末処理において、

在園者数等妥当かつ合理的と考えられる比率により、

一括して費用案分することも認められる。 

（２）監査事務

の簡素化 

①一定の条件を満たした場合の監査

の簡素化について具体的検討の実

施。 

 

①②平成 21 年

度中に実施 
平成 22 年 3月 ○「保育所の設置認可等について」（通知）を改正。 

・会計処理を簡素化することにより監査事務を簡素化。 

②監査事務に関するガイドラインの

作成。 

 

（３）認定申請

手続きの簡

素化 

①地方公共団体向けに、認定申請手続

等に関する事務マニュアルを作

成・配布。 

 

①②平成 20 年

度中に実施 
平成 21 年 3月 ○「認定申請手続き等に関する事務マニュアル」の作成・

配賦。 

 



4 
 

②認定を希望する施設が申請手続き

を容易に分かるように、各都道府県

の申請手続きの流れをとりまとめ、

ＨＰに掲載。 

 

○幼保連携推進室のホームページにマニュアルを掲載。 

（４）幼稚園幼

児指導要録、

保育所児童

保育要録等

の書類の整

理 

 

○認定こども園としての一つの様式

例を作成・通知。 

措置済み（平成

21年１月通知）
－ － 

３．職員の資格・待遇 

（１）幼稚園教

諭と保育士

の資格の取

得弾力化 

①保育士資格所有者が幼稚園教員免

許を取得することを一層促進する

ため、幼稚園教員資格認定試験の一

次試験について運用を改善。 

①平成 21 年度

から実施 

平成21年10月 ○第１次試験のいずれかの科目に合格している者は、平

成 21 年度実施の試験からその科目については次年度

及び次々年度について免除するように措置。 

 

平成 25 年 3月 ○幼稚園教諭免許・保育士資格の併有を促進するために、

実務経験を有する保育士の幼稚園教諭免許取得につい

て、履修科目・試験科目を軽減する特例と設ける。 

 

②幼稚園教員免許所有者が、大学、短

期大学等の卒業後であっても、通信

教育や科目等履修生などの形で必

要な単位を追加履修することによ

り保育士資格を取得する仕組みや、

②可能な限り

早期に実施 

 

平成21年10月 ○幼稚園教員免許所有者が指定保育士養成施設で取得し

た教科目に応じ、保育士試験の試験科目の一部免除を

認めるよう措置。 

 ※履修科目をすべて受講していれば、全科目免除。 
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保育士試験を受験する際の科目免

除の拡大など、幼稚園教員免許所有

者の保育士資格取得を一層促進す

るための方策を実施。 

 

 

平成 25 年 3月 ○幼稚園教諭免許・保育士資格の併有を促進するために、

実務経験を有する幼稚園教諭の保育士資格取得につい

て、履修科目・試験科目を軽減する特例を設ける。 

（２）幼稚園教

諭・保育士の

合同研修の

推進・連携強

化 

①幼稚園教諭・保育士の合同研修の促

進。 

①平成 20 年度

中に地方公

共団体へ要

請 

 

平成 21 年 3月 ○「認定こども園制度の普及促進について」通知発出。 

・都道府県及び市町村で、幼稚園教諭及び保育士の合

同研修を要請。 

②幼稚園教諭・保育士の連携体制構築

等に関する事例集を作成。 

②平成 21 年度

中に実施 

平成 22 年 3月 ○幼児教育の改善・充実調査研究において、NPO 法人全

国認定こども園協会に事業委託、報告書作成。 

 

４．行政の連携 

（１）行政窓口

一本化の推

進 

①文部科学省・厚生労働省に幼保連携

推進室を設置。 

 

① 置済み（平

成 18 年７

月設置） 

 

－ ○平成 18 年に文部科学省・厚生労働省両省に幼保連携推

進室を設置。 

②方公共団体における窓口一本化の

促進。 

②平成 20 年度

中に地方公

共団体へ再

度要請 

平成 21 年 3月 ○「認定こども園制度の普及促進について」通知発出。 

・利用者や施設からの相談・照会、認定手続き、補助

手続きにつき、統一的な窓口の設置を要請。 

・指導監督等の権限の一体的行使を要請。 

 ※窓口の設置状況(平成 24 年 4 月) 

  都道府県 100％、市区町村 60％（認定こども園を

設置している市町村の 99％） 
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（２）国・都道

府県・市町村

間の連携 

○積極的な情報提供などに取り組む。 平成 20 年度中

に地方公共団

体へ要請 

平成 21 年 3月 ○「認定こども園制度の普及促進について」通知発出 

・行政窓口の一本化、関係部局間の調整など、関係機

関の連携を要請。 

・各地方公共団体から照会のあった点等について、平

成 18 年 10 月、平成 20 年 7 月、平成 22年 7 月にＱ＆

Ａを逐次発出。 

 

 

 

５．基準・制度の見直し等 

（１）認定こど

も園に係る

基準の見直

し 

○保育所が幼保連携型認定こども園

になる場合の幼稚園の設置基準に

ついて、保育所の要件より厳しくな

っている園舎の構造に関する基準

について必要な見直しを行う。（幼

稚園設置基準の改正） 

平成 21 年度中

に改正 

平成 22 年 3月 

 

○幼稚園設置基準を改正。 

・既存の保育所が幼保連携型認定こども園の認定を受

ける際に必要となる幼稚園の認可に係る幼稚園設置

基準の特例措置において、耐火性能に関する施設設備

基準については、児童福祉施設最低基準に定める要件

を選択できることとした（2階の保育室を耐火→準耐

火で可とした。）。 

 

（２）認定こど

も園を構成

する認可外

保育施設在

籍児童に対

する災害共

済給付の適

用 

 

○認定こども園を構成する認可外保

育施設の児童に対しても災害共済

給付を適用する方向で検討。 

平成 20 年度中

に検討・結論。

他 の 制 度 改

善・制度改革と

あわせて改正 

平成 24 年 8月 ○子ども・子育て支援関連三法の中で、独立行政法人日

本スポーツ振興センター法を一部改正。 

・認定こども園を構成する認可外保育施設についても

災害共済給付を適用することとした。 

（３）制度上弾 ○Ｑ＆Ａのきめ細かな追加・改定によ 随時実施 随時実施 ○認定こども園に関するＱ＆Ａを随時改定し、幼保連携
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力化された

事項、運用上

可能な事項

に関わる周

知 

 

 

り地方公共団体、施設へ周知。 推進室のホームページで公表。 

・各地方公共団体から照会のあった点等について、平

成 18 年 10 月、平成 20 年 7 月、平成 22年 7 月にＱ＆

Ａを逐次発出。 

（４）公立保育

所に係る給

食の外部搬

入 

○現在特区として実施しているとこ

ろであり、全国展開に向けて、懸念

される弊害を除去するための方策

について検討。 

平成21年度に

特区の手続の

中で評価 

 

平成22年6月 ○「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措

置の評価に係る評価・調査委員会の意見に関する今後

の政府の対応方針」（平成22年3月25日構造改革特別区

域推進本部）に基づき、保育所における満3歳以上児に

対する食事の提供については、平成22年6月1日より外

部搬入方式を採用することを可能とした。【児童福祉施

設最低基準第32条の2】 

 

○満3歳未満児については、公立では、引き続き特区の認

定を受けた市町村に限り外部搬入方式を採用すること

が可能。 
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第３回 基本制度ワーキングチーム資料

子ども・子育て新システム検討会議作業グループ

基本制度ワーキングチーム（第３回）

平成２２年１１月４日
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１．現行の幼稚園及び保育所の仕組み

① 幼稚園

○ 幼稚園は、小学校就学前の３歳以上の幼児に対し、義務教育及びその後の教育の基礎を培う幼児
教育を行う学校教育法に基づく学校である。

○ 幼稚園の入園にあたっては、利用者が、それぞれの建学の精神等に基づく多様な幼児教育を行う
施設を自ら選び、施設と直接契約することとなっている。

○ また、財政措置については、各幼稚園の運営に必要な経費の一部を公費により助成するという方
式が採られ、保育料については各園が自由に定めることとなっている（自由価格）。

※幼稚園に対する財政措置：私学助成（機関補助）

幼稚園就園奨励費補助（保護者に対する保育料の負担軽減としての個人給付）

② 保育所

○ 保育所は、共働き等の理由により家庭において保育ができない子どもに対し、個々の家庭に代
わって保育する児童福祉法に基づく児童福祉施設である。

○ 従って、幼稚園とは異なり、保育所の入所にあたっては、親が働いている等の「保育に欠ける」認定
を受けた上で、市町村が子どもを保育する施設を決定する仕組みとなっており、保護者と保育所と
の間に契約はない。

○ 財政措置についても、保育を必要とする子どもの確実な利用を保障する観点から、運営に必要な
経費を公費により保障するという形を採っており（公定価格）、保育料については保護者の所得に応
じた費用徴収が行われている。

※保育所に対する財政措置：保育所運営費負担金

Ⅰ 幼保一体給付（仮称）創設の目的
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２．認定こども園の仕組み及び課題

○ 認定こども園は、幼稚園及び保育所の制度を基礎とした上で、小学校就学前における幼児教育及
び保育、保護者に対する子育て支援を総合的に提供する機能を有するものとして認定を受けた施
設である。

○ 認定こども園については、幼稚園と同様、利用者が施設を選ぶ直接契約方式となっている一方、幼

稚園・保育所それぞれの既存の財政措置しかないことから、財政支援の充実（特に認可外施設の部
分）及び二重行政の解消（特に財政面）が指摘されている。

○ こうした状況を踏まえ、文部科学省・厚生労働省が共同して安心こども基金により財政措置を行っ
ているが、予算補助、かつ、平成22年度までの時限措置※であり、制度的・恒久的な財政措置とは
なっていない。

※安心こども基金については、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」（平成22年10月8日閣議決定）により、基金の積み増し
及び平成23年度末までの実施期限の延長を行う予定。

○ さらに、認定こども園においては、幼稚園児と保育所児に対し、同じ時間、同じような幼児教育・保
育を提供した場合であっても、１．で述べたとおり、幼稚園と保育所の財政措置及び利用者負担の
仕組みが異なるため、幼稚園と保育所とで異なる利用者負担となり、不公平ではないかとの指摘も
ある※。

※ 私立幼稚園の平均保育料：年額約３０万円＋預かり保育料年額約３～１２万円程度（施設により異なる）
（注）平均約５万円の幼稚園就園奨励費補助あり

保育所の保育料（公私共通）：保護者の所得に応じ徴収 平均年額約３２万円

4
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３．幼保一体給付（仮称）創設の目的

○ １．～２．で述べたとおり、幼稚園及び保育所は財政措置や利用者負担が異なっており、財政支援
の必要性や二重行政の解消、利用者負担の公平性の確保等が指摘されてきた。

○ 幼保一体給付（仮称）の創設は、これまで幼稚園・保育所・認定こども園に関し指摘されている財政
措置・二重行政等に関する問題点を解消し、

① 幼児教育・保育に係る財政措置に関する二重行政の解消

② 幼児教育・保育に係る財政措置に関する公平性の確保

③ 幼児教育・保育に係る利用者負担の公平性の確保

のための制度的・恒久的な財政措置を目的とするものであり、財政面から幼保一体化を図るもので
ある。

5
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Ⅱ 幼保一体給付（仮称）の基本的考え方

6
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○ 幼稚園・保育所・認定こども園については、

① 給付の基本（財政措置）

（幼稚園は私学助成及び就園奨励費補助、保育所は保育所運営費負担金、認定こども園は両制度の組み合わせ
及び安心こども基金による補助）

② 契約方式

（幼稚園は保護者との自由契約、保育所は保護者との契約なし）

③ 給付の方法

（幼稚園は自由価格、保育所は公定価格）

が大きく異なる。

○ 幼保一体給付（仮称）については、次のような制度設計としてはどうか。

ア 例外のない幼児教育・保育の保障の視点から、市町村が客観的な基準に基づき、保育の必要性
を認定する仕組みとする。

イ 保護者に対する個人給付を基礎とし、財政措置及び利用者負担の公平性を確保した上で、確実
に幼児教育・保育に要する費用に充てるため、法定代理受領の仕組みを検討するとともに、契約方
式は公的幼児教育・保育契約（仮称）を基本とする。当該契約については、施設に応諾義務（正当な
理由のない場合）を課す。

ウ 費用については、公定価格を基本としつつ、サービスの多様化の観点、私学の建学の精神など設
置者の自主性等を踏まえ、柔軟な制度を検討する。

7

Ⅱ 幼保一体給付（仮称）の基本的考え方
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幼稚園 保育所 認定こども園 幼保一体給付（仮称）

財政措
置

私立：私学助成

幼稚園就園奨励
費補助

公立：一般財源

私立：保育所運営費負担
金

公立：一般財源

幼稚園・保育所の
制度の組合せ及び
安心こども基金

幼保一体給付（仮称）が基本

契約方
式

保護者との直接契約 保護者との契約なし
保護者との直接契
約

公的幼児教育・保育契約（仮
称）が基本
（※応諾義務あり（正当な理由の
ない場合））

利用者
負担

施設によって異なる 所得に応じた費用徴収
幼稚園・保育所の
制度の組合せ

給付に応じた一定の負担が基
本

価格設
定

自由価格 公定価格
幼稚園・保育所の
制度の組合せ

幼保一体給付（仮称）を基本と
した上で、柔軟な価格設定を
認める

幼保一体給付の主要論点例
※その他の論点及び詳細な検討については「幼保一体給付（仮称）についてⅡ（案）」を参照

現行制度における比較 一体化後の考え方（例）
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新たな制度における財政措置と利用者負担

保育の必要量

標準的な
教育時間

長時間

（３歳以上）

幼児教育・保育給付（仮称）

（３歳未満）
保育の必要量

保育給付（仮称）

長時間

主として保護
者の就労に
応じた時間

法律に基づき利用者が一部負担 法律に基づき利用者が一部負担

［幼保一体化の効果］

① 財政措置に関する二重行政の解消（手続の一本化）

② 財政措置に関する公平性の確保（同じ幼児教育・保育機
能であれば同じ財政措置が基本）

③ 利用者負担の公平性の確保（同じ利用時間であれば同
じ利用者負担が基本）

＜ 現行制度 ＞
＜ 新たな制度 ＞

幼稚園

就園奨励費

私学助成
（預かり保育補助）

私学助成

保育の必要量
（「欠ける」程度）

４H

８H

保育の必要量
（「欠ける」程度）

保育所運営費４H

８H

認定こども園の

幼稚園機能部分

安心こども基金

安心こども基金

認定こども園の

保育所機能部分

保育所

施設によって異なる

財
政
措
置

財
政
措
置

利
用
者
負
担

利
用
者
負
担

所得に応じた
費用徴収

施設によって異なる

※ 私立の場合

※幼児教育・保育については、現行制度における整理を前提としたもの。
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新たな制度における契約方式

市 町 村市 町 村

利 用 者利 用 者 認可保育所認可保育所
サービス提供

公
法
上
の
契
約
（
委
託
）

契

約

保育の実施

保
育

料

委
託
費
の
支
払
い

（保育所）

市町村

利用者 幼稚園

（幼稚園）

10

※市町村によっては、幼稚園が利用者に代わって幼稚園就園奨励費を代理受領し、
保育料の軽減を図る仕組みを取っている。

幼児教育

保育料

契 約

市町村

利用者 こども園
保育料

公的幼児教育・保育契約（仮称）

幼児教育・保育の提供

・質の確保された幼児教
育・保育の提供責務
・利用者支援

・質の高い幼児教育・保
育の提供

・応諾義務（正当な理由
のない場合）

＜ 現行制度 ＞ ＜ 新たな制度 ＞
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【基本制度案要綱の抜粋】

＜幼保一体給付（仮称）＞

○ 幼保一体給付（仮称）は、こども園（仮称）への給付を始め、小規模保育サービス、短時間利用者
向け保育サービス、早朝・夜間・休日保育サービス、事業所内保育サービス等の多様なサービスに
対する給付とする。

○ これらのサービスに対する給付については、価格制度を一本化する。

＜こども園（仮称）＞

○ 幼稚園・保育所・認定こども園の垣根を取り払い（保育に欠ける要件の撤廃等）、新たな指針に基
づき、幼児教育と保育をともに提供するこども園（仮称）に一体化し、新システムに位置づける。

○ こども園（仮称）については、「幼保一体給付（仮称）」の対象とする。

＜給付の仕組み＞

○ 非正規労働者、自営業者、求職者も含め、親の様々な就労状況にも応じることができる公的保育
サービスを確実に保障するため、客観的な基準に基づく保育の必要性を認定し、それに基づきサー
ビスを利用する地位を保障する。

○ 利用者がサービスを選択可能な仕組みとするため、市町村の関与の下、利用者と事業者の間の公
的保育契約制度を導入する。

○ 必要な給付の保障責務や利用者の支援など、市町村の責務の明確化を図る。

○ 利用者に対し、利用したサービスの費用を確実に保障する仕組み（利用者補助方式）とし、一定の
利用者負担の下にサービスが利用できるよう、公定価格を基本としつつ、現物給付する。その際、
サービスの多様化の観点等を踏まえ、柔軟な制度を検討するとともに、提供される多様なサービス
の特性に配慮する。



総合施設（仮称）の概要（案）

子ども・子育て新システム検討会議作業グループ

基本制度ワーキングチーム（第１２回）

平成２３年５月３１日

資料
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※平成２３年５月２５日 幼保一体化ワーキングチーム（第９回）資料４－１

【別紙４】
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１．総合施設（仮称）の基本的考え方

①基本的位置づけ

○ 総合施設（仮称）は、学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施
設とする。

※ ここで言う「学校教育」とは、学校教育法に位置付けられる小学校就学前の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）を言い、
「保育」とは児童福祉法に位置付けられる乳幼児を対象とした保育を言う。以下同じ。（参考資料P.3参照）

ア 満３歳以上児の受入れを義務付け、標準的な教育時間の学校教育をすべての子どもに保障。

また、学校教育の保障に加え、保護者の就労時間等に応じて、保育を必要とする子どもには保育を保障。

イ 満３歳未満児については、保護者の就労時間等に応じ、保育を必要とする子どもに保育を保障。

○ 総合施設（仮称）については、学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法における学校

（１条学校）、児童福祉施設及び第２種社会福祉事業として位置づける。

②具体的制度設計の基本的考え方

○ 総合施設（仮称）に係る具体的制度設計については、質の高い学校教育・保育を保障す
る観点から、現行の幼稚園制度及び保育所制度の双方に求められる質の水準を基本とす
る。
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認定こども園（幼保連携型）

根拠法
【認定こども園】認定こども園法
【幼稚園】学校教育法
【保育所】児童福祉法

設置
主体

【幼稚園】国、地方公共団体及び学校法人
【保育所】設置主体制限なし

認可・指
導権者

【認定こども園】認定権者：都道府県知事（又は教育委員会）
【幼稚園】公立：都道府県教育委員会、私立：都道府県知事
【保育所】都道府県知事、指定都市市長、中核市市長

評価・情
報公開

【認定こども園】積極的情報提供：義務
【幼稚園】自己評価：義務、学校関係者評価：努力義務、積極的情報提供：義務
【保育所】自己評価：努力義務、第三者評価：努力義務、積極的情報提供：努力義務

研修

【幼稚園】公立：教育公務員としての各種特例（初任者研修等）
私立：学校の教員として研修の充実が図られなければならない

【保育所】公立：地方公務員としての各種研修
＋児童福祉施設の職員として必要な知識等の修得に努める

私立：児童福祉施設の職員として必要な知識等の修得に努める

監督

【認定こども園】認定の取消
【幼稚園】公立：変更命令、閉鎖命令

私立：閉鎖命令のみ（変更命令は適用除外）
【保育所】公立：立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令

私立：立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令、認可の取消

政治的
行為の
制限

【幼稚園】幼稚園における政治教育その他政治的活動の禁止
【保育所】制限なし

【幼稚園教員】
公立：国家公務員と同様の制限（所属地方公共団体の内外にかかわらず制限）、
私立：制限なし
【保育所職員】
公立：原則として所属地方公共団体内で制限、私立：制限なし

２．総合施設（仮称）の具体的制度設計の概要
総合施設（仮称）

総合施設法（仮称）

国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要
件を満たした株式会社、NPO等の法人

※一定の要件を満たした法人を国、地方公共団体、学校法人、社会福祉
法人と同じ扱いとするか、学校教育体系の原則に基づき、国、地方公共
団体、学校法人及び社会福祉法人を原則とし、一定の要件を満たした法
人は地域の実情に応じた例外とするか、については、今後検討。

※一定の要件については、例えば総合施設（仮称）の経営に必要な財産を
有すること等が考えられる。

都道府県知事（教育委員会が一定の関与）
※大都市特例等に位置づけるかどうかは今後検討

自己評価：義務
関係者評価、第三者評価：努力義務
積極的情報提供：義務

公立：教育公務員としての各種特例（新任者に対する研修等）
私立：教員について研修の充実が図られなければならない

＋職員が必要な知識等の修得に努める義務

公立：立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令、閉鎖命令
私立：立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令、閉鎖命令

総合施設（仮称）における政治教育その他政治的活動の禁止

（教員）
公立：国家公務員と同様の制限（所属地方公共団体内外にかかわ

らず制限）
私立：制限なし

財政措置
【幼稚園】私立：私学助成、幼稚園就園奨励費補助、公立：一般財源
【保育所】私立：保育所運営費負担金、公立：一般財源
※他、認定こども園に対し、補正予算で安心こども基金を措置

こども園給付（仮称）
※既存の財政措置の取扱いについては今後検討

（参考）



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ

基本制度ワーキングチーム（第１２回）

平成２３年５月３１日

資料2-
2

参考資料（案）
〔総合施設（仮称）の概要（案）関係〕

※平成２３年５月３１日 幼保一体化ワーキングチーム（第９回）資料４－２



総合施設（仮称）の創設

満３歳以上

満３歳未満

長時間

学校教育

標準時間

満３歳以上

満３歳未満

保育に欠ける
保育所の認可

学校教育

学校教育

ー ー

ー

ー

保育
（児童福祉）

保育
（児童福祉）

満３歳以上

満３歳未満

保育を必要
とする

学校教育

保育を必要
としない

総合施設（仮称）の認可

学校教育

保育
（児童福祉）

ー 保育
（児童福祉）

保育に欠けない

新制度現行制度
幼稚園の認可

１

○ 学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する総合施設（仮称）を創設する。
※ ここで言う「学校教育」とは、学校教育法に位置付けられる小学校就学前の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）を言い、
「保育」とは児童福祉法に位置付けられる乳幼児を対象とした保育を言う。以下同じ。

ア 満３歳以上児の受入れを義務付け、標準的な教育時間の学校教育をすべての子どもに保障。

また、学校教育の保障に加え、保護者の就労時間等に応じて、保育を必要とする子どもには保育を保障。

イ 満３歳未満児については、保護者の就労時間等に応じ、保育を必要とする子どもに保育を保障。

○ 総合施設（仮称）については、学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法における学校（１条学校）、
児童福祉施設及び第２種社会福祉事業として位置づける。

○ なお、満３歳未満児の受入れは義務付けないが、財政措置の一体化等※により、満３歳未満児の受
入れを含め、総合施設（仮称）への移行を促進する。
※ 例えば、現行制度でいえば、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認定こども園の幼稚園機能部分についても基準
を満たせば財政措置を受けられるようにすることや、調理室等への補助制度を創設することなど。



総合施設（仮称）の創設
～二重行政の解消～

○ 現行の幼保連携型認定こども園を運営するためには、幼稚園、保育所、認定こども園
に対する行政庁の認可・認定が必要となっている。

○ 総合施設（仮称）においては、総合施設（仮称）の認可に一本化される。

認定こども園

幼稚園 保育所

総合施設（仮称）

総合施設（仮称）

幼稚園担当認定こども園担当保育所担当

認可

総合施設（仮称）
担当

認可認定認可

行政庁（地方公共団体） 行政庁（地方公共団体）

２



０歳 ６歳

接続

連携

３歳

教 育
（発達の援助）

養 護
（生命の保持・情緒の安定）

こども指針（仮称）上の取扱い案（イメージ図）

発達や学びの連続性

子
ど
も
の
生
活

家庭教育

又は

家庭に代わる施設での教育

小学校以降の

教育につながる

学校教育

小学校以降

の学校教育

３



幼保連携型

〔類型〕

幼稚園機能
＋

保育所機能

幼稚園型

保育所型

地方裁量型

《現行制度》 《改正後》

幼稚園
（学校）

幼稚園
（学校）

保育所
（児童福祉施設）

保育所
（児童福祉施設）

保育所
機能

幼稚園
機能

○施設体系は、現行どおり

○財政措置は「施設型給付」
で一本化

幼保連携型認定こども園
（学校及び児童福祉施設）

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可

○ 保育所は児童福祉法に基づく認可

○ それぞれの法体系に基づく指導監督

○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置

○ 改正認定こども園法に基づく単一の
認可

○ 指導監督の一本化

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化

※ 設置主体は国、自治体、学校法人、
社会福祉法人のみ

○ 認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設
（新たな「幼保連携型認定こども園」）

・ 既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

・ 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可）

○ 財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化
→ 消費税を含む安定的な財源を確保

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ

※設置主体制限なし

※設置主体制限なし

※設置主体は国、自
治体、学校法人、社
会福祉法人のみ

（５９４件）

（３１７件）

（１５５件）

（３３件）

（認定こども園の合計件数は１０９９件（平成25年４月時点））

認定こども園法の改正について 【別紙５】
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