
第６２回子ども子育て会議意見書 

全日本私立幼稚園 PTA 連合会 

会 長 月本 喜久 

1．保育所以外の幼稚園等でも「多様な保育の充実」やその他の子育て支援の充実を促進で

きる予算化をお願いします。 

子ども家庭庁の令和５年予算概算要求のポンチ絵を見ると、「多様な保育の充実」を図る

ための方策として、「保育所の空き定員等を活用し、未就園児を定期的に預かるためのモデ

ル事業を実施する」との記載があります。

私ども全日私幼 PTA 連合会の会員の多くが３歳未満の子どもを家庭で養育しています。

『自らの選択で園を決めて幼児教育を受けさせたい、親子ともスムーズに就園につなげた

い』といった思いから幼稚園の入園を待っています。 

幸いにも全日私幼の加盟園では充実した子育て支援が実施されています。「未就園児の保

育（定期的な保育）」も充実しています。また、子育て相談（カウンセラー等の外部導入も

含む）、園庭・園舎の解放、子育てサークル等支援、子育て情報提供、子育て講座、父親に

重点をおいた保育参加等も充実しています。 

未就園児を家庭において保育されている各家庭の背景は多様で、育児の不安やストレス

の解消は、施設での一時保育だけでは解決できないものもあります。それは、親同士の繋が

りです。特にコロナ禍で孤立した親同士の繋がりも強く望まれています。この事情を解決す

るための子育て支援も大変重要です。 

しかし残念ながら、例えば文部科学省の調査（図１）では、私立幼稚園等が子育て支援の

活動を実施するにあたっては、地域差はあるものの、子育て支援を実施する人材が確保でき

ず一部の先生方の負担になっている、経費の確保が困難であるなどの理由から十分に取り

組むことが難しい園があることもわかっています。 

未就園児やその家庭の支援に積極的に取り組める施設が増えるよう。保育所だけでなく

同様の取り組みを実施する幼稚園も支援対象にしていただくよう、お願いします。 

２．父親向けの両親教育の充実をお願いします。 

父親が積極的に子育てに関われるよう、今月から男性の新たな育児休業制度がスタート

しました。 

他方で、残念ながら育児休業制度を取得した父親の在り方について母親たちの不満を呼

んでいるケースもあります。家にいるだけでどのように育児参加したらよいのか判らずか

えって、母親の負担になっている実情があります。 



現在まずは男性が育児休業取得できるよう取り組んでいただいているところかと思いま

すが、併せて育児休業を取得した男性が、どのように育児に参画できるかといった、内容面

でのサポートも充実させていく必要があります。父親を対象とした両親教育についても子

育て支援の一つのメニューとして、支援いただくようお願いいたします。 

 

 

（参考） 

図１（出典）文部科学省「令和元年 幼児教育実態調査」 

11. 幼稚園における子育ての支援活動実施状況（５）実施上の課題（複数回答可） 
 
 



 

第 62回 ⼦ども・⼦育て会議 意⾒書 

 

滋賀県知事 三日月 大造 

 

１ 保育の充実  

 

○ 本県の待機児童は２年連続減少したものの、待機児童率は全国３位で、引き続き

対策の強化が必要な状況となっている。そのため、保育士にとって働きやすい職場

環境づくりに取り組むなど、特に保育人材の確保に力を入れており、保育士等が将

来に希望を持ち、継続して働き続けられるよう、更なる処遇の改善を検討いただき

たい。 

 

○ また、少子化の進行により、人口減少地域における保育の提供が課題となる中、

全国の主要都市では約７割の保育等施設が定員に満たない状況と伺っており、本県

においても、６６．７％の施設が定員を満たしておらず、県内市町や保育関係団体

から、将来の施設運営を不安視する声を聴いている。 

 

○ こうした状況を踏まえ、利用児童が減少している施設の運営に支障が生じない公

定価格等の設定や、保育施設の多機能化を図るための公立園も含めた整備費用等へ

の支援をお願いしたい。 

 

〇 併せて、地域の貴重な資源である保育等施設の活用という観点から、保育所と児

童発達支援との一体的な支援や、保育士による巡回支援事業など、地域のニーズに

応じた施設や人材の有効活用に向けた支援をお願いしたい。 

 

２ 保育所等における児童の安全確保 

 

○ 保育所等における児童の安全確保については、そのための計画策定の義務化に加

え、今般の通園バス事故を受け、再発防止策として安全装置設置の義務化とそのた

めの支援措置について検討が進められているところ。 

 

○ 地方公共団体としては、速やかに安全対策を講じるべきと考えており、10 月中に



示されることとなっている緊急対応策について出来る限り早期に示されるととも

に、必要な財源を確保されたい。 

 

〇 また、県内の保育所等からは、現在の職員配置では園児の安全を十分に確保でき

ないとの声を聴いており、「質の向上」として事項要求が行われている１歳児およ

び４・５歳児の職員配置の見直しについて、早急に実現されたい。 

 

 

３ ⼦どもの意⾒表明等⽀援 

 

○ 児童相談所等における子どもの意見表明等支援については、国において、令和４

年度中に意見表明等支援員への研修プログラムの調査研究が行われ、この調査研究

報告書をもとに、令和５年度早々にガイドライン等が示されるものと伺っている。 

 

○ しかしながら、本取組を令和６年４月から開始するためには、必要な人材を確保

し、養成するなど、その準備に向けた取組を速やかに進める必要があることから、

業務内容や資格要件、対象となる児童の範囲等の基本的な内容について、早急に示

していただきたい。 

 

 



意見書 

全日本私立幼稚園連合会 

政策委員長 水谷 豊三 

 

◆資料１の幼保小の架け橋プログラム事業について、幼保小接続期の教育の質の向上は幼稚園だけ

でなく保育所や認定こども園においても重要な課題です。 

施設類型にかかわらず、すべての施設において取組が進められるように予算の充実を図っていた

だきますよう、お願いします。 

また、市町村教育委員会や施設への取組の周知にあたっては、自治体・施設間による格差がない

よう、十分な配慮をお願いします。 

 

◆資料１の認定こども園向けの施設整備費の一元化は、事務の効率化等の観点から大変ありがたい

ことです。他方で、実際に交付する際には、設置主体の法人類型等の違いにより補助金が受けられ

ないといった縦割りの執行とならないよう、ご支援をお願いします。 

 

◆資料 3 の待機児童数は今や 3,000 人を下回り、待機児童がいない自治体も増えています。このよ

うな状況の中で、今年度で７万人以上の保育の受け皿を拡大するのは、必要数に比べて過剰では

ないかと感じます。 

なぜこれだけの拡大が必要なのか、またどのような施策により拡大する予定なのかについて、お聞

かせください。 

 

令和３年に全日本私立幼稚園連合会が実施した私立幼稚園を対象とする調査において、 

・在園児の約４分の１（23.8％）が新２号児であること。表 1 

・預かり保育提供時間は平均して５時間 20 分であり、教育課程時間も合わせるとか開園時間は

平均して 10 時間 20 分であること、表 3 

・預かり保育 4 時間未満の利用者のうち 4 割（43.1％）が就労を理由とすること、がわかっていま

す。表 2 

また、令和元年の文部科学省の調査結果によると、97％の私立幼稚園が預かり保育を行ってお

り表 4、そのうち 70％以上の園において未就園児の保育を実施しています。表 5 

これらの調査結果は幼稚園が多様な就労形態に対応しつつ、待機児童対策にも貢献しているこ

とを実証するものです。 

既存の施設を有効に活用することで、施設の過剰な供給を妨げ、施設整備に必要な経費を抑制

することも可能となります。 

 

待機児童解消にあたっては、施設・人材・ノウハウなどの点から高い潜在能力をもつ幼稚園も

十分に活用したうえで一体的に進めていただくよう、お願いします。 



また、自治体により待機児童の状況も異なることから、各市町村に対しては、幼稚園など既存施

設の活用も含めて、その地域の実態に応じた必要な待機児童施策を進めるよう丁寧な説明をお

願いします。 

 

さらに、本日、待機児童数や認定こども園の調査を説明いただきましたが、待機児童対策や 3 歳

未満児の在宅乳幼児対策を検討するにあたっては、教育・保育にかかるすべての施設種別の在籍

園児や定員・実員率などを網羅的に把握した上で進めていくことが合理的であると思われます。 

 

今後も全体を俯瞰したうえで施策づくりをいただくよう、よろしくお願いします。 

 

◆資料１の保育所の空き定員等を利用しての定期的なモデル事業について、未就園児やその家庭の

支援は育児の負担軽減、社会からの孤立化を防止する観点からも重要と考えています。 

これまでも幼稚園においては、未就園児の保育や地域に開いた親子登園も含めて多様な子育ての

支援活動を提供してまいりました。 

事業の実施にあたっては、保育所に留まらず幼稚園も含めたすべての施設を対象として、未就園児

を抱える家庭の支援を進めていただくよう、お願いします。 

 

◆今までは施設の呼称として「保育所等」という表記が使用されている場合、「等」という文字に認定こ

ども園、施設型給付幼稚園、私学助成幼稚園、小規模保育所などが含まれていると認識しています。

こども家庭庁の創設にあわせて、例えば、「保育所・幼稚園・認定こども園等」といった、国民がイメー

ジしやすい呼称および表記に統一することもご検討ください。	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参 考 資 料 

 

表１～３    全⽇本私⽴幼稚園連合会  令和 3年度実態調査 

表４～５    ⽂部科学省令和元年度幼児教育実態調査 

 

表 1 定員、実員（実員率）、新２号実員（新２号実員率）の最⼩、最⼤、平均 

 

 

表２ 預かり保育 4時間未満の利⽤理由 

特になし 109  
設定無し 10  

コロナのため 5  
料⾦設定（時間単価制）による 3  

出勤時間に合わせた早朝利⽤希望 127 6.4% 
保護者・同居者通院・介護 371  

パート・勤務形態 725 36.7% 
 園児習い事まで 73  

弟妹世話・出産、⼦育て不安 36  
 私⽤・急⽤・買い物・リフレッシュ 160  
兄姉学校⾏事/下校時刻/習い事/受験 322  

バス無理 4  

43.1% 



 安全な遊び場 31  
(件) 1,976  

 

表３ 教育開始時刻/終了時刻/教育時間、開⾨時/閉⾨時刻/開園時間の平均 

4．預かり保育実施有無別 教育開始時刻/終了時刻/教育時間、開⾨時/閉⾨時刻/開園時間の平均 

  教育 開園 

開始時刻 終了時刻 教育時間 開⾨時刻 閉⾨時刻 開園時間 

預かり保育実施あり 9:08 14:09 5:00 7:39 18:00 10:20 

預かり保育実施無し 9:05 13:53 4:47 9:05 13:53 4:47 

 

表４ 幼稚園における預かり保育実施状況 
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表５ 私⽴幼稚園における⼦育て⽀援活動の内容別実施率 
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令和４年 10 月 4 日 
第 62 回子ども・子育て会議 御中 

特定非営利活動法人 
全国認定こども園協会 

意 見 書 
 
１．こどもの居場所づくり支援について                        
 令和 5 年度予算において「こどもの居場所づくり支援モデル事業」の実施が検討されてい
るが、認定こども園等、既存の施設においても本事業が推進できるようご配慮いただきたい。 
 また、園児減少により、保育室であった場所を児童発達支援事業や、地域子ども・子育て
支援事業に使用することができるなど、少なくとも国や自治体が提示している支援事業を実
施しようとする際には、施設等の使途制限・目的外使用を柔軟に緩和していただき、認定こ
ども園等が地域のこどもの最善の利益に資する取り組みができるようご配慮いただきたい。 
 
２．子育て支援における未就園児の定期預かりモデル事業について            
 ㈱日本総合研究所が 2022 年 5 月に行った未就園児を持つ保護者向けアンケート調査結
果は、定期サービス未利用者の約 56%が定期保育サービスを「利用したい」と回答してい
る。特に低年齢のこどもを持つ家庭ほど利用ニーズが⾼い傾向が見られ、利用にあたり、
希望する頻度と時間は、平均週 1.8 日、1 回あたり平均 4.5 時間程度となっており、保護
者ニーズが通常の定期保育サービスで受け⼊れるほどではない頻度・時間であることが調
査結果から伺える。 
 子育て支援における未就園児の定期預かりモデル事業では、未就園児に対するアウトリ
ーチによる支援も想定されていることから、地域の基幹施設である既存の認定こども園等
を活用することで、施策の実効性が担保されると考えられる。 
また、現行の一時預かり事業に上記の保護者ニーズに即したメニューを推進するなど、

既存の一時預かり事業の活用を図ることも検討していただきたい。 
 
３．認定こども園向け補助金の一元化について                     
認定こども園に対する施設整備費の一元化を推進いただけることは大変ありがたい。しか

し、特別支援教育における加配補助金は子どもの認定区分によって、財源、仕組み、単価が
異なっている。こども家庭庁創設にあたり、こどもを分断せず、改めて整理をいただき、事
務の輻輳や縦割りの問題の改善を図っていただきたい。 

以 上 



意 見 書 
 

 

一般社団法人 全国認定こども園連絡協議会 

会長 戸巻 聖 

 

 

 令和５年度の概算要求にあたり様々な事項要求を含め、予算の確保へご尽力をいただきありがとう 

ございます。痛ましい事故に関して、子ども達を巡る環境としてハード面は基より、ソフト面である 

職員配置に関しても十分に検討して行くべき時期に来ていると考えます。つきましては、次の事項に 

ついてご検討いただけますよう、お願いいたします。 

 

 

１、 市町村の財政体力や子育て施策方針に左右されない、すべての子どもが皆平等に 

教育・保育を受け、国の補助メニューや施策の恩恵を受けることができる体制の構築 

 

国の補助メニューや施策等にて恩恵を受けることが出来るはずの子ども達が、地方自治体の財政 

状況や予算執行方針等により、平等に恩恵を受けることが出来ていない現状を鑑みていただきたい。 

自治体の負担を減額や無しにすること等で、子ども達が安心安全な環境で生活する、質の高い十分 

 な数の職員の中で生活する、などの子ども達を巡る環境が日本のどこにいても同じように提供される 

ようにご検討いただきたい。 

 

 

２、 子ども家庭庁の創設にあわせ、子ども・子育てにおける「質の向上」にあてるべく 

0.3 兆円のメニューについて 

 

  従前より、子ども・子育てにおいて、職員の処遇改善を＋5％まで引き上げるほか、1歳児の職員 

配置の改善（6：1→5：1）、4・5歳児の職員配置の改善（30：1→25：1）等を実施することとして職員

の処遇や配置に関する改善など「質の向上」をより促進するための予算としての 0.3 兆円のメニューに

ついては、出来る限り迅速にそして確実に実施していただきたい。 

 

 特に職員の配置については、現場で子ども達と向き合う保育教諭が強く望んでいる肌感を大切にして 

いただくと共に、昨今の子ども達を巡る安心安全の向上にも寄与することは明確であると考えます。 
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