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1 ．はじめに
本稿の目的は、政府による少子化対策が本格化した 1990 年代以降の保育を巡る状況の変化
に注目し、近年の保育に関する政策の問題点を明らかにすることである。1990 年代以降に注
目するのは、仕事と子育ての両立を重視した少子化対策の本格化以降、日本の社会構造が専業
主婦による子育てを前提にしたものから共働きを前提にしたものに変化しつつあり、こうした
子育て観の変化によって保育政策も大きく変化しているからである。大きく政策が転換する時
には、それまで自明とされていた前提が崩れるため様々な矛盾点が明らかになる場合が多く、
またそうした矛盾点を精査しておかなければ、新たな政策が全体としての整合性を欠くものと
なる可能性も高い。
こうした問題意識をもって、
本稿では、
まず少子化対策の本格化以降の子育て観の変化によっ
て、保育サービスの量的拡大が目指されると同時に質的な低下が懸念されていることを指摘す
る。その上で、1990 年代以前と以後では、誰のニーズが満たされるようになり、また逆に誰
のニーズが満たされなくなったのかという点に注目して、保育サービスの平等性について論じ
る。ついで、近年、保育者の重要性が増しつつあると同時に、保育者の質的低下が懸念される
状況が生じていることを指摘し、保育政策の整合性について論じる。

2 ．日本における子育て観の変化と保育政策
（1）日本における少子化対策の展開と子育て観の変化
合計特殊出生率が 1.57 を下回った 1990 年の「1.57 ショック」を契機に、少子化対策が重要
な課題と認識され、1994 年には文部、厚生、労働、建設の４大臣合意によって「エンゼルプラン」
（
「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」）が策定された。エンゼルプラン以
降も現在に至るまで、様々な少子化対策が打ち出されている。エンゼルプラン以降の少子化対
策の概略をまとめたのが表 1 である。
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表１．少子化対策の概略
策定年
1994

1999

政
策
エンゼルプラン＋緊急保育対策等 5 ヵ年事業（1995 〜 1999 年度）
目標値の設定は保育サービスに限られる。
（1）多様な保育サービスの充実
（低年齢児保育 60 万人、延長保育 7000 か所、一時的保育 3000 か所、乳幼児健康支援デイサー
ビス事業 500 か所、放課後児童クラブ 9000 か所）
（2）保育所の多機能化のための整備（多機能化保育所の整備 1500 か所）
（3）子育て支援のための基盤整備（地域子育て支援センター 3000 か所）
新エンゼルプラン（2000 〜 2004 年度）
最終年度に達成すべき目標値の項目に、保育サービス関係だけでなく、雇用、母子保健・相談、
教育等の事業も加えた幅広い内容。
（1）保育サービス等子育て支援サービスの充実
（2）仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備
（3）働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正
（4）母子保健医療体制の整備
（5）地域で子どもを育てる教育環境の整備
（6）子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現
（7）教育に伴う経済的負担の軽減
（8）住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援

2002
2003

少子化対策プラスワン＋次世代育成支援対策推進法
「子育てと仕事の両立支援」が中心だった従前の対策に加え、新たな４つの柱に沿った対策を総
合的かつ計画的に推進。地方自治体及び事業主が、次世代育成支援のための取組を促進するため
に、それぞれの行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもの。
（1）男性を含めた働き方の見直し
（2）地域における子育て支援
（3）社会保障における次世代支援
（4）子供の社会性の向上や自律の促進

2003
2004

少子化社会対策基本法＋少子化社会対策大綱
少子化の急速な進行は社会・経済の持続可能性を揺るがす危機的なものと真摯に受け止め、子ど
もが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じることのできる社会への転換を喫
緊の課題とし、少子化の流れを変えるための施策に集中的に取り組むことを目的としたもの。
4 つの重点課題
（1）若者の自立とたくましい子どもの育ち
（2）仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
（3）生命の大切さ、家庭の役割等についての理解
（4）子育ての新たな支え合いと連携

2004

2006

子ども・子育て応援プラン（2005 〜 2009 年度）
少子化社会対策大綱の４つの重点課題の具体的実施計画
保育関係事業だけでなく、幅広い分野で具体的な目標値を設定
これからの少子化対策について＋新しい少子化対策について
今後の少子化対策の基本的考え方として、以下の 4 つの視点を挙げる。
（1）子どもの視点に立った対策が必要
（2）子育て家庭を社会全体で支援する態勢が必要
（3）ワーク・ライフ・バランスの実現や男女共同参画の推進が必要
（4）家族政策という観点から少子化対策を推進することが必要

内閣府編、2006 年 b；厚生労働省、2007 年；内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、2007 年より作成
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この一連の少子化対策は、扱うテーマが幅広く網羅的ではあるものの、総花的で優先順位が
不明確という問題を抱えている。ただし、保育所入所待機児童数の減少を目指して、保育サー
ビスの量的拡大を進めている点に関しては明確である。そして、少子化対策の一環として保育
サービスの量的拡大が進められる背景にある考え方とは、「仕事と子育てが両立できる環境に
なれば、子どもの数は増えるはずだ」というものである。
こうした考え方を前提とした政策を政府が進めるようになったという事実は、戦後日本社会
における大きな転機を示すものである。なぜなら、戦後日本社会は、男性が外で働き、女性は
専業主婦として家事・育児に専念する、という構造を前提としたものだったからである。例え
ば、税制は専業主婦を優遇したものになっていたし、幼児教育についても、専業主婦の子育て
をサポートする幼稚園が幼児教育のメインストリームと認識されており、保育所はあくまでも
（
「保護者が昼間働いている」などの理由で）
「保育に欠ける」子どもを対象とする児童福祉施
設として位置づけられていた。
つまり、1990 年以降の一連の少子化対策を契機に、日本の社会構造は、専業主婦による子
育てを前提にしたものから、共働きを前提にしたものに変化しつつある。言いかえれば、1990
年以前は「子育ては専業主婦がするもの」が家族規範とされていたが、1990 年以後は「仕事
と子育ての両立」が家族規範とされつつあるのである。これに伴い、当然、保育に対する認識
も変わりつつある。1990 年以前は、母親が働いていることは例外的なこととされ、保育所も
「保育に欠ける」特定の子どものための児童福祉施設として認識されていたのに対し、1990 年
以後は母親が働いていることは当然のこととみなされるようになり、保育所は「保育に欠ける」
特定の子どものための福祉施設としてではなく、子育てをする全ての親にとって必要なものと
認識されるようになってきている。
ただし、こうした変化が 1990 年を境に起きたと言えるのは、あくまでも政府の政策に注目
した場合である。それ以前からも女性の社会進出は進んでいたし、仕事と子育ての両立を目
指す家庭が多かったことは保育所入所待機児童数の増加を見ても明らかである。つまり、1990
年の 1.57 ショックを契機に、それ以前は子育てをあくまでも家庭の私事とみなし、公的には
仕事と子育ての両立を積極的に支援してこなかった政府の方針が変わり、子育て支援に公的に
取り組み始めたというわけである（加藤、2004 年；牧田、2005 年）。
それでは、こうした子育てに対する認識の変化は、保育政策に対してどのような影響を与え
ているのだろうか。
（2）保育サービスの量的拡大政策と質の低下への懸念
1990 年以降、仕事と子育てが両立できる社会づくりが目指されるようになり、両立をサポー
トするために保育サービスの量的拡大政策がとられるようになった。量的拡大政策としてなさ
れたのは、保育所定員数の増加・幼稚園での預かり保育拡大などである。
保育所の定員数を拡大するためには、常識的に考えると保育所の新設が必要になる。とこ
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ろが、実際には保育所の数はほとんど増えていない。エンゼルプランが策定された 1994 年と
2005 年を比べてみると、1994 年の保育所数は 22,526 か所、2005 年の保育所数は 22,624 か所
である。それにもかかわらず、1994 年に 1,934,670 人だった保育所の定員数は、2005 年には
2,060,938 人に増加し、保育所入所児童数にいたっては、1,675,877 人（1994 年）から 2,118,079
人（2005 年）に増加している（全国保育団体連絡会・保育研究所編、2007 年）。
保育所数が増加していないにもかかわらず、定員数が増加したのは、定員の弾力化によると
ころが大きい。保育所の定員数は、児童福祉施設最低基準によって児童１人あたりの面積が定
められているため、保育室の面積によって決まる。保育所の定員数を増やすためにとられた弾
力化とは、従来、保育所定員数を算出するために考慮されなかったホール・職員室・廊下を保
育室としてカウントすることだった。このようにして、保育所の新設や増築をせずに保育所定
員数を増やしたのが実態であるため、当然、保育所は「詰め込み」状態になる。こうした量的
拡大の結果、保育の質は明らかに低下することになった（中山、2005 年；全国保育団体連絡会・
保育研究所編、2006 年）
。
幼稚園での預かり保育も、保育サービスの量的拡大のために推奨されるようになり、実施す
る園が急増している。預かり保育を実施している幼稚園は、1993 年には全体の 19.4％だったが、
2005 年には 69.9％にまで増加している。ただし、預かり保育には保育所で定められているよ
うな最低基準は存在しないため、質の低下につながる可能性も指摘されている（中山、2005 年；
全国保育団体連絡会・保育研究所編、2006 年）
。
以上のように、保育サービスの量的拡大政策は、保育の質の低下をもたらす危険性が多分に
ある。もちろん、量的拡大が進んでも、必ずしも質の低下に直結するわけではなく、現場の努
力によって、保育所の定員数が増加してもむしろ保育の質を向上させることや、幼稚園が保育
所以上に質の高い預かり保育を行うことも可能である。ここで問題とすべきなのは、政府は保
育の質を維持する方策がほとんどとっていないばかりか、質を犠牲にしながら性急に量的拡大
を進めており、質の維持は現場の努力だけに委ねられているという点である。
（3）子育て観の変化によって満たされるニーズと満たされないニーズ
1990 年以前と以後では子育てに関する政府の方針が変化し、仕事と子育ての両立支援が行
われるようになった。これによって、仕事と子育てを両立したいと考える女性のニーズが満た
されやすくなったことは間違いない。しかし、この子育て観の変化によって、逆に、自らのニー
ズが満たされなくなった者はいないのだろうか。特に、保育のような公共性の高いサービスに
対しては、誰もが平等にそのサービスを受けることができるかどうか、という平等性の観点が
必要不可欠である。そこで、ここでは、1990 年以後の少子化対策と子育て観の変化によって
誰のニーズが満たされているのかという点に注目して、保育サービスの平等性について検討す
る。
まず、1990 年以前の状況を整理してみよう。1990 年以前は、専業主婦を前提とした社会構
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造の下で、専業主婦の子育てニーズが満たされていたのに対し、仕事と子育ての両立には非常
に困難が伴うため、仕事と子育てを両立したいと願う者のニーズは相対的に満たされていな
かった。また、いったん離職すると再就職が難しい社会構造のため、子育て期間中は仕事を辞
め子育てが一段落したらまた働きたいと考える者のニーズも満たされていなかった。
さらに、保育所が「保育に欠ける」子どものための児童福祉施設と明確に位置づけられてい
たため、
「保育に欠ける」状態以外の子どもは保育所には入れなかった。例えば、（保育所経験
が子どもに必要と考え）子どもを保育所に預けたいと考える専業主婦のニーズなどは満たされ
ていなかったと言える。逆に、
「保育に欠ける」状態（つまり、フルタイム労働者、療養中の者、
介護の必要な親族を持つ者、
親のいない世帯、
ひとり親世帯や収入の低い世帯）にある者のニー
ズは、福祉施設としての保育所が満たしていた。
ところが 1990 年以後は、仕事と子育ての両立を望ましいとする方向へ政策が転換したこと
で、状況がかなり変化することになる。保育所の量的拡大や育児休業制度の整備によって、仕
事と子育てを両立したいと考える親のニーズは、1990 年以前に比べると満たされつつある。
また、女性の労働力化を望む経済界のニーズも満たされつつある。加藤（2004 年）が論じて
いる通り、経済界は少子化によって来るべき労働力不足を女性の労働力化で補おうとする意図
や、福祉部門やサービス部門を中心とした第三次産業の重要性が増してくるに伴い労働力とし
ての女性の価値が増したため女性の労働力化を積極的に進めようとする意図を持っており、こ
の経済界の意図も保育の量的拡大政策が進められた一因である。
1990 年以降の保育の量的拡大政策によって、保育の質的低下が懸念されていることは先述
したとおりだが、これは、働きたい親、女性の労働力化を図りたい経済界のニーズが優先され
たことと無関係ではない。つまり、大人の都合が優先され、子どもにとってどのような保育が
望ましいのかという視点が軽視されていることが問題であり、1990 年以降は、子どもに良質
な保育サービスを受けさせたいと考える親・保育者のニーズが満たされにくくなっていると言
える。大人の視点ばかりではなく、子どもの視点に立って、子どもにとって良い保育とは何か
という観点から、保育のあり方を検討することも必要であろう。
また、専業主婦になって子育てに専念したいと考える者のニーズも満たされなくなりつつあ
る。仕事と子育ての両立を理想とする共働きを前提とした社会構造に変化すると、専業主婦に
なるという選択肢をとりにくくなる。1990 年以前に、仕事と子育てを両立したいと考える者
のニーズが軽視されていたことは確かに問題であり、それが是正される方向に向かっているこ
と自体は、生き方の選択肢を広げるという点でも好ましいことである。しかし、子育て期間中
は仕事を辞めて子育てに専念したいと考えている女性の比率は依然として高い。2002 年の調
査によると「子育てと仕事を両立する人生」
（継続就業）を理想と答えた独身女性の比率は全
体の 29.5％にすぎなかった。それに対して、
「いったん退職し、子育て後に再就職する人生」（再
就職）を理想と答えた者が 39.2％と最も多く、「結婚あるいは出産の機会に退職し、その後は
仕事を持たない人生」
（専業主婦）を理想と答えた者は 20.1％だった（内閣府編、2006 年 a）。
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つまり、現在でも仕事と子育ての両立を理想と考えている独身女性はむしろ少数派であり、子
育て期間中は子育てに専念する人生（再就職あるいは専業主婦）を理想と考える独身女性が多
数派なのである。こうした点から考えると、仕事と子育ての両立支援だけに偏った政策をとる
と、かえって子育てに対するニーズを満たされない者が増える危険性もある。
この危険性を裏付けるデータもある。2003 年の調査によると、理想のライフコースと現実
のライフコースのギャップが最も激しいのは、実は、継続就業を理想とする女性ではなく、専
業主婦を理想とする女性という結果が出ている（表 2 参照）。そして、共働きを前提とした社
会へのさらなる変化により、専業主婦として子育てに専念したいというニーズは今以上に満た
されなくなる可能性が高い。こうした状況を踏まえると、仕事と子育ての両立に対する支援だ
けでなく、専業主婦を理想としながらも経済的理由などから専業主婦になれない者に対する支
援も、多様な生き方を尊重するためには必要である。仕事と子育ての両立だけが重視された場
合、1990 年以前と以後では、片働きから共働きへと社会規範が変わっただけで、主たる選択
肢が１つだけで多様なニーズを考慮しきれないという点では何も変わらないという状況が生じ
ることになる。また、現在、専業主婦を理想としながらも実際にはそれがかなわない最大の理
由は経済的な問題であり、経済的に裕福な層だけが専業主婦になって子育てに専念するという
選択肢を選びうるという状況は、階層間の平等性という観点から見ても決して望ましいことで
はない。
表 2．子育て世代の女性のライフコース

（％）

現実のライフコース（理想のライフコースごとの内訳）
理想のライフコース

継続就業コース

再就職コース

専業主婦コース

計

継続就業
コ ー ス

6 2. 3

2 8. 6

9.1

1 0 0. 0

再 就 職
コ ー ス

1 8. 4

5 5. 6

26.0

1 0 0. 0

専業主婦
コ ー ス

1 5. 0

5 0 .0

35.0

1 0 0. 0

■部分が希望どおり（理想と現実のライフコースが一致）の割合
内閣府編、2006 年 a より引用
また、仕事と子育ての両立が進むと保育所は社会全体にとって必要なものになっていくが、
それによって保育所の「保育に欠ける」子どものための福祉施設としての位置づけが弱まるこ
とになる。そうなった場合、福祉施設としての保育所を求める者のニーズ（「保育に欠ける」
子どものニーズ）が、以前と比べて軽視されることになる。1990 年以降、保育所拡充政策が
とられ、従来よりも保育所を利用できる層が拡大したことは、平等性の観点からは好ましいこ
とであろう。しかし、児童福祉施設としての保育所の役割はなくなったわけではない。実際、
保育所に通う子どもの親の所得が低所得層と高所得層に二極化していることを明確に示す資料
もある（大石、2005 年）
。このことは、児童福祉施設として保育所を必要とする者と、仕事と
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子育ての両立のために保育所を必要とする者、という異なるニーズを持つ者が保育所に共存し
ていることを如実に示している。近年の保育政策では「社会全体に開かれた保育所」という側
面が強調されるようになっているが、近年の所得格差の拡大に伴い、逆に（貧困家庭の子ども
を預かる）児童福祉施設としての保育所に対するニーズが高くなる可能性もある。
保育所がこうした異なる 2 つのニーズを満たすことを求められるようになると、保育所に対
する政策のあり方も難しくなってくる。例えば、現在、福祉施設である保育所では、所得が低
い世帯ほど保育料が低く設定されており、福祉施設として保育所を考えた場合にはこの保育料
の設定は自然である。しかし、
社会全体に開かれた子育て支援機関として保育所を考えた場合、
所得によって保育料が違うことは問題視されかねない。保育所に「児童福祉施設としての機能」
と「社会全体に開かれた、仕事と子育ての両立を支援する機能」という異なる機能が求められ
ることによって様々な問題が生じることを念頭におく必要がある。児童福祉施設としての保育
所に対するニーズも依然として存在している以上、1990 年以降強調されるようになった「社
会全体に開かれた、
仕事と子育ての両立を支援する機能」だけが優先されてしまい、従来の「児
童福祉施設としての機能」が不十分なものにならないような政策が必要であろう。
平等性の観点からは、個々の価値観に基づいた多様な生き方を尊重し多様な生き方を選択可
能にすることが重要である。そのためには、
多様な保育サービスを選択可能にする必要があり、
保育サービスの多様な役割、
つまり「専業主婦の子育てを支援する役割」
「社会全体に開かれた、
仕事と子育ての両立を支援する役割」
「児童福祉施設としての役割」などを偏りなく重視して
いく必要があるのではないか。

3 ．保育者の役割の高まりと待遇悪化という矛盾
（1）社会環境の変化と保育者の役割の高まり
ここまでは、専業主婦優遇から仕事と子育ての両立支援へと変わりつつある政策理念をもと
に保育政策について論じてきたが、こういった子育て観以外にも保育を巡る社会状況は変化し
ている。中央教育審議会答申（2005 年）でも述べられているように、地域社会の教育力と家
庭の教育力の低下は著しい。
地域におけるつながりの希薄化により、地域社会の大人が子どもの育ちに積極的にかかわろ
うとしない（あるいは、かかわりたくてもかかわることができない）傾向が強まっている。さ
らに、少子化・核家族化の進行により、子ども同士が集団で遊びに熱中し、互いに影響し合う
機会も減少している。また、様々な理由で子育てに悩む親が増加している。例えば、以前は、
弟妹や親類の子どもの面倒を見ることが当たり前で、そういった経験を重ねることで小さな子
どもと接することに慣れた上で親になるケースが多かったが、現在ではそうした経験がないま
ま親になるケースが増えているという理由などによって、子育てに悩む親が増加している。そ
れにもかかわらず、核家族化の進行により、地域の人々や親類に子育ての悩みを気軽に相談し
にくくなっている。
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そして、こうした社会環境の変化に対応することが幼稚園・保育所に求められるようになっ
ている。つまり、家庭・地域における教育力の低下により、子育てにおける幼稚園・保育所の
役割は非常に高まっている。また、地域での子ども同士の触れあいが活発だった従来よりも、
子ども同士の触れあいが可能な場としても幼稚園・保育所の重要性が高まっている。さらに、
子どもへの対応だけでなく、子育てに悩む親の相談に対して適切なアドバイスを行うことも求
められているし、地域の子育て支援ネットワークの拠点としての役割も求められるようになっ
ている。
また、前述した近年の仕事と子育ての両立支援政策により、従来の専業主婦による家庭保育
重視から保育所・幼稚園における集団保育重視へと保育のあり方が変わり、子育てが保育者に
任されている時間が長くなっているという点でも、子育てにおける保育者の重要性が増してい
る（加藤、2004 年）
。
要するに、様々な要因から保育者に求められる役割が急速に増大しており、今後は保育者に
はこれまで以上の専門性が求められるようになっている。しかし、次に述べるように、近年の
公立保育所・幼稚園の民営化の動きによって、優秀な人材が保育者を志すことを断念する可能
性が高まっている。
（2）民営化による保育者の待遇悪化の可能性
近年の市場主義に基づく構造改革の流れのなかで、公立保育所・幼稚園の民営化が進んでい
る。確かに、公立保育所は私立保育所に比べると、1.5 倍から２倍の運営コストがかかってい
るとされる（中山、2005 年；汐見他、2005 年）
。これだけ運営コストが異なると、民営化を進
めることによって、コストが削減できると考えるのは自然なことと言える。しかし、保育所と
幼稚園の現状を見る限りでは、民営化によるコスト削減が保育の質の低下につながる危険性が
非常に高い。
私立に比べて公立保育所・幼稚園の運営コストが高くなっている最大の要因は人件費だが、
実際のところ、公立の人件費は常識的に見て決して高いわけではなく、私立の人件費が低すぎ
る水準なのである。表 3、表 4 の通り、私立保育士の給与月額（諸手当を含む）は 213,950 円、
私立幼稚園教諭の給与月額（諸手当を含まない）は 181,700 円であり、専門職としては異例な
ほど低い水準である。小学校教諭の給与月額 367,800 円（諸手当は含まない）と比較してみて
も、専門職として公立保育所・幼稚園の人件費が高いのではなく、私立保育所・幼稚園の人件
費が低すぎることははっきりしている。なお、公立と私立でこれだけ人件費が異なる理由は、
勤務年数の違いである。私立保育士の平均年齢は 31.4 歳、平均勤務年数は 7.2 年で、私立幼稚
園教諭の平均年齢は 28.9 歳、平均勤務年数は 6.2 年となっており、私立ではスタッフの回転が
速くそれゆえ人件費が抑えられているのである。小学校教諭の平均年齢 42.9 歳、平均勤務年
数 18.9 年と比べてみても、私立保育所・幼稚園の勤務年数がきわめて短いことは明らかであ
る（文部科学省、2004 年）
。
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表 3．公私立認可保育所における保育士の給与と個人属性の比較
保育士総数
（16,735 人）

公立保育士
（7,102 人）

私立保育士
（9,633 人）

給 与 月 額
（諸手当を含む）

251,199 円

301,723 円

213,950 円

男 性 比 率

1.5％

1.0％

1.9％

平 均 年 齢

33.8 歳

37.0 歳

31.4 歳

平均勤務年数

9.6 年

12.9 年

6.2 年

＊関東近辺 10 都県の認可保育所に勤める常勤保育士 1.7 万人を対象に実施したアンケート結果。
周・大石、2005 年、191 頁より引用

表 4．公私立幼稚園における幼稚園教諭の給与と個人属性の比較

給 与 月 額
（諸手当調整額を含まない）

幼稚園教諭総数
（86,428 人）

公立幼稚園教諭
（16,367 人）

私立幼稚園教諭
（69,836 人）

206,500 円

310,500 円

181,700 円

男 性 比 率

1.9％

1.7％

1.9％

平 均 年 齢

31.1 歳

40.4 歳

28.9 歳

平均勤務年数

8.2 年

16.4 年

6.2 年

私立幼稚園教諭は、勤務年数 5 年未満の者が 59.0％を占める（勤務年数 10 年未満が 82.2％）。
文部科学省、2004 年より作成

経営の効率化を目指して民営化が進んだ場合、当然、公立保育所・幼稚園の人件費を私立保
育所・幼稚園の水準まで落とすことでコスト削減が図られるのは自明である。しかし、保育者
の給与水準が、専門職としてはきわめて低い水準である私立の人件費の水準に揃えられてし
まった場合、経済的な理由で、優秀な人材が保育所を志すことを断念する事態が発生する可能
性が高い。これが中長期的に見ると、保育者の質の低下を招くことは言うまでもない。
先に述べたように、社会環境の変化によって、子育てにおける保育者の重要性は高まり、保
育者には従来よりも高い専門性が求められるようになっている。それにもかかわらず、コスト
削減を目指した安易な民営化により、保育者の質の低下を招くような状況を引き起こしている
のは、政策として一貫性を欠いている。私立と公立の運営コストの格差を問題にするのであれ
ば、公立を私立に合わせる形で公私間格差を是正するのではなく、私立の低い水準を少しでも
高める形で公私間格差を是正する方法をとるべきであろう。
さらに、保育者の勤務年数が短いことも大きな問題である。勤務年数が短いと、当然、経験
を積んでスキルアップしていく可能性が低くなり、保育者全体の質の向上は見込みにくい。さ
らに、近年、保育者には保護者に対する支援なども求められるようになっている点からも、保
育者の年齢構成が 20 歳台に偏っている現状はもっと問題視されるべきである。私立の勤務年
数の短さは保育者が結婚出産を機に退職することを前提としていることに起因する。つまり、
多くの保育者は自ら出産も子育ても経験していないわけであり、自らの経験という点では保護
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者よりも劣っているわけである。もちろん自ら経験していないからといって保護者に対する支
援ができないわけではないが、保護者の側からすると、子育ての経験が豊富に見える保育者ほ
ど相談しやすいことは確かであろう。保育者に保護者に対する支援が求められるならば、現在
20 歳台に偏っている私立保育所・幼稚園の保育者の年齢構成をバランスのとれた年齢構成に
していくことが不可欠である。民営化以前に、まず私立保育所・幼稚園の給与水準、待遇を改
善する必要があるのではないか。
また、1990 年以降、仕事と子育ての両立支援が進められてきたにもかかわらず、その両立
支援を担う拠点である保育所・幼稚園では、
（保育者が結婚出産を機に退職することを前提に
しているという意味で）仕事と子育ての両立が極めて難しいという状況も、大きな矛盾を抱え
た状況である。

4 ．保育に対する公的責任
近年の保育政策に対して、本稿で特に問題として取り上げたのは、保育の量的拡大ばかりが
重視され質が軽視されていることと、仕事と子育ての両立という観点ばかりが重視され保育に
対する多様なニーズを考慮できていないこと、保育者の重要性が増しているにもかかわらず民
営化により保育者の給与水準・年齢構成が従来よりも悪化しつつあるという矛盾を抱えている
ことである。
これらの問題を引き起こしている一因は、少子化対策に端を発する近年の保育政策が保育を
どのように再構築することで全体として整合性のとれたものにしていくのかという視点を欠い
ていることに求められる。近年の保育政策は、その 1 つ 1 つを断片的に見る限りではそれなり
に適切と感じるものもあるが、全体として見た場合、様々な矛盾が見えてくる。結局のところ、
近年の社会環境に対応するための保育のあり方に関するグランドデザインを描ききれていない
点が問題であろう。
そもそも、1990 年以降、男性の片働き（専業主婦による子育て）を家族規範とする社会か
ら、男女の共働きを家族規範とする社会への転換が図られており、従来、家庭が担うものとさ
れていた子育てのあり方を見直し、子育てを社会全体で引き受ける必要性が高まっている。こ
うした変化を考えると、当然、子育てが家庭の私事とされていた時代よりも、子育てに対する
公的責任は高くなっているわけである。それにもかかわらず、一連の保育政策からは政府が子
育てに関して本気で責任を持とうという姿勢が窺われず、むしろ地域と家庭に責任を押しつけ
ているように感じられる。例えば、公立保育所・幼稚園の民営化の動きに見られるように、保
育を民間に委ね、市場原理の下で利用者の自己責任で利用することを促していく方向性は、子
育ての公的責任を放棄したものと見ることも可能である。ただし、政府として何もしていない
わけではなく、民営化とともに自己評価と第三者評価の仕組みを推奨しており、幼稚園でも保
育所でも自己評価・第三者評価が努力義務としている。つまり、保育の規制緩和を進める一方
で、こうした自己評価・第三者評価の仕組みによって質保証を可能にしようとしている（全国
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社会福祉協議会；大嶋、2004 年）
。しかし、これも結局のところ、保育のあるべき方向について、
政府自らが責任を持って考えようとしていないことの裏返しでもある。政府が過度に政策を押
しつけることも問題だが、第三者評価と市場原理に任せるばかりで政府が保育のあるべき姿を
描こうとしないことも問題である。
また、保育政策の整合性という観点からは、保育所・幼稚園の公立・私立の割合についても
疑問が残る。2006 年現在、保育所の利用児童数のうち公立の割合は 48.3％、幼稚園の利用児
童数のうち公立の割合は 20.2％となっている（厚生労働省、2006 年；文部科学省、2006 年）。
従来は、子育ては私事とされており、その子育てをサポートする機関である幼稚園では、私立
の比率が高いのは筋が通っていると言える。一方で、従来、福祉施設として位置付けられてい
た保育所では、幼稚園に比べて、公立の比率が高いのも肯ける。しかし、近年、子育ての公共
化の必要性に迫られているにもかかわらず、公立保育所の民営化が進むのは、政策の整合性を
欠いているように思える。
本当に子育ての公共化を進めるためには、政府、地域、家庭が一体となってそれぞれが子育
ての責任を引き受けていくことが不可欠である。そのためにも、規制緩和を進めるだけではな
く、例えば、政府が明確な一定の基準・方向性を示してそれに対して関係者が協議できるよう
な仕組みや、様々な立場の関係者の意見を調整しながら保育に関するグランドデザインを描い
ていく取り組みも必要ではないだろうか。
［付記］
本研究は 2007 年度愛知江南短期大学特別研究費による研究成果の一部である。
本稿を査読していただき、適切なご助言をいただいた査読者の方に感謝の意を表します。
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