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子ども・子育て新システムの問題点
― 幼保一体化政策「関連三法」について ―
藤原

辰志

Problems of ʻthe new system to support children and households raising childrenʼ:
On the policy of unication of the kindergarten and nursery school systems,
or ʻthree bills in connection with supporting children and households raising childrenʼ
FUJIWARA Tatsushi

はじめに
わが国の保育制度のしくみを大きく変えようとする「子ども・子育て関連三法」（以下関連
三法）法案が国会で審議され、どたばたの政治劇の末、「総合こども園法案」等が修正され、
2012 年（平成 24 年）6 月 26 日、第 180 回国会（衆議院）で可決された。
この法案が国会を通過した 2012 年（平成 24 年）は、奇しくも 1963 年（昭和 38 年）当時の
文部省、厚生省が両省局長通達で「保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは、幼稚園教
育要領に準ずることが望ましい」と発表してから 50 年後にあたる。これは歴史の戯れなので
あろうか。
この一連の動きの中で、政府が進めようとする幼保一体化政策の課題が明確になった。ここ
では、保育所保育の立場から関連三法の問題点について考察する。特に、子ども・子育て支援
法や改正認定こども園法で定義した「保育」と現行の保育所保育指針における「保育」の定義
の違いについて整理を行い、その意図を探る。
そのために第 1 節で関連三法の成立過程を、第 2 節 3 節では新保育指針と関連三法の基本的
な考え方の比較、第 4 節で幼保一体化政策のねらいを明らかにし、第 5 節で幼保一体化政策の
問題点と課題を整理する。

1．関連三法の成立
2010 年（平成 22 年）1 月、政府は少子化社会対策会議の決定により、子ども・子育て新シ
ステム検討会議を設け、検討を開始した。その後、3 つのワーキングチーム（基本制度・幼保
一体化・こども指針）を立ち上げ検討を重ね、2011 年（平成 23 年）7 月には「子ども・子育
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て新システムに関する中間とりまとめについて」、2012 年（平成 24 年）2 月「子ども・子育て
新システムに関する基本制度とりまとめ」を公表した。
政府は、社会保障と税の一体改革として「消費税関連法案」と「関連三法案」を 2012 年（平
成 24 年）3 月 30 日に閣議決定し、法案を平成 24 年度通常国会に提出した。
消費税関連法案の可決を最優先する民主党は、自民党・公明党の合意を得るため、幼保一体
化をめざした総合子ども園法を断念し、自・公両党の主張をほぼ丸のみする形で、2006 年（平
成 18 年）6 月に成立した「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律」（この時の略称は、「就学前教育保育法」であったが、その後「認定こども園法」と
されている）を改正認定こども園法（以下改正こども園法）と修正して関連三法を可決した。

〈図 1〉子ども・子育て支援法の概略
（出典：内閣府・文部科学省・厚生労働省 http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomo3houan/pdf/s-about.pdf）

図 1 を見てわかるように、わが国の就学前施設は、幼保一体化を目指したにも関わらず、現
行の幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育施設として、小規模保育施設、家庭的
保育施設、居宅訪問型保育施設、事業所内保育施設も認め、今までより更に複雑になった。

2．保育所保育指針の成立過程と基本的考え方
関連三法の問題点のうち、保育の定義について明らかにする必要がある。そのためにここで
は、2008 年（平成 20 年）3 月 28 日に改定された保育所保育指針（以下保育指針）において、
保育がどのように定義されているのか整理する。また、教育の定義として 2007 年（平成 19 年）
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幼稚園教育の目標を位置づけた学校教育法についてもみていく。

（1）保育指針の告示化
戦後、わが国の保育所保育のガイドラインとして、1965 年（昭和 40 年）保育指針が制定さ
れた。そこには「保育所の保育は、養護と教育が一体となって行うもの」と明記された。
保育指針が制定される 2 年前にあたる 1963 年（昭和 38 年）10 月 28 日、当時の文部省、厚
生省は、両省局長通達で「保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは、幼稚園教育要領に
準ずることが望ましい」と発表し、保育所における保育内容は、
「幼稚園教育要領に準じた就
学前教育を保育所保育指針に沿って保育することが必要である」としたのである。
その後 1990 年（平成 2 年）の第 1 回改訂保育指針では、乳児保育の普及に対応するため、
年齢区分を細分化すると同時に障害児保育に関する記述も明記した。2000 年（平成 12 年）の
第 2 回改訂保育指針では、乳幼児突然死症候群（SIDS）や児童虐待への対応と子育て支援の
重要性を位置づけた。こうした二度の改訂を経て、2008 年 3 月 28 日（平成 20 年）に厚生労
働大臣による告示として大幅な改定がなされ、大綱化、簡素化した新しい保育指針が誕生した。
この保育指針は、従来の局長通知から児童福祉法最低基準第 35 条の規定に基づき、厚生労働
大臣が定めるもので、全国の認可保育所が遵守しなければならない「保育内容と運営の基準」
となった。
この改定の背景には、「家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくなったり、子ど
もにふさわしい生活時間や生活リズムがつくれないことなど子どもの生活が変化する一方で、
不安や悩みを抱える保護者が増加し、養育力の低下や児童虐待の増加」があった。
新保育指針は、従来の保育指針の基本姿勢を踏襲し、保育所の役割として「子どもの状況や
発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性」
とした 1。
2008 年の保育指針の改定は、今まで以上に保育所に期待される社会的役割が、高く評価さ
れる内容になっている。特に、第 4 章「保育の計画及び評価」では、保育課程の編成にあたっ
て、各保育所が掲げてきた保育の方針や目標を尊重することを謳っている。これまで幼稚園に
比べ、低く見られがちだった保育所が法的にも幼稚園と肩を並べたことは、これまで粘り強く
保育実践をしてきた保育関係者を勇気づけた。そして、各保育所は、職員研修を充実させ、一
人ひとりの保育者等が保育の計画に基づいた実践を旺盛に展開し、保育内容を質的に向上させ
る努力を続けている 2。

（2）保育指針における教育と保育の位置づけ
ここでは、保育指針の中に記述されている教育と保育について整理する。
「保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊
密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び
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教育を一体的に行うことを特性としている。」（保育所保育指針第一章総則二（二））
（下線は筆者）
上記のように保育指針は「養護と教育」がしっかり位置づけられている。幼児期の教育と保
育は、明確な区分がなく、相互に関連し合いながら、子どもの発達を促すことを目的としてい
る。また、子どもの活動の側面から見ても、保育と教育は互いに重なりあい、一体になって展
開されており、区別できないものとしているのである。

3．関連三法の基本的な考え方
ここでは、関連三法の基本的な考え方、特に教育と保育がどのように位置づけられているの
か考察する。

（1）教育とは
関連三法のうち、「教育」について、子ども・子育て支援法（以下子ども支援法）と改正こ
ども園法は、以下の表ように定義している。
子ども・子育て支援法（第一章総則第七条二）
この法律において教育とは、満三歳以上の小学校就学前の
子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うも
のとして教育基本法第六条第一項に規定する法律に定める
学校において行われる教育をいう

改正認定こども園法（第一章総則第一条）
この法律は、幼児期の教育及び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並びにわが国におけ
る急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境
の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対す
る需要が多様になっていることに鑑み、地域における創意
工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及
び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を
推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが
健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする
（下線は筆者）

子ども支援法では、幼児期の教育の目的を、学校教育法第三章第二十二条と同じく「義務教
育及びその後の教育の基礎を培うもの」と位置付けている。しかし、学校教育法ではその文章
のあとに「幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発達
を助長する」と保育の意義について明記してあるのに対し、子ども支援法にはその文言が削除
されている。子ども支援法では、幼児期の教育の目的から、なぜか「保育」という文言を使っ
ていない。
改正こども園法でいう「教育」とは、子ども支援法と比べると「幼児期の教育及び保育が生
涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」と少し詳しく書いている。しかし、ここでも学
校教育法第三章第二十三条に詳しく位置付けている「幼稚園における教育」について全く触れ
ていない。
子ども支援法と改正こども園法は、共通して義務教育の基礎を培うことを目的としているが、
義務教育の基礎とは何を指し、具体的にどのように育成しようとするのかなど、幼児期の教育
の特性について述べていない。
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なぜ子ども支援法と改正こども園法に「幼児期の教育の目的は、学校教育法・幼稚園教育要
領に準じる」とせず、曖昧な表現を繰り返すのか？
それは幼保連携型こども園で行う活動を、教育活動と保育活動に区分して行うものと考えて
いるからである。この考え方は明らかに「子どもの活動は、保育と教育が一体となって行われ
るもの」と位置付けている学校教育法に基づく幼稚園教育要領と違うものとなっている。

（2）保育とは
関連三法のうち子ども支援法、改正こども園法では、「保育」について以下の表のように記
述している。
子ども・子育て支援法（第一章総則第七条三）

改正認定こども園法第一章総則第二条九

この法律において『保育』とは、児童福祉法第六条の三第 この法律において『保育』とは、児童福祉法第六条の三第
七項に規定する保育をいう
七項に規定する保育をいう

このように、子ども支援法と改正こども園法の「保育」についての定義は、全く同じで、ど
ちらも「保育」を児童福祉法に位置づけられる乳幼児を対象とするものであるとした。
しかし、児童福祉法第六条の三第七項をみると驚くことに、次のように書いてある。
「この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ
た乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育
所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業を言う」
（児童福祉法第六条の三第七項）（下線は筆者）
このように子ども支援法と改正こども園法における「保育」とは、「家庭において保育を受
けることが一時的に困難となった乳児又は幼児」だけを対象とし、その子たちを「一時的に預
かり、必要な保護を行う事業」であるとしている。この規定を厳密に解釈すると、常時保育園
で過ごす子どもたちは、これに当たらないことになる。しかし、幼保連携型こども園では、入
所している子どもにこれを適用する。この位置付けは極めていびつであり、これまで保育指針
で位置付けてきた保育の定義を矮小化することにつながる。
子ども支援法と改正こども園法は、「保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的
に行うことを特性としている。
」という保育指針の保育所の役割について、全く考慮していな
いのが特徴だ。

（3）幼保連携型認定こども園における教育と保育
子ども支援法と改正こども園法が推進する幼保連携型認定こども園は、図 2 のように、満三
歳以上児の受け入れを義務付け、標準的な教育時間の学校教育を全ての子どもに保障する教育
を行い、保育を必要とする（保育に欠ける）子どもには、学校教育に加えて保護者の就労時間
等に応じて、保育を保障するとしている。また、三歳未満児については、保育を保障するとした。
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〈図 2〉新たな「幼保連携型認定こども園」の概略
（出典：内閣府・文部科学省・厚生労働省 http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomo3houan/pdf/s-about.pdf）

概括すると三歳以上児は、
「教育」をするが、三歳未満児はその対象ではない。また、三歳
以上児でも標準的な教育時間以外、具体的には延長保育等の時間は、「教育」でなく「保育」
の対象になるとした。
この考え方は、学校教育法に基づく幼稚園が「義務教育と保育」
、保育所が「養護と教育」
と位置づけてきた幼稚園教育要領や保育指針の概念と大きくかい離する内容になっている。
子ども支援法と改正こども園法が推進する幼保連携型認定こども園は、幼稚園教育要領や保
育指針に定義した教育と保育の概念を意図的に変え、同一施設で実施する活動を年齢や時間に
よって、「教育」と「保育」に区別して行うことを正当化させようとしている。
2006 年（平成 18 年）10 月に認定こども園がスタートする前、官僚や一部の研究者によって
「幼稚園は教育をする場、保育所は生活の場」と保育所の役割を意図的に「生活の場」に限定し、
幼稚園と保育園の役割を区別する発言が目立ったことと類似している。
しかし、子どもの活動は、教育的側面と保育的側面が一体として行われ、相互に関係して展
開するものであり、教育と保育を区別する必然性など、どこを見ても探すことができない。

4．幼保一体化政策のねらいは何か？
（1）消えた「こども指針」
わが国の政府は、戦後から一貫して保育関連予算を低く抑える保育政策を続けてきている。
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それは政権が代わっても何も変わっていない。
自公政権時代は、低予算の中でのやり繰り策として二つの方法を考え出した。その一つが、
大きな社会問題としてクローズアップした待機児童を解消するために、幼稚園の空き教室の有
効活用策として、2006 年にスタートさせた認定こども園の設立である。もう一つが、保育所
の保育の質を担保するために、遵守すべき基準と自己評価方式の導入を全ての認可保育所に義
務付けた、2008 年の保育指針の改定であった。
政権交代を果たした民主党政権は、政策の目玉として掲げた幼保一体化 3 を性急にすすめ、
保育所保育が果たしてきた乳児保育をはじめ、障害児保育や延長保育などの成果を軽視したよ
うな、子ども・子育て新システムを法案化し、関連三法を推進しようとしている。
しかし、政府は、ここにきていくつかのねじれ現象が生じていることに気づいた。その一つ
が、幼稚園教育の基となる学校教育法や保育指針で位置づけてきた教育と保育の定義と、子ど
も・子育て関連三法案で位置づけようとした「教育」と「保育」の定義のねじれである。そし
て、これを解消するために、子ども・子育て新システム法案では、これまでの教育と保育の定
義を破棄し、幼稚園教育要領と保育指針に替えて、「こども指針」を作ろうとした。
結果的には、民主党政権が自公両党に歩み寄り、総合こども園法案は、改正認定こども園法
に修正され、指針の一本化は消えた。大騒ぎした後に、幼稚園教育要領・保育指針そして「幼
保連携型認定こども園保育要領」
（仮称）の 3 つの基準が並立することになった。

（2）待機児童解消策で使った禁じ手
保育所に入所する要件を満たしているのにも関わらず、保育所不足のために待機児童となっ
ている子どもの数は政府の発表で 46,620 人（2011 年 10 月現在）
、潜在的な待機児童は、中日
新聞の推計で約 85 万人にものぼる 4。そして、待機児童の 8 割が、0 歳〜 2 歳の乳児である。
政府は少子化に歯止めをかけ、増加する待機児童を解消するため、幼稚園の空き教室の活用
を推進することを思いつき、2006 年（平成 18 年）10 月に新しい保育の枠組みとして幼保一体
化施設認定こども園制度（幼保連携型をメインに幼稚園型、保育園型、地方裁量型の 4 タイプ
がある。）を創設した。当初 1000 ヶ所を目標にしたが、制度の複雑さや二重行政の弊害等で思
うように普及せず、現在に至っている。
今回の政治劇で認定こども園が改正こども園法になったが、今後どこまで普及していくのか
不透明である。
そうしたことも見越して政府は、都市部を中心に、乳児保育を希望する保護者が急増し、保
育所入所が困難になっている現状を打開すべく、問題解決手段として、児童福祉施設最低基準
を満たしていない小規模保育施設 5 や家庭的保育施設 6 を認め、推進している。マンションや
空き店舗など子どもが育つ環境として不十分な施設の活用を容認し、その数を増設しようとし
ている。
また、保育士資格を持たない、簡易研修を受けただけで保育にあたる家庭的保育者（保育マ
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マ）7 の活用も決定した。
このように、政府は、子どもの発達や保護者の願いを無視した政策であるといわれても反論
することのできない、将棋で言う禁じ手を打ったのである。

5．幼保一体化政策の問題点と課題
第 1 に、子ども支援法と改正こども園法は、
「保育所における環境を通して、養護及び教育
を一体的に行うことを特性としている。
」という保育指針の保育所の役割について、全く考慮
していない点である。そして子ども支援法と改正こども園法を推進させる障壁となる保育指針
等の存在が邪魔になり、新たに「幼保連携型認定こども園保育要領」
（仮称）を策定しようと
しているのである。このことから、
「養護及び教育を一体的に行うことを特性」という保育所
の役割を消してしまいたいという政府の思惑が読み取れる。
第 2 に、子ども支援法や改正こども園法は、これまで築き上げてきた保育実践や研究の成果、
特に乳児保育について全く評価しない内容になっている点である。このことは三歳未満児の保
育を「子守り」に逆行させようとしている。
1960 年代頃から乳児保育の制度充実と保育所建設を求める国民の運動に対し、政府は「子
どもは三歳までは、常時家庭において母親の手で育てないと、子どものその後の成長に悪影響
を及ぼす」と、ボウルビー理論を歪曲した「三歳児神話」をテレビや新聞などのメディアを通
して流布した。そして、
「子どもの育児は家庭責任、母親責任」8, 9 であると、乳児保育に否定
的な風潮を広めていった。しかし、乳児保育の実践は、こうした幾多の妨害を乗り越え、わが
国に乳児保育の文化を根付かせていった。それは、保育指針の中にもしっかりと受け継がれて
いる。
現在、子どもの健やかな発達を願う保育者の献身と努力によって、乳児保育の実践研究は、
保育の本質を高め、世界に誇るわが国の宝となっている。そしてその成果は、子育て支援や障
害児保育、幼児保育を発展させる原動力になっているのは周知の事実である。
今後、乳児保育の実践・研究の業績が関連三法と対峙する論点の基軸をなすものと、筆者は
考えている。私たち保育実践や研究に携わる多くの関係者は、乳児保育実践・研究を高めるた
めに更に精進していく必要がある。
第 3 に、関連三法は、保育施設間の基準を保育所・認定こども園・地域型保育事業と 3 タイ
プに設定し、施設間の環境に差をもたらす結果になった点である。このことは、法の下の平等
の精神に反し、子どもの発達権の侵害や子育て世帯の不安や不満を煽る政策になることが予想
される。
子育て不安が広がり、少子化社会が急速に進んでいる我が国は、合計特殊出生率を上げてい
く総合的な施策が求められている。子どもを安心して産み育てる社会の実現を求める若い世代
の願いに、しっかり向き合う子育て環境の整備が急務のはずである。
しかし、政府は狭い保育室で園庭もない、安全基準も曖昧な賃貸スペース（児童福祉施設最
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低基準を満たしていない）を容認した小規模保育施設や家庭的保育施設を増設し、保育士資格
を持たない、簡易研修を受けただけで保育にあたる保育ママ（家庭的保育士）の活用など、若
い世代が望んでいる子育て環境に程遠い地域型保育事業を推進しようとしている。
政府は、現在の待機児童問題が一時的現象で、10 数年間の暫定的措置として地域型保育事
業を位置付けている。こうしたその場凌ぎの対応は、安全で安心な保育環境の整備を怠り、子
どもの発達権を侵害し、子育て世代間の差別化を生み、深刻な子育て不安を招くもとになると
考える。
私たちは、子どもの最善の利益を保障し、保育の量的拡大と保育の質を確保するために、保
育環境がしっかり整備された保育所の増設を強く求めていく必要がある。
最後に、関連三法は、保育の質の向上を目指しながら、保育室をはじめとした施設面積基準
といった保育環境の条件整備、保育者等の職員数や他職種と比較して低い保育者の処遇につい
て一言も言及せず、改善の動きすらない点である。
今でも充分でない児童福祉施設最低基準を更に緩和し、保育士の給与を低賃金に据え置き、
保育士の非正規化を容認している実態は、保育の質の向上を真剣に考えようとしていない証拠
であるといえよう 10。
保育の質の向上は、保育室をはじめとした施設面積基準と言った保育環境の条件整備と保育
者等の職員数の増員と保育者の処遇改善をすることが不可欠である。

おわりに
子ども・子育て新システム検討会議のワーキングチームが、当初目指していた「幼保一元化」
は、次第に歪められ「幼保一体化」にかわり、そして妥協の産物として誕生した関連三法は、
その先行きが見えない。
戦後、わが国には、就学前の子どもたちを保育する施設として、幼稚園と保育所の二つの制
度が長い間併存してきた。これまで何度も幼保一元化について論議を繰り返してきているが、
いろいろな思惑が絡み、現在の形を維持してきた。
今回、就学前の子どもたちを保育する施設として、幼保連携型認定こども園と地域型保育事
業が加えられ、日本の保育制度はより複雑化した。
私たちは、子どもの最善の利益を保障し、若者世代が子育て意欲を高め、保護者と保育者が
子どもを真ん中にして協力し合い、生きがいを感じながら仕事に専念できる、豊かな子育て文
化をわが国に根付かせることを願っている。
そして、21 世紀の早い時期までに、国民が主人公の、わが国固有の保育制度やしくみをしっ
かり構築するよう努力したい。

余談ではあるが今回の制度改正は、保育者養成校で働く者にとって、頭痛の種が増えること
になった。どうやら 2013 年（平成 25 年）から幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）を検
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討しはじめ、2015 年（平成 27 年）に運用することも決まっているらしい。幼稚園教育要領・
保育指針の他に幼保連携型認定こども園保育要領ができるということは、保育者養成校の教育
内容が増えることを意味している。それでなくても短期大学の時間割は、過密で編成に苦慮し
ているのである。ため息が出る。無駄なことは一刻も早くやめにしてほしい。
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