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１．
「保育の質」の多面性

時点の待機児童数は２倍以上に達している1。

本稿の目的は「保育の質」に関する日本

こうした「量」の問題と、
「質」の問題を

の現状を検討することにある。その課題に

つなぐ重要なポイントとして、
「特定地域型

入る前にまず指摘しておきたいのは、いまだ

保育事業」すなわち小規模保育事業、家庭

「保育の質」に至る前段階の「保育の量」の

的保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪

問題は解決されていないことである。2021年

問 型 保 育 事 業 が、 事 業 所 数 で は2015年 の

8月27日に厚生労働省が公表した「保育所等

2,737か ら2021年 の7,342へ、 利 用 者 数 で は

関連状況取りまとめ（令和３年４月１日）
」

23,528人から90,452人へと大幅に増加してい

では、保育所等の定員および利用者数の増

ることも注目される。これらの中には「家庭

加、
「待機児童」の減少が報告されているが、

的保育者」
、
「家庭的保育補助者」
、
「必要な

この「待機児童」には、認可保育園に申し

研修を修了し、保育士、保育士と同等以上

込んだが入れずやむなく認可外保育園を利

の知識及び経験を有すると市町村長が認め

用しているケースや遠方の保育園を行政から

る者」
が保育を担当している事業所が含まれ、

勧められて辞退したケースなどの「隠れ待

すべて保育士が担当する保育所とは専門性

機児童」は含まれていない。専門家の推計

の水準が異なっている。これらについても市

によれば、東京都では「隠れ待機児童」数は

町村が運営基準順守の「確認」を行うとさ

公表された待機児童数の約1.7倍におよぶ。ま

れているが、
「質」の担保が実際に機能して

た、公表された４月１日時点に比べて、10月

いるかどうかを注視する必要がある。
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表１

保育の質の諸側面
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以上は「量」の（安易な）確保が「質」

が、重篤な事故数は前年よりも増加してい

の低下につながる危険性という問題である。

る。事故の内訳では、事業所数の多い認定

保育機会の多様化が進んでいる現在、その

保育所におけるものが1,081件と大半を占め、

多様性に応じた「質」の吟味や検討が必要

年齢別では5歳児が519件と最多であり、次

であることは言うまでもない。その際に、ど

いで4歳児351件、6歳児255件となっている。

のように多様化しても目指され守られなけれ

また、2021年3月には、厚生労働省が初め

ばならない、抽象度の高い「質」の理念や

て実施した「不適切な保育」に関する全国

基準がいっそう重要となる。

調査結果が公表された。
「不適切な保育」と

保育という場・組織を構成する複数の要
素に即して、保育の「質」を捉える観点を
2

は具体的には、
「①子ども一人ひとりの人格
を尊重しないかかわり

②物事を強要する

大きく分類したものが表１である 。こうし

ようなかかわり・脅迫的な言葉がけ

た諸側面について、国内外において様々な

を与える・乱暴なかかわり ④一人ひとりの

3

③罰

尺度の作成や研究が蓄積されている 。以下

子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかか

の本稿では、そうした「保育の質」につい

わり ⑤差別的な関わり」と例示されている。

ての多様な捉え方の中から、最低要件であ

回答した1,063自治体の中で、不適切な保育

る子どもの生命・健康・安全の確保という

の事例が2019年度に１件以上あったと回答

側面と、日本における保育実践の特徴、そ

した自治体は96、延べ件数は345件であった。

して、それらと密接にかかわる保育従事者

内容別では、
「罰を与える・乱暴なかかわり」

の労働条件という３つの観点について、概観

という類型が最多であったが、自由記載では

する。

「重大な事故につながる恐れがある保育がな
されていた」
「子どもが安全に保育されてい

２．事故・虐待の発生状況

ない」
「保育中における同一理由による複数

保育において、子どもの生命・健康・安

回のケガ」
「性的虐待事案」などの記載が見

全がまず第一に確保されていなければなら

られた 。事例を報告した自治体が全体の

ないということは言うまでもない。しかし実

9.0％にすぎなかったことから、この調査で

際には、
少なくない事故や虐待（不適切保育）

把握された「不適切な保育」は氷山の一角

が発生している。2021年7月29日には、福岡

ではないかと考えられる。

7

県の保育所が送迎バスに園児を取り残して9

このように、生命や健康、安全といったき

時間放置し、園児は熱中症で死亡した。同

わめて基本的な「保育の質」も必ずしも担

園では他にも、園児の頭を叩く、足をつかん

保されていない実情があると言える。

で逆さづりにするなどの行為が行われてい
たとの報告があり、県は改善勧告を行った4。

３．日本の保育実践の特性

福岡県では2007年7月にも、別の市の保育所

では、そうした最低条件が確保されてい

で、園児が炎天下の車内に放置されて熱中

る保育機会においては、どのような保育実践

5

症で死亡している 。

がなされているのか。

こうした、時に死に至るような事故や虐待

OECDが2018年に日本を含む9 ヵ国の保育

は、保育の現場において決して例外的では

者を対象として実施した「OECD国際幼児教

ない。内閣府子ども・子育て本部が2021年6

育・保育従事者調査2018」
（以下、OECD2018

月18日に公表した資料では、全国の認定こ

調査と略記）では、9 ヵ国（チリ、
デンマーク、

ども園・幼稚園・保育所等において2020年

ドイツ、イスラエル、アイスランド、日本、

の1年間に発生した事故（治療に要する期間

韓国、ノルウェー、トルコ）における保育実

が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事

践の内容を、3 〜 5歳児の保育を担当する保

故）数は1,586件、うち5件が死亡事故であっ

育者に対してたずねている。日本の調査対

6

た 。2004年以降の死亡事故数は、2013年の

象施設は幼稚園76、保育所71、認定こども

19件をピークとして近年むしろ減少している

園69であり、約3分の1が幼稚園であることに
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図１

保育実践の国際比較

は注意が必要だが、日本の保育の特徴をう

れば、そうした構造的な側面からの対応が

かがうことができる貴重なデータである。調

不可欠である。

査結果の中から、図１には日本と参加国平均
8

の保育実践を対比的に示した 。

このような日本の保育の現状がある中で、
世界的には、幼児期の保育・教育のあり方

黒色の棒グラフで示されている日本の保

がその後の人生に影響することへの注目が

育を、灰色の棒グラフで示されている参加

高まっており、日本においても、2017年3月

国全体平均と比較すると、
「遊び」
「情緒的

に告示された幼稚園教育指導要領において

発達」
「言語発達」に含まれる諸項目につい

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と

ては日本は他国と同等以上に注力されてい

して10項目（健康な心と体、自立心、協同性、

るが、
「向社会的行動」
「リテラシー（読み書

道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との

き）発達」
「数的発達」に含まれる諸項目に

関わり、思考力の芽生え、自然との関わり・

ついては、日本で「非常によく当てはまる」

生命尊重、数量や図形・標識や文字などへ

とする回答が少ないことがわかる。このうち

の関心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな

「向社会的行動」とは子ども間の関係への介

感性と表現）が明記された。さらに、2021年

入であり、他の２つはいわゆる「学力」に関

5月には経済財政諮問会議で文部科学大臣が

する子どもの発達への援助であるが、これら

幼稚園・保育所・認定こども園を貫いて5歳

に関して日本の保育・幼児教育では他国と比

児が共通に学ぶ内容を定める「幼児教育ス

べて消極的であることが表れている。

タートプラン」
（
「幼保小の架け橋プログラム」

自由遊びに力点を置く日本の保育実践が、

とも呼ばれる）の構想を表明し、それに基

それ自体として大きく問題があるわけではな

づいて7月には中央教育審議会初等中等教育

いとしても、小学校への準備として基礎的

部会内に「幼児教育と小学校教育の架け橋

な読み書きや数の概念を身につけていない

特別委員会」が設置されて検討を開始して

ならば、そしてそれが家庭環境が不利な子

いる。こうした保育・幼児教育の拡充は2021

どもや外国につながりのある子どもにおいて

年初頭から自由民主党内で開始された「子

顕著であるならば、一定の改善は必要と考

ども庁」構想とも関連していると指摘されて

えられる。また、自由遊びの重視が、後述

「子ども庁」からは文部科学
いる 。しかし、

する保育士の労働条件に由来しているとす

省の事業分野は除外されるとも報道されて
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9

おり10、
「幼児教育スタートプラン」の内容お

このような保育の担い手の処遇の問題や、

よび実施体制のいずれについても、今後の

保育士あたり子ども数の多さは、一定の知

注視が必要である。

育を含むきめ細かい対応を妨げていること
は想像に難くない。保育の「質」を高めるた

４．保育士の労働条件

めには、まずこうした前提的条件の改善が

保育の「質」にかかわるもう一つの重要

必要である。

な側面は、保育者の労働条件である。前掲
のOECD2018調査において、保育者一人当た
りが担当する平均園児数はノルウェー 3.1人、

５．
「ケア」を尊重する社会へ
日本においては、保育や介護、あるいは

韓国3.2人、ドイツ4.3人であるのに対し、日

家事など、
「ケア」と総称される領域の軽視

本では8.2人であり、
非常に多い。その理由は、

が続いていることが指摘されている14。ジェ

日本の保育士・幼稚園教諭配置基準にある。

ンダー平等に関して世界の中でも大きく後れ

1人の保育士・幼稚園教諭当たりの児童数の

をとっている日本社会において、労働集約

上限を定めたこの基準では、0歳については

的・対人的な「ケア」は、私的な領域の延

3人、1 ～ 2歳については6人と規定されてお

長とみなされ、男性が多くを占める為政者に

り、先進16ヵ国の0 ～ 3歳が平均7人である

よる法や制度の立案整備において軽視され

ことと比べて、むしろ日本の方が少ない。し

がちであった。しかし、次世代のライフコー

かし、3 ～ 5歳については、先進19ヵ国平均

ス上の出発点であり、女性の社会参加の必

が3歳以上18人であるのに対して日本の保育

要条件でもある保育の量と質は、社会の現

所は3歳20人、4 ～ 5歳30人、幼稚園は3 ～ 5歳

在と将来を左右する要とも言える重要な領

35人と、先進19ヵ国中で最も多い。１人の保

域である。保育のみならず、他者の生をより

育者が対応する児童数が多ければ多いほど、

良いものとしていこうとする顧慮と行為とい

個々の児童に対するきめ細かい目配りは難し

う意味での「ケア」が、最も尊重され敬意

11

くなり、保育者の労働の負荷も増大する 。
こうした配置基準に対し、保育現場では、

を払われるべき領域として位置づけられるよ
うな社会の構築を期待する。

手が回らない状態を補い正規保育士の人手
不足にも対応するために、非正規の保育士
や保育補助者の雇用が増加している12。2020
年12月21日に厚生労働省が発表した「新子
育てプラン」では、
「待機児童が存在する市
町村において各クラスで常勤保育士１名必
須との規制をなくし、それに代えて２名の短
時間保育士で可とする」とされており、2021
年度からの実施により短時間勤務の非正規保
育士への依存がいっそう高まると予測される。
従来より、保育士の賃金の低さ、業務負
担の重さと長時間労働などの労働条件の劣
悪さにより、保育士不足が保育機会拡大の
足枷となっていることが繰り返し指摘されて
きた。公定価格賃金については近年やや改
善されてはいるものの、労働条件全体の改
善は進んでいないと言える。それどころか、
上記の非正規化や、株式会社立の保育所の
参入などが進み、公定価格の賃金さえ支払
われない場合も生じている13。
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