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人

巻頭言

類の活動が地球環境など地球に

そうである。ごく最近までグローバルコモ

影響を与える時代、
「人新世（ひ

ンズは大きな容量があり、限界のないも

としんせい）
」という言葉が、最近よく

のだと思っていた。しかし、今、行動し

使われるようになった。
「人新世」という言葉は、オゾン層破
壊の研究などでノーベル化学賞を受賞
した故・パウル・クルッツェン氏（今年１
月死去）が、2000年に提唱した。

なければグローバルコモンズは失われる
ことに気づいた」という。この言葉には、
彼女の経歴からして説得力がある。
また、彼女は「新型コロナウイルス感
染症は、人間の活動範囲が、食糧生産、

現在、私たちは地質時代の「完新世」 インフラ開発などを通じて、それまで脅さ
の時代を生きている。地球が誕生して

「人新世」

巻頭言

れていなかった生態系を攪乱しているこ

約46億年、文明の発達した「完新世」 とが一因であり、まさに人新世の疫病、
は直近の約1万1700年間というわずかな

我々が人新世にいる現実を突きつけた」

時間。この間、平均気温の変動はプラ

と述べている。

スマイナス1度の間で安定していた。

私たちの経済・社会活動が、地球シス

これを背景に人類は農耕文明を発展

テムに負担をかけ、その容量を超えて重

させ、科学・技術によって工業化社会

要な機能を変化させ、いままでの繁栄の

をつくっていった。しかし、この経済発

礎であった安定的でレジリエントな地球

展のパターンが、地球の安定的でレジ

システムを失う危機に近づけている。世

リエントな機能を損ない始めたのだ。
人新世は、地質学の国際機関である

界中で頻発する異常気象や地球規模の
生物多様性の喪失はその証左である。

「国際地質科学連合」に公式に認めら

社会や経済システム全体を改革し、経

れた時代区分ではない。国際的に認知

済主体の行動様式を変えていかなけれ

されるためには、岩石層に刻まれた完

ばならない。大量に資源を消費する経済

新世と人新世との境界線をはっきりと定

からサーキュラー・エコノミー（循環型経

義する必要があり、今日もさまざまな学

済）への転換に向けた取り組みを、国や

者が研究を続けているそうである。

企業が強力に推進し、新しいライフスタ

大阪市立大学の若き経済思想家であ
る斎藤幸平氏が、
昨年秋に出版した「人

イルの選択肢を国民に示すべきである。
一方で、大きな経済・社会システムの転

新世（ひとしんせい）の資本論」は、 換には痛みが伴う。すべての人が脱炭素
評価は人それぞれあると思うが、ベスト

社会を受け入れていくための多角的な仕

セラーとなった。また、
東京大学が昨年、 組みも必要であり、そのためには「公正
新設したグローバル・コモンズ・センタ

な移行」に正面から向き合わなければな

ーの初代ダイレクターに就任した石井菜

らない。

穂子氏は、
「人新世（ひとしんせい）
」は、
「人」と「地球」の関係が根本的に変わ

に、私たち一人ひとりもライフスタイルの

った時代。
「安定的でレジリエントな地

変革に向けて行動を起こすしかない。節

球システム」という人類の共有財産を責

電、排出ガスや家庭ごみの減少、リサイ

任をもって管理し、次世代に引き継ぐた

クルなど、身近にできることはたくさんあ

めに、残された猶予は極めて短いと提

る。加えて、温暖化対策に取り組んでい

起している。

る企業や団体を支援することなどもある

連合総研理事長

古賀伸明

石井氏は自然保護者でも環境活動家
でもない。
「エコノミストとして30年間。

だろう。
折しも去る10月には、英国・グラスゴー

この間グローバルコモンズを考えたこと

で、第26回気候変動枠組条約締約国会

も議論したこともなかった。これまでこ

議（COP26）が開催された。次世代への

の種への対応に対して、経営者は成長

大人の責任を果たすため、一人ひとりの

を阻害するコスト、ビジネスをやりにくく

覚悟が問われているのだ。

するコストと思ってきた。10年前は私も

DIO 2021, 12
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〈特集解題〉

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて
−こども庁構想はその役割を果たせるのか−

秋の衆議院選挙を前に、
「こども庁」構想が与野党で

て解説をしていただき、更に、保育実践の国際比較を

議論となるのを受け、政府は、2021年６月18日に経

行う中で、日本の幼児教育・保育の課題を明らかにし

済財政運営と改革の基本方針 2021(骨太方針)におい

ている。そして、質にかかわる重要な課題として保育

て、
「少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現」

士の配置基準や労働条件の課題について指摘し、
「ケア

を閣議決定した。具体的には、
「将来の子供たちに負担

を重視する」ことの重要性に言及されている。
寄稿3の榊原論文では、
「子育ての社会化」について

を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を
通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優

まとめていただいた。これまで、子育てについては、

先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく」

家庭責任が強調される中、子育ての孤立化が深刻化し

ことを明記した。一方、立憲民主党も、
「こども省」設

てきた。それが、新型コロナウイルス感染拡大によっ

置の検討などを盛り込んだ「子ども総合基本法」の概

て事態は更に深刻化する実態を明らかにし、国際的な

要を党内で了承した。

出生動向を比較しつつ、
「少子化対策」から「家族政策」

このような子ども政策の議論は、深刻化する子ども・
子育て環境の悪化と加速する少子化問題があるが、子

への転換を進めることと、子育てに対する社会全体の
支えあいの必要性が強調されている。
寄稿4の大場論文では、子どもの人権の観点から、

どもの最善の利益を基本とした方向性は見えていない。
特に、長年の課題である幼児教育と保育の一元化には、

社会的養護に長く携わった経験を踏まえ、子どもの意

文科省と厚労省における事務分担や権限のあり方議論

見表明権が重要であることが強調された。具体的には、

に相当な困難が予想されるとともに、財源確保につい

プライバシーが守られる権利、発達を保障される権利、

ても具体的な議論が行われていない。中には、財源に

あらゆる不当な扱いから守られる権利、家族と交流す

ついては新たな国債の発行で対処しようとするなど、

る権利について、子どもへの丁寧な説明とともに、意

今の世代で実施すべき財源確保を子どもに背負わせよ

思決定支援の重要性についてまとめられている。
そして、寄稿5の山㟢論文では、これらの課題の基

うとする無責任な動きもある。このことから、現状の
議論の枠組みでは、本来あるべき議論に広がりや勢い

盤となるべき、財政政策についてまとめていただいた。

が見られず、社会的養護分野の一元化に止まるのでは

まずは、諸外国との比較において、家族関係支出が見
劣りすることや、政策の充実を妨げるのは財源の制約

ないかとも言われている。
そこで、本号では、子どもの最善の利益を基本とし、
これまでの子ども・子育て政策の課題を明らかにしつ

であること。そして具体的な財源確保の多様な議論の
あり方について、明快な分析がされている。
なお、寄稿6は、こうした子どもの最善の利益の実

つ、目指すべき子ども・子育て政策の方向性を明らか

現に向けた、地方自治体の監査体制の強化について論

にしていくこととした。
寄稿１の池本論文は、2015年に施行された子ども・

じている。
以上のように、子ども・子育てに関わる課題は多様

子育て新制度の課題についてまとめていただいた。依
然として子どもたちが必要なサービスを受けられてい

であり、総合的な議論を深める必要がある。しかし、

ない状況、保育士の処遇改善や保育の質の改善が十分

与野党とも十分な議論がされているとは言い難い。各

ではないこと、子育て支援が十分ではないことなどを

有識者の先生方は、紙幅が限られている中で、要点を

指摘し、海外の事例も参考にしつつ今後の制度の一元

絞った形で記載をいただいた。今後、これらの課題に

化の方向づけが重要であることが示されている。

ついて、更に深い議論が進むことを強く願うもので

寄稿2の本田論文は、保育の質について深く分析し

ある。

ていただいた。まずは、保育の質の多様な側面につい
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（連合総研副所長

平川 則男）

DIO 2021, 12

特集 1
寄稿

特

子ども・子育て支援新制度の7年

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて

集

−保育・子育て支援の現状と今後の在り方
池本

美香

（日本総合研究所調査部

上席主任研究員）

１. 当
 初の目的は達成されたのか

んだ。保育所に通う子どもの数は、新制度

2015年4月にスタートした子ども・子育て

スタートの前年、2014年には227万人だった

支援新制度は、今年7年目となる。新制度は、

が、2021年には274万人と、7年間で47万人

「チルドレン・ファースト（子どもが第一）
」

増えた。１、２歳児で保育所に通う子どもの

を掲げる民主党が、2009年9月に政権に就い

割 合 は、2014年 の35.1 ％ か ら2021年 に は

たことから検討が始まった。2010年4月に設

50.4％と大幅に上昇した。

置された子ども・子育て新システム検討会

25 ～ 44歳 の 女 性 就 業 率 は、2014年 に は

議が取りまとめた「子ども・子育て支援新シ

70.8％であったが、2020年には77.7%と急上

ステムの基本的方向」では、その目的として

昇した 。第一子の出産時に、育児休業を取

次のような社会の実現を掲げていた。
「すべ

得して就業を継続した母親の割合は、2005

ての子どもへの良質な成育環境を保障し、

～ 2009年の出産では19.4％であったが、2010

子どもを大切にする社会」
「出産・子育て・

～ 2014年の出産では28.3％と大幅に高まっ

就労の希望がかなう社会」
「仕事と家庭の両

た2。女性の就業促進という当初の目的は、

立支援で、充実した生活ができる社会」
「新

ほぼ達成されたといえよう。もっとも、2021

しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力

年の25 ～ 44歳の女性就業率は77.4％と前年

ある社会」
。そして、その目的達成に向けた

より低下した。新しい雇用は非正規職員で

方針として、
「子ども・子育てを社会全体で

増えており、コロナ禍で非正規の女性が失

支援」
「利用者（子どもと子育て家庭）本位

職するケースも多いことがうかがえる。

1

を基本とし、必要な良質のサービスを提供」
「多様なニーズに応えるサービスの実現」
「政
府の推進体制の一元化」が挙げられていた。

3. 待機児童は解消されていない
新制度では、利用者本位という方針を掲

こうした当初の目的はどの程度達成され、

げ、すべての子どもに必要な良質のサービス

掲げられた方針はどの程度実現したのか。

を提供することが目指され、保育の必要性

以下、当初の目的や方針に照らして、保育

があると認定された子どもに対して、市町

や子育て支援の現状を確認し、今後の制度

村が保育を提供することを義務付けた。し

の在り方について考えてみたい。

かし、施設整備が追い付かない場合には、
ひとり親家庭や虐待のおそれのある子ども

2. 保育所の大量整備で女性就業率は上昇

などを優先させるという方針も示され、確実

新制度では、市町村に対して、保育のニ

に入れるわけではない。待機児童は2015年

ーズ調査を行った上で、必要量を整備する

の2万３千人から、2021年には5千6百人に減

ことが義務付けられたため、施設整備が進

ったとはいえ、いまだ解消されていない。待
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機児童となった家庭は仕事を続けられず、

深刻な事例の報道も後を絶たない。保育者

仕事と家庭の両立という当初の目的は達成

やベビーシッターによる子どもの性被害も、

できていない。

制度上は犯行歴のある保育士については登

保育所に入れず仕事を続けられないかも
しれない、というリスクの存在は、子どもを

録が取り消され、再犯を防げるはずだが、
3

登録取り消し漏れがあったと報じられた 。

持つことに対してブレーキをかけることにも

新制度では、質の改善のために0.7兆円を

つながる。少子化の背景には様々な要因が

確保し、保育者の配置基準を、3歳児につい

あるが、合計特殊出生率は2015年の1.45から、

て20：1から15：1に改善する方向なども示さ

2020年には1.34にまで低下している。

れていたが、実現しておらず、保育者が一

放課後児童クラブの待機児童も解消され

人一人の子どもに丁寧にかかわる余裕がな

ていない。2020年7月時点の待機児童数は1

い。加えて、事務的な負担軽減も進んでい

万6千人で、保育所よりも多い。新制度では、

ない。国はICT化促進のための補助も行った

必要なサービスの提供という観点から、小学

が、機器の使い方のわかる若手保育者に負

校3年生までとしていた放課後児童クラブの

担が集中してしまうケースも聞く。さらに、

利用対象年齢を、6年生までに引き上げた。

虐待や貧困、障害や発達の遅れなど、特別

しかし、自治体によっては対象を3年生まで

な配慮を必要とする子どもが増えており、コ

などに制限しており、そうした自治体では4

ロナ禍においては、感染対策など新たな対

年生以上の利用希望者が、待機児童として

応にも追われている。こうした新たな課題へ

カウントされていない。このため、実態とし

の対応に関して学ぶ必要があるが、その時

ては、国が公表している待機児童数よりも多

間も確保しにくい。

い子どもが、必要なサービスを受けられてい
ない状況にあるといえる。

多様なニーズに応えるサービスの提供に
ついては、新制度によって、家庭的保育や
小規模保育などにも基準が設けられ、公的

4. 保育の質に対する不安
新制度では、良質のサービスの提供、多

給付の対象となった。企業主導型保育事業
により、働き方に柔軟に対応する保育に対し

様なニーズに応えるサービスの実現が目指

ても、基準ができ、認可並みの補助がついた。

されていたが、これらも達成できていないと

これにより、保育の選択肢は広がったといえ

言わざるを得ない。

る。しかし、これらは、子どもの多様なニー

施設への給付において、保育士の処遇改

ズに応えるための制度というよりは、待機児

善加算がつき、保育士の賃金が引き上げら

童の受け皿として推進された面がある。有

れてはいるものの、仕事の大変さは変わらな

資格者の配置基準が低いなど、完全に対等

い。加えて施設が大量に整備されているた

な選択肢にはなりえず、認可保育所に空き

め、保育士不足は深刻である。保育士の有

が出れば子どもが移っていくケースも多い。

効求人倍率は、2021年7月時点で、全国では

企業主導型保育では、補助金の不正受給や、

2.29、東京都では3.09と高く、地方でも福井

突然の閉鎖などの問題も生じた。

県で4.04、栃木県で3.55、沖縄県で3.28など、

子どもの多様なニーズ、具体的には自然

東京都より高い地域もある。保育所は、有

保育などの特別な教育方法、障害や発達の

資格者の応募があれば、任せられるか不安

遅れをはじめ特別なニーズのある子どもの

があっても、
採用せざるを得ない状況があり、

受け入れ、夜間保育などは、これまで認可

保育の質に対する不安は高まっている。

外保育施設が主に担ってきた。しかし、2019

保育施設における重大事故件数は増加の

年10月にスタートした幼児教育・保育の無償

一途を辿っている。認定こども園で十分な

化において、幼稚園の代わりに認可外保育

給食が与えられていなかったり、園バスに置

施設を利用している3 ～ 5歳児は、無償化の

き去りにされた子どもが死亡したり、公立保

対象外とされ、子どものニーズに合った保育

育所における保育者による心理的虐待など、

を選ぶことを制限するしくみとなった。自然
― 5 ―
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保育の団体などから無償化の対象とするこ

援の充実を急ぐ必要がある。

とを求める要望が出され、今年4月からは一
定の補助がつくようになったが、新制度にお

6. 非
 効率・不公平な制度

いて子どもの多様なニーズに応えるという方

新制度は当初、政府の推進体制の一元化

針が徹底されていないことをうかがわせる。

が目指されていた。幼稚園と保育所を総合
こども園（仮称）に一体化し、子ども家庭

5. 後回しになった子育て支援

省（仮称）で一元的に所管する案もあったが、

新制度では、在宅の子育て家庭の支援の

最終的には内閣府に子ども・子育て本部が

強化も図られた。利用者本位という方針のも

設置されるにとどまり、三府省による所管と

と、必要なサービスとして、乳幼児家庭の

なった。類似の施設を複数の省庁で所管す

全戸訪問、急な用事やリフレッシュのための

ることは、行政事務の非効率であり、施設

一時保育、親子の交流や子育ての相談がで

類型ごとに基準や補助水準が異なることは、

きる地域子育て支援拠点、情報の提供や支

制度としての公平性を欠く。保育所は認可

援の紹介などを行う利用者支援などが、事

と認可外の区分に加え、認可の中に都道府

業として明確に位置付けられた。これにより、

県認可と市町村認可の区分ができ、さらに自

4

例 え ば 一 時 預 か りの 延 べ 利 用 児 童 数 は、

治体が関与しない企業主導型保育事業が加

2014年の423万人 から、2019年には457万人

わった。幼稚園も、従来通り私学助成を受

に増加した。ただし、自治体によっては、保

ける幼稚園と、新制度に移行する幼稚園に

育所の待機児童解消に自治体の予算や労力

分かれ、認定こども園も、幼保連携型認定

が注がれ、在宅で子育てしている家庭への

こども園とそれ以外の認定こども園に区別さ

支援が後回しになる状況も見られた。

れた。

産後うつによる自殺が多いことが問題視

制度の複雑化は、様々な非効率や不公平

され、コロナ禍によりその割合がさらに高ま

をもたらしている。自治体には制度ごとに異

っているとの報告もある。最初の緊急事態宣

なる補助や監査、住民に対する複雑な制度

言下には、地域子育て支援拠点なども閉鎖

の説明に多くの時間が取られている。認定こ

され、親子の交流や相談が制限され、保育

ども園には3府省から同じような通知が届い

施設を利用していた家庭も、登園自粛が求

て、特にコロナ禍においては混乱が生じた。

められ、登園する場合にも親同士や保育者

認可保育所に入れずに認可外保育施設を利

と気軽に立ち話をすることもできなくなっ

用すると、高い保育料負担が生じるなど、保

た。マスクができない子どもの感染不安、コ

育料負担の公平性も確保されていない。

ロナ禍による失職や収入の減少、子どもの面
倒を見ながらの在宅勤務などのストレスで、

7. 保育・子育て支援の在り方

家庭における虐待のリスクも高まっている。

～海外の動向をふまえて

児童相談所における児童虐待相談対応件数

今後、新制度をどう見直していけばよい

は、2014年度の88,631件から、2020年度には

のか、海外の動向を参照しながら考えていき

205,029件と急増している。

たい。

これまでは祖父母や地域による支援もあ

第一に、待機児童問題について、スウェ

ったことから、行政の役割は、親が就労等

ーデンでは申し込みから4か月以内に、自治

の理由で子どもの面倒が見られない場合に

体が保育を提供することを義務付けている

限定されてきた。しかし現在は、７割以上の

ため、待機児童問題がない。わが国におい

母親が、自身が育っていないまちで子育てを

ても、保育が必要な子どもが一定期間以内

行っており、
「近所に子どもを預かってくれ

に確実に保育を利用できるように、自治体に

る人がいる」と回答した母親は4割にとどま

保育の提供を義務付けることが考えられよ

5

っている 。コロナ禍も加わって親子の孤立

う。子どもの数の減少などで、待機児童数

が深まるなか、後回しになってきた子育て支

も減少傾向にあるなか、確実に入れるという

DIO 2021, 12
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安心感を持てる制度とすることを検討すべ

組みだが、海外のように施設との直接契約と

きである。

して、親の参画を促すことも検討すべきよう

第二に、海外の取り組みに学び、保育の
質確保に向けた取り組みを強化すべきであ

に思われる。
第三に、子育て支援の在り方として、海

る。イギリスやニュージーランドなどでは、

外では3歳未満の子どもも、親の就労の有無

す べ ての 保 育 施 設 の質を、国の評 価 機関

にかかわらず保育施設を利用できる。これは

（Ofsted、ERO）が定期的に訪問してチェッ

子どもが他の子どもと交流できたり、親も孤

クし、施設ごとの評価結果をホームページで

立せず、就職活動を促すことで子どもの貧

公表している。親は評価結果を見て施設を

困の予防にもつながるためである。わが国で

選び、懸念される点があれば日常的にチェッ

も待機児童が減少傾向にあるなか、一時預

クしながら利用する。さらに両国では、保育

かりに限定せず、すべての子どもに保育施

者や教員の採用時に、子どもと接することに

設に通う権利を付与することを検討すべき

問題がない人物か、犯罪歴等をチェックす

である。

ることも義務付けられている。

海外ではフィンランドのネウボラのよう

保育者が質の高い保育を提供できるよう

に、乳幼児家庭に専門家の担当者を配置す

にするための工夫にも注目すべきである。例

る伴走型支援が見られる。事態が深刻化す

えば、海外では保育者一人当たりの子ども

る前に、個々の家庭の状況を定期的に把握

の数が、わが国と比べて少なく、保育者の

し、必要な支援につなぐ取り組みで、多様

賃金は学校教員に近い水準にある。ニュー

なニーズへの対応が可能である。わが国の

ジーランドでは、保育者の資格別の最低賃

子育て支援も、地域子育て支援拠点で親子

金が定められ、それを下回る施設には補助

が来るのを待つのではなく、全戸訪問を発

金が支給されない。保育者が学ぶ機会も充

展させて、すべての乳幼児家庭に伴走者を

実しており、100年も前から国が教員・保育

配置する制度の導入が期待される。

者向けの月刊誌（Education Gazette）を発

最後に、海外の保育・子育て支援では、

行し、そこには特集記事に加え、研修情報

効率性と公平性が重要視されている。ニュ

が掲載されている。最近ではウェブでも読む

ージーランドでは、すでに1980年代に、類似

ことができ、研修もオンラインで受けられる

の施設を複数の省庁で所管することは行政

ものが増えている。保育におけるICTの活用

事務の非効率だとして、教育省で所管を一

は、保育者が活動の様子を写真や動画など

元化し、補助金も施設類型にかかわらず、

も使って共有するスマホアプリが普及してい

利用時間数や家庭の所得水準で決まる公平

たり、行政から施設への通知が定期的なメ

な仕組みが導入された。わが国でも子ども

ール配信（Early Learning Bulletin）に一本

庁創設が目指されている。その際、保育制

化されているなど、保育者の業務負担を軽

度の所管省庁の一元化や保育料負担の公平

減する工夫が多く見られる。家庭的保育も、

性確保に向けた議論も求められよう。

グループ化して事務局を配置し、家庭的保
育者の事務負担軽減や保育者同士の支え合

1 内閣府「令和3年版男女共同参画白書」I－2－1図

い、学び合いを促している。

2 内閣府「令和3年版男女共同参画白書」I－3－6図

海外では親を保育サービスの消費者とし
てではなく、保育の共同生産者と位置づけ、
親の意見やアイディア、ボランティアを保育
の質向上に積極的に活用する動きも見られ
る。保育の利用は、施設と親が保育の在り

3 日本経済新聞「保育士登録取り消し漏れ

刑事罰で愛知

など」
（2019年6月19日）
4 一般型＋余裕活用型（厚生労働省「地域における保育所・
保育士等の在り方に関する検討会」
（第１回）資料３）
。
5 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会「地域子育て支援拠
点における「つながり」に関する調査研究事業報告書」
（2017
年）

方について合意し、直接契約することからス
タートする。わが国の認可保育所は、市町
村に申し込み、市町村に保育料を支払う仕
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特集 2

保育の質は保たれて
いるのか

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて

集

本田

寄稿

特

由紀

（東京大学大学院教育学研究科教授）

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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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
― 9 ―
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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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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。

1 普光院亜紀「｢日本死ね｣ から5年､ 待機児童問題は解決
したのか」2021年9月7日付東洋経済オンライン記事
2 野澤祥子他、2016、
「乳児保育の質に関する研究の動向と
展望」
『東京大学大学院教育学研究科紀要』第56巻、表１。
OECD, 2006, Starting Strong
Ⅱ:early childhood
education and careに基づく。
3 注2の文献および秋田喜代美他、2007、
「保育の質研究の
展望と課題」
『東京大学大学院教育学研究科紀要』第47
巻などを参照。
4 2021年10月21日NHK報道「送迎バス園児死亡の保育園に
再び改善勧告 足をつかんで逆さに」
5 2021年7月30日NHK報道「5歳園児送迎バス内で死亡 死因
は熱中症 業務上過失致死疑いも」
6 「「令和２年教育・保育施設等における事故報告集計」の
公表について」令和３年６月 18日 内閣府子ども・子育
て本部
7 「令和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 不適
切な保育に関する対応について 事業報告書」令和３年３
月 株式会社キャンサースキャン
8 国立教育政策研究所、2019、「OECD国際幼児教育・保育
従事者調査2018 －質の高い幼児教育・保育に向けて－結
果のポイント」
9 渡辺敦司「幼児期から質の高い学びを育む「幼児教育ス
タートプラン」 早期教育とは違う具体的なプログラムと
は？」2021年9月5日付ベネッセ教育情報サイト記事
10 2021年11月2日付共同通信記事「こども庁、文科省の分野
を除外 政府、「縦割り打破」後退」
11 柴田悠「保育無償化による、子供への思いがけぬ悪影響」
2019年9月16日付プレジデントウーマン記事
12 小尾晴美、2019、「公立保育所における非正規保育士の基
幹化とその処遇をめぐる問題」『経営論集』66巻第2号、
明治大学
13 小林美希「保育士の給料はなぜ安いのか…「ブラック保育
園」が生まれる根本原因」2019年2月25日付現代ビジネス
オンライン記事
14 岡野八代、2012、『フェミニズムの政治学』みすず書房な
ど。
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特集 3

「子育ての社会化」は
進むのか

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて

集

榊原

寄稿

特

智子

（読売新聞東京本社

専門委員）

はじめに
新型コロナウイルスによる災禍が２年近く

約を課されていたのは子どもとその家庭だ
った。２月末に全国一斉の臨時休校が要請

に及び、パンデミックに直面した国ではそれ
ぞれの社会の弱点と向き合うことになった。
日本では医療提供体制の問題やデジタル化
の遅れとともに、子どもや子育てをめぐるセ
ーフティネットの脆弱さが浮き彫りになっ
た。
非常事態宣言で社会活動が止まった2020
年、多くの家庭が孤立するなかで、児童虐
待として把握された件数は20万件を超えた。
一方、育児不安や「産み控え」が広がり、
出生数は過去最低の84万人に落ち込んだ。
少子化対策は30年近くも講じられてきた
ものの、
「子育ては家族責任」とする日本型
福祉社会の考え方がブレーキとなり、子育
てを支える政策は欧州の主要国に比べて手
薄なままだ。コロナ禍で加速した少子化の

され、３月から「教育のロックダウン」が始
まり、全国の小中学校、高校、特別支援学
校に臨時休業が求められた。長い春休みが
終わると思われた４月７日には、７都府県へ
の緊急事態宣言が発出されたのに伴い、休
校措置がさらに延長された。
当初、保育所や幼稚園、認定こども園な
どの就学前施設と学童保育には、就労家庭
の子どもの受け皿として原則、開所が求めら
れた。その後、緊急事態宣言が全国へ広が
ると、保護者が医療従事者などのエッセン
シャルワーカーである場合などを除いて、家
庭に利用自粛を求める施設や休業する園が
拡大した。子育て支援拠点や公園、図書館
などにも利用自粛が広がり、地域から子ども
の姿が消えた。子育てする家庭は一斉に「密

危機から目を反らさず、政策をどう強化する
かが政府の「こども庁」議論にも問われて

室育児」の状態になったといえる。
子どもと親が幽閉された家庭では何が起

いる。
１. コロナ下で孤立した子育て家庭
コロナ禍による影響が急拡大した2020年

きていたのか。テレワークなどで在宅時間が
増え、
くつろぐ場であるはずの家庭に「仕事」
と「保育・教育」が持ち込まれることになり、
広くない自宅で忍耐する生活を強いられた。

は、各国でさまざまな対応が試行錯誤され
た。子どものいる家庭に対しても、非常事態

対人サービスなどの仕事で在宅勤務ができ
ない保護者は、子どもの預け先に悩みなが

の下で支援を工夫したり情報提供を続けた
りした国があった。そうした国に比べて、日
本では残念ながら、子どもや子育て家庭へ
の関心や社会的支援は乏しく、結果として、

ら働き続け、仕事と育児と感染防止に悩む
日々を送ることになった。子どもと過ごす時
間が増えたことを前向きにとらえ、楽しめた
親もいたが、それは収入や家族関係などに

孤立したまま苦悩する親子が大量に生まれ
ることになった。

不安のない、恵まれた一部の家庭だった。
じっとしていることが難しい子どもと、オ

政府は昨年４月16日、全国に「緊急事態
宣言」を発出し、国民生活に重大な制約を
課した。これに先立ち、真っ先に重大な制

ンライン会議などで仕事をしなければならな
い親が、一つの空間で終日を過ごす生活が
いかに苦労の多いものかは容易に想像がつ
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く。心身の疲弊、夫婦喧嘩、不適切な養育、
家庭内暴力（DV）など、望ましくない事態

イラして子どもに当たることが増えた」
「DV
がひどくなった」
「とにかく疲れる」などの

が起きていたことは各種の調査や報道から
もわかっている。
調査の一つ、東京大学発達保育実践政策

記述もあった。
「こんなに悩んでいても、相
談する先がない」という訴えは、孤立し、社
会的支援が届かない家庭のSOSを象徴して

学センターが2020年４月に乳幼児のいる家
庭へ行った調査では、全国の保護者2679人
から回答が寄せられた。結果を分析し、一

いた。
子どもについての質問に６割が「気になる
変化があった」
と回答した。変化の内容は
「メ

日の育児時間が平均５時間以上増えたとい
う母親が５割に上り、父親は３割だったこと
や、保護者の半数以上に精神的健康度が良

ディアの利用が増加」
（64％）
、
「生活が不規
則になった」
（43％）
、
「きょうだい喧嘩が増
えた」
（33％）が多かった。また、保護者自

好でない状態が見られることがわかった。精
神的健康度が良好でないとは、過去２週間
の状態を５項目で評価するWHOの指標でう
つ病の医学的スクリーニングの対象になる

身についても53％が「普段と違う感情を抱い
たり行動したりした」
と回答。具体的には「イ
ライラして怒りっぽくなった」
（63％）
、
「子
どもを叱ることが増えた」
（51％）などが多く、

状態を指す。この状態と判断された保護者
が56％を占めた。

「感情を抑えられないことがあった」
「孤立感、
閉塞感を感じた」
「お酒やサプリに依存した」

同じ調査で、動画視聴が増えた子どもが
７割超に上ることや、屋外の活動時間が減
少した子どもも７割いたことが把握された。
調査から浮き上がるのは、もともと先進国の
なかでも育児時間が長かった日本の母親に
一層の負荷がかかり、その結果、
「育児をし
ながら在宅勤務した母親のストレス」が高く
なる傾向だった。
「親が家にいるのだから子
どもの面倒はみて当然」
「家で（母）親が両
立すればよい」という発想が企業や教育機
関の側にあったことがうかがえ、それが親を
追い詰め、ストレスを増幅していたと、分析
されていた。

という回答も１～２割あった。自由記述では
「子どもを可愛いと思えなくなった」
「一家心
中という言葉が頭をよぎった」など“黄信号”
と思われる悲鳴がつづられていた。
この年１～６月に、全国の児童相談所が
対応した児童虐待は９万8841件に上り、前
年同期比で１割も増えた。特に一斉休校が
始まった３月は、２万3601件と前年同月比で
18％も増加した。2010年度に５万6384件だっ
た虐待対応件数は、2020年に20万5029件（速
報値）に上り、子どもの人口が減ったこの10
年で虐待は３倍以上に増えた。
こうした一方、要介護高齢者への介護サ
ービスは、感染拡大が最悪だった東京都内
でもほぼ通常通りに提供され、社会的支援

２. ア
 ンケートにあふれるSOS
同年５月、全国認定こども園協会が他団
体と協力して行った緊急アンケートも、乳幼
児のいる家庭が直面した苦況を明らかにし
た。全国の保護者6108人が回答し、
「緊急事

が途切れることはなかった。高齢者自身が
利用を控えたケースはあったが、送迎付きで
デイケアやショートステイを利用したり、心
配事をケアマネジャーに相談し対応してもら

態宣言下で生活や育児に困ったか」という
質問に４人のうち３人が「困った」と答えた。
困難を感じた内容は、
「子どもとの過ごし方

ったりすることはコロナ下でも可能だった。
2000年に導入された介護保険制度は、要
介護高齢者のケアを従来の「家族の責任」

に悩む」が70％と最多で、
「親の心身の疲弊」
53％、
「減収や失職で、生活や育児の費用が
心配」20％が続いた。
「在宅で仕事に集中で

から「社会全体の支え合い」へと転換した。
高齢者のケアは社会化された結果、日常は
もちろん、感染拡大や災害時などの非常時

きない」
「家事・育児などをめぐり夫婦間の
トラブルが増えた」も１割超だった。
自由記述欄には800件以上の書き込みがあ

においても「家庭任せ」にせず、要介護高
齢者が孤立して窮状に陥ることがないよう
社会の側が考慮し、サポートを工夫する責

り、子どもに関する心配や預け先がないとい
った悲鳴があふれていた。
「子どもが外に出
られず、体力低下が心配」
「在宅ワークのた

務を負うことになった。
高齢期の社会保障を強化したように、子
育てについても、
「家族責任」から「社会全

め子どもはテレビとYouTube漬けになった」
という子どもについての危惧のほか、
「イラ

体の支え合い」への転換が必要になってい
るのではないか。
そう考えさせられる事例が、
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コロナ禍の海外でみられた。例えば、ニュー
ジーランドは日本同様に「教育のロックダウ

生数には現れなかったのだろうか。内閣府
が2020年秋に日本、フランス、ドイツ、スウ

ン」を行い、学校とともに保育施設を一斉閉
鎖した。しかし、国や施設の対応は日本と違
った。休園期間も、乳幼児のいる家庭を保

ェーデンを対象に実施した「少子化社会に
関する国際意識調査」は、
「子育ての社会環
境」の違いを浮き彫りにした。４か国の20

育施設が支援する方針を国が打ち出し、保
護者は施設の担任と連絡を取り合って子ど
もとの過ごし方について助言をもらうことが

～ 40歳代の男女を対象にとした調査で、
「自
国は子育てがしやすい国と思うか」という問
いに、スウェーデンでは「とてもそう思う」

できた。在宅生活になった子ども達のため特
別番組がテレビで放送されたり、国の特設
サイトで保護者や保育者のための情報が発

（80.4％）と「どちらかといえばそう思う」
（16.7％）を合わせた「そう思う」が97.1％と
最多だった。フランスでは82.0％、ドイツで

信されたりしたという。
以前から同国の子育て政策の充実は知られ
ていたが、社会の責務として子育てのセーフテ
ィネットを構築してきた政策や社会合意が非常

も77％だったのに対し、日本の「そう思う」
は38.2％だった。逆に「そう思わない」は
61.1％で、若い世代の６割が「日本は子育て
しにくい国」と考えていることがわかった。

時にも大きな違いをもたらしていた。

同じ調査で、緊急時に子育ての援助を頼
める先についても尋ねた。日本以外の３か国

３. 出生動向をめぐる明暗
日本ではコロナ禍で「産み控え」が広が
ったことも明らかになった。2020年に日本で
生まれた子どもの出生数は過去最少の84万
832人に落ち込み、コロナ禍の影響がより明
らかになる2021年の出生数は80万人を割り
込むとの予測もある。少子化に歯止めがか
からず、2019年の出生数は初めて90万人を
下回る86万人台になり、
「86万ショック」と
いわれた。それが、出生数減少のスピード
がコロナ禍で速まったため、政府が「2040
年に74万人」とみていた少子化の予測が大
幅に早まる見通しとなり、静かな衝撃が広が
っている。政府・自民党から「こども庁」構
想が浮上したのも、少子化の加速への強い

では保育施設、ベビーシッター、夫婦のきょ
うだい、近所の人、友人など多様な「頼れ
る先」が挙がったが、日本では子どもの親
か祖父母に集中していた。こうした結果を分
析した同研究所の岩澤美帆・人口動向研究
部長は、３か国ではコロナ禍で家計や失業
などの不安を持つ人が少ないことにも着目
し、衝撃に強いセーフティネットを構築した
社会が出生減を防いでいた可能性を指摘し
た1。
日本では長年、子どもを預けることができ
る「一時預かり」の需要が高いことがわかっ
ていても、利用できる自治体は今も限られる
など、子育てを下支えする社会的支援が不
足している。コロナ禍では感染を避けるため

危機感が背景にある。
出生数の減少はコロナ禍に直面した多く
の国で起きていたが、同じ時期に出生数が
増えた国も一部にあった。国立社会保障・

実家にすら頼れなくなり、行き詰まった家庭
が少なくなかったことがわかっている。国際
データで明らかになった出生をめぐる明暗
は、社会の意識と政策の差を反映した結果

人口問題研究所がまとめた国際データによ
ると、日本や東アジア、南欧、東欧などの国々
では感染が拡大した2020年前半に妊娠が減

だったといえるのではないか。

った結果、2021年１～２月の出生数が顕著に
減少した。ところが、西欧や北欧では減少
幅が小さく推移し、このうち北欧では2021年
２～３月に出生数が前年を上回って増加して
いた。コロナ感染による死者数は、日本や東
アジアより北欧や西欧の方ではるかに多く、
パンデミックによる社会的ダメージは大きか
ったはずだが、出生数の落ち込みが大きか
った国々と対照的な結果だったことは人口学
的にも注目されている【図1】
。
なぜ北欧ではパンデミックのダメージが出
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４.「少子化対策」から「家族政策」へ

深刻化した少子化の危機は、1995年から
講じられてきた対策の限界を露呈した。か
つては、現在の日本と同様に低かった出生
率を政策の試行錯誤で回復させた北欧やフ
ランスなどの体験から今こそ学び、若い世
代が「子育てしやすい国」と感じるセーフテ
ィネットの構築を急ぐ必要がある。
日本とこうした国々の政策の違いはどこに
あるのか。第一に気付くのは、これらの国々
が、あらゆる子育て家庭を普遍的に支援す
る「家族政策（ファミリーポリシー）
」を社

【図1】
2020年1月以降の出生数の2019年同月比の相対的変化率（％）

北欧
西欧

日本
東アジア

出典：国立社会保障・人口問題研究所「新型コロナウイルス感染拡大と人口動態」

会保障制度の１つとして確立していることだ
ろう。それに対し、日本の少子化対策は対
象が限定され、対症療法的な支援施策を束
ねたものだ。待機児童解消や虐待対策など
課題別の対策で構成されており、支援して
ほしい当事者の申請が前提だ。支援の対象
を選別するため、対象から外れた親子は深
刻な事態に陥っても気付かれず、重篤化し
たり手遅れになったりすることが珍しくな
い。各施策が縦割りのため、
支援に「切れ目」
や「スキマ」も生じる。
一方、北欧諸国やフランスの「家族政策」
は、全ての子育て家庭を対象とする普遍主
義の政策で、児童手当にも所得制限はない。

比で３％前後の財源を家族政策に支出して
いる。日本では長くGDP比１％前後だった
財源が近年、1.65％（2018年）に増えたとこ
ろだが、まだ半分ほどの水準だ。
財源規模の差は、子育てを支える社会合
意がどの程度かのバロメーターともなる。
「子
育ては家族責任」とする「日本型社会福祉」
以来の価値観は、子育てへの公的支出を抑
制するストッパーとなってきた。少子化危機
が深まるなか、子育てをめぐる社会合意や
財源のあり方を改めて議論すべき時にきて
いると考える。
2015年度に新しい少子化対策として導入
された「子ども・子育て支援新制度」は、

全ての子育て世帯を対象とする手当は、
「子
育てしない世帯から子育てする世帯への所
得再分配」の仕組みと位置づけられている。
保育制度も普遍的なサービスとなっていて、

その基本方針で「全ての子どもへ良質な生
育環境を保障し、子どもと子育て家庭を社
会全体で支える」と普遍主義的な理念を掲
げていた。この理念をどう具体化し、選別

利用者を選別したりしない。かつては日本と
同じく「困窮世帯」や「母親が働く家庭」に

主義の「少子化対策」から普遍主義の「家
族政策」へ転換するかを考える必要がある。

限定した制度だったが、今は全ての子ども
に「健やかに発達する環境を保障する」こ
とを目的にした保育保障の制度と位置づけ
られている。親が無職でも育児休業中でも、

日本が「子育てしやすい」と国民に感じ
てもらえる国になるには、
「こども庁」とい
う新たな行政組織を作るだけでは難しい。コ
ロナ禍であふれた子育て家庭の悲鳴を受け

申請すれば自治体は良質な保育を提供する
義務を負う。保護者は「保活」に奔走する

止め、日本に適した家族政策の検討を始め
る必要があると思う。

必要がない。親と子の権利を重視し、利用
者主体である点も少子化対策との違いだ。
さらに、こうした支援を可能にする豊かな
財源も違う点だ。スウェーデンをはじめとす
る北欧諸国やフランスは国内総生産（GDP）

1 2 021年7月28日、日本経済新聞経済教室、
「衝撃に強い社会、
出生減防ぐ 加速する少子化」
、
岩澤美帆（国立社会保障・
人口問題研究所人口動向研究部長）
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特集 4

社会的養護にかかわる
子どもの人権について

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて

集

寄稿

特

～権利擁護・意見表明権の重要性について考える
大場

信一

（社会福祉法人

北翔会理事長）

はじめに

児童相談所の記録については、措置の妥当

現在、社会的養護にかかわる議論は、国

性についての記載が主となっていたのは、過

レベルでは進められているが、都道府県レ

去のことなのか、現在もみられるのかは検証

ベルでは、まだまだ十分とは言えない状況に

も必要と思われる。

ある。すでに都道府県社会的養育推進計画

子どもの生活歴を把握することが大切な

が策定され、実行段階にあるが、進捗状況

ことは言うまでもないが、新たな生活の場で

は地域間格差も大きい。このようなときに執

過ごすことになる児童自身のストレングスな

筆の依頼を受けることとなり、今までを振り

どについて、もっと記載されていいのではな

返る機会として考えることにした。筆者は今

いだろうか。また、退所にかかわる経緯につ

まで児童福祉分野に携わっていた期間が長

いては記録として残されているが児童本人

く、児童相談所（児童福祉司、所長）及び

の意向確認記録は未記載であることが多い

児童自立支援施設・児童養護施設（施設長）

のが現状ではないかと感じている。

にかかわってきた経験のなかで思い考え続

経験を踏まえ限定的にはなるが、子ども

けてきた「子どもの人権」について、今回

の権利とは何か、児童養護施設の中で議論・

取り上げることとした。

検討されてきたこと、児童の最善の利益の

措置する側と措置される側の経験を振り
返ると、大きな違いも感じていた。社会的養

実現と意見表明権について、まとめてみるこ
ととした。

護を担う施設をすべて網羅することにはな
らないが、入所及び退所については、児童

１. 子
 どもの権利について

相談所の措置として決定され、保護者と児

施設入所が決まった子どもが新たな生活

童本人の同意に基づき決定されることになっ

の場となる施設について、少しでも理解を深

ているが、措置にかかわる同意については、

めることができるように配慮することは欠か

保護者の同意のみ法的に明示されていた。こ

せない。一人ひとりを大切にする取り組みと

のこともあり当事者である児童自身の意向は

して、児童自身や保護者が入所に同意する

必ずしも十分反映されているとは言えなか

までの経過の確認が必要であり、入所前の

った。しかし、我が国が児童の権利に関す

児童の気持ちを子ども本人の言葉で確認し

る条約を批准したことで法的拘束力を持つ

なければならない。裏切られ感や見捨てら

ことになったのであるが、条約の精神は2016

れ感を抱えていないか、気持ちの整理がで

年の児童福祉法改正まで明記されることに

きているかを把握することは、その後の支援

はならなかった。年齢や成熟度を考慮する

にも必要となる。

ことにはなるものの児童本人の意向を踏まえ

児童相談所（多くは一時保護中）におい

ることになり、児童記録表（入所必要書類

て説明を受けた内容を確認することも必要

の一つ）にも記載されることになった。ただ、

になる。時に、施設生活におけるきまりやル
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ールの説明が実情と違う場合も見受けられ
る。子どもが一番知りたい入所期間や親の

２．児 童養護施設の中で議論・検討されて
きたこと

状況、進路等について、児童相談所と施設

全国児童養護施設長研究協議会は、新型

の間で説明内容の共有がなされていなけれ

コロナウイルス感染症禍の中で、2020年は

ば、児童が戸惑うだけである。児童記録か

中止となり、2021年（１日開催）はオンライ

ら説明内容をうかがい知ることは難しいのが

ン開催を余儀なくされたが、それまでは３日

現状である。
「権利ノート」が入所前に子ど

間の日程で開催されてきている。例年、実行

もに手渡されているが、十分な説明を受ける

委員会の中で企画内容（開催テーマや研究

ことなく、渡されただけという子どもからの

部会テーマ）が検討されており、研究部会

声も多い。用意されている「権利ノート」も

はテーマに沿って企画者が中心となり、議

年齢等理解度に合わせたものがあるわけで

論の柱や助言者（社会的養護にかかわる研

はないので、有効な活用には至っていない

究者等）及び発題者（施設長等施設職員、

状況がある。また、
「権利ノート」を理解し

児童相談所職員、社会的養護出身者等）か

ていても、職員に聞かれることなく自由に使

らの提起により進められている。研究部会は

える電話がなかったり、返信用の封筒が用

１日（２日目）をかけて行われるもので、テ

意されていないなどから、機能していないこ

ーマを深掘りしながら議論が進められてき

ともうかがわれる。

ている。

子どもが持っている権利について全職員

大会テーマや研究部会テーマを振り返っ

が理解をし、児童に説明できることが必要

てみると、その時々の課題を念頭に置いて

である。

検討されてきており、子どもの人権・権利擁

児童相談所において、施設入所決定が伝

護にかかわることが常に取り上げられてい

えられることが入所直前であったり、間近で

ることがわかる。筆者がかかわってきた過去

あることが多く、子どもの持っている権利に

10年を見てみると「子どもの人権・権利擁

ついての説明が記憶に残っていない場合も

護」
「自立支援」
「養育のいとなみ」
「人材の

見られる。そのため、入所後あらためての

確保・育成」などが、それぞれの研究部会

説明が必要となる。児童の担当となる職員

のなかで、外すことのできないものとして位

からは、知る権利（施設生活の見通しや支

置づけられているのがわかる（表１）
。

援の内容のほか、自分自身や家族のことな

研究協議会での議論の積み重ねのほか、

ど）
、自分の意見を表す権利、プライバシー

子どもの育ちを保障することを踏まえ、筆者

が守られる権利、一人ひとりが発達を保障さ

も委員としてかかわった今後の児童養護施設

れる権利、あらゆる不当な扱いから守られる

に求められるものを示した、
「児童養護施設

権利、家族と交流する権利について、子ども
の理解度にあわせて何度か説明することにな
る。なによりも子どもを「個」として尊重し
ていかなければならず、いかなる差別もなし
に受け止めていくことが重要なことと考えて

のあり方に関する特別委員会最終報告書」
（全国児童養護施設協議会）を2021年６月に
とりまとめた。
そこでは、子どもの権利擁護についてもペ
ージを割き、以下の提言を行っている。

いる。
また、施設内において、児童と職員はけ

○児童養護施設は個別的養育の拠点として、

っして対等ではないことを忘れてはならな

子どもの権利条約を周知し、子どもの権

い。児童養護施設では、規則を作る、守ら

利について学びを深め続けなければなら

せる、守らない場合に注意・罰則等を与え

ない。子どもの権利を擁護する施設文化

るのは職員であり、年齢では年上であること

を醸成し、回復と発達の保障、知る権利、

がほとんどであるため、優位性を常に意識

意見を表明し参加する権利、プライバシ

して丁寧なかかわりをしていかなければなら

ーを守る権利、差別や不当な扱いから子

ない。

どもを守ることなど、個々の子どもの状況
に応じて最善の利益を施設全体で常に考
え、実践することが重要である。
○支 援の方針など子どもに関する決定を行
― 17 ―
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【表１】子どもの人権・権利擁護にかかわる全国児童養護施設長研究協議会大会のテーマ

う際には、子どもの気持ち、意見、心に抱

しがどうなっていくのか、将来がどうなっ

えたニーズを理解し、受け止め、日課等

てしまうのかは、大きな不安の１つである。

の生活環境の整備や自立支援計画に反映

入所の理由だけでなく、施設でいつまで

されなくてはならない。子どもに関わる養

暮らすのかも含めた今後の見通しや家族

育者・支援者は、その時々の対応が子ど

の現状等、児童相談所、市区町村、施設

もの最善の利益に適ったものであるかどう

等が一緒に話し合い、可能な限り明確に

かを振り返り、吟味し、養育に反映させな

伝えなくてはならない。しかし、伝えるこ

くてはならない。

とができないこともある。また、今後につ

○特 に施設の入所の際には、入所理由を説
明し、納得を得ていることが重要である。

る不安を理解し、寄り添い、少しずつでも

しかし、子どもの発達年齢や理解力等の

未来に希望が抱けるよう支え続けること

子どもの状態によっては、十分に理解し、

が重要である。

納得できていない場合も多い。また入所

○施 設入所にあたり、担当児童福祉司から

に同意の言葉を述べたとしても、入所後

子どもの人権擁護については、年齢等に

にそれを撤回する場合も少なくない。揺れ

応じて説明されている。しかし、これまで

動く子どもの心を理解し、受け止めて、繰

の養育環境の中で、人権が侵されること

り返し説明することが重要である。

が多かった子どもたちにとって、それを理

○子どもにとって、これから先の自分の暮ら
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解することは難しい。こうした難しさを十

分に理解し、理解の程度を含めて子どもの
状況を踏まえ、子どもが理解・納得できる

ら学んでいかなければならない。
障害者支援施設職員研修において引用さ

よう繰り返し説明することが大切である。

せてもらうことが多いのだが、中西正司・上

○施 設生活の中で、力のある者（職員や年

野千鶴子著「当事者主催」のなかで、
「当事

長の子どもなど）から、暴力等の不当な

者には当事者の数だけ、異なったニーズが

扱いを決して受けてはならない。入所に

ある。どのようなニーズにも対応できる柔軟

当たっては、暴力や性的行為の強要など、

さや、相手のニーズを読み取る力、そして

子どもの権利を侵害する行為については

対人関係の適切な距離の取り方や、無理な

認めないこと、そのような被害にあっては

要求や不当な処遇へのきっぱりした対応な

ならないことを十分に伝える必要がある。

ど、人間関係の基本というべき力量がケアワ

すでに入所している児童に対しても繰り

ーカーに必要とされる」と示されている。当事

返し伝え、説明し、安心・安全感が実感

者である児童に対する、自らのかかわりを常に

でき安定・安寧した施設生活となるよう

振り返り、検証していくことが専門性とは何か

努めなくてはならない。

を問い直すことにもなると考えている。

○施 設以外でも、学校や地域での生活にお
いて、子どもが正しく理解されずに、偏

４．おわりに

見や差別等の不当な扱いを受ける場合も

多少のかかわりでしかないが知的障害者

ある。施設の職員は、子どもの状態や境

の本人活動から学んだことである。当事者

遇を理解し、地域社会に対しても、正し

が権利と要求（願い）の主体者であると理

い理解と対応がなされるよう働きかける

解することが必要であり、その要求（願い）

必要がある。

にもとづくかかわりが、結果として人権擁護
につながるものではないだろうか。
「私たち

３．児童の意見表明権

抜きに、私たちのことを決めないで！」とい

児童の権利に関する条約第12条にある「意

う叫びを真摯に受け止めなければならない。

見表明権」を具体化するためには、日々の

あらゆる福祉分野で意思決定支援が大き

生活の中に組み込まれていなければならな

く取り上げられているが、当事者（子ども）

い。子どもが自分の意見を言える機会があ

にかかわる者の評価認識が、意思決定支援

り、その意見が取り上げられる経験をへて

の実践に大きな影響を与える。意思決定で

意見表明権が実感できるものとなる。自分の

きる、意思決定できる時もあるができない時

意見が、どのように生かされ、どのように周

もある、意思決定できないか、ほとんどでき

りに影響を与えているのかを知ることで、相

ないなど、誰がなぜ、そのような判断をした

手への思いを寄せることも可能となり、日々

のかが客観的に判断されなければならない。

の生活のなかで攻撃、非難、中傷、批判等の

意思決定支援は、意思形成支援、意思表明

ネガティブな意見に偏ることなく、他者との

支援、意思実現支援がなされて実現するとも

折り合いをつけていくことを学んでいってい

言われている。当事者の思いは、日ごろのか

る。大人（職員）の姿勢としては、不満や

かわりから推測できるという考えもあるが、

不服などがあるから話を聞くということでは

意思の推定による支援は慎重でなければな

なく、どのようなことでも聞くというスタン

らない。子ども一人ひとりの思いに応え、理

スでいる必要がある。聞かれる機会、話す

解を得ることにより、尊厳が守られるのでは

機会があると感じられる生活環境が保障さ

ないか。
「すべての人に判断能力がある」と

れ、子ども自身が持っているストレングスや

いう考え方を持ち、支援者主導の支援にな

レジリエンスをいかに信じ切れるかが職員

らないようにこれからも心がけていきたいと

に問われる。子どもの権利を守ろうとするあ

考えている。

まり、大人が動き過ぎることで経験をさせな
いことは、意見表明や自己決定を封じる結
果にもつながる。子ども自身で決めていくプ
ロセスへのかかわり方は、意見を言えないこ
ともあることに配慮しながら子どもの言動か

【参考文献】
シリーズやさしくわかる社会的養護6「児童相談所・関係
機関や地域との連携・協働」明石書店 相澤仁編集代
表 2013年11月
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特集 5

子ども・子育て支援と
財源政策の論点

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて

集

山﨑

寄稿

特

泰彦

（神奈川県立保健福祉大学名誉教授）

１. は
 じめに

しば子育て予算の倍増をという声が聞かれ

子どもに関する問題が拡大・深刻化する

るのはこのデータを根拠にしている。

なかで、諸問題に総合的に対応する機能を

「家族関係社会支出」とは、家族を支援す

有する新たな行政組織の創設や、施策の大

るために支出される現金給付および現物給

幅な拡充を求める声が与野党の双方から高

付（サービス）で、児童手当や就学前教育・

まっている。総選挙に向けた与野党の政策

保育サービス等が含まれる。わが国の近年

論争においても、子ども・子育て支援（以

の動向についてみると、2009年度は対GDP

下「子育て支援」と略す）の充実が叫ばれ

比で0.80％であったが、社会保障・税一体改

ていた。今後、普遍主義か選別主義かとい

革では子育て支援が最重点の政策として掲

う政策理念、給付の方法（経済的支援・サ

げられ、2010年の「子ども手当」の創設～

ービス）やその水準などについて、具体的

2012年の新たな「児童手当」の構築、2012

な財源政策とも関連づけて議論が展開され

年の子ども・子育て支援法の制定による新

るものと思われる。

制度の発足を経て、自公政権下での消費税

本稿では、子育て支援の現状を概観する

率引上げと待機児童解消プラン～子育て安

とともに、近い将来における消費税率の引上

心プランの推進により、対GDP比では上記

げが封印されているなかでの財源政策のあ

のように一体改革前の約2倍にまで増加し

り方をめぐる論点を整理しておきたい。

た。それでも国際水準にはほど遠いというの
が現状である。

２．国際的に大きく見劣りする子育て支援
国際的にみたわが国の社会保障の規模は
1

一般に「中程度」 だと評価されているが、

３．育児の社会化とは言わない国
わが国で子育て支援が遅れた背景にはさ

家族関係給付費については大きく見劣りす

まざまな要因が考えられるが、最も大きなも

る。ちなみに、社会保障給付費と類似の概

のは、介護の社会化という考え方がすっか

念であるＯＥＣＤ調べの社会支出の国際比

り定着した一方で、公式には育児の社会化

較によれば、対ＧＤＰ比の「家族関係社会

とは言わないように、子育ての家族責任を求

支出」
（2017年度）は、日本が1.56%（2019年

める意識が強かったことにあるように思う。

度は1.73％）であるのに対して、イギリス

社会全体で支援し支える社会化という考

3.24％、アメリカ0.62%、スウェーデン3.40％、
2

ドイツ2.39％、フランス2.88％である 。しば
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え方の根底には普遍主義の理念がある。高
齢者介護では介護保険の創設を境に社会化

が大きく進んだ。創設過程では、自民党保

成長する上で、どの家庭も広範な社会的支

守派からは「家族介護の美風を損なう」と

援を必要とする時代になった。

いう反対論さえもあったが、保険料を払って

民主党政権下で導入された「子ども手当」

権利としてサービスを受けたいという声が

は、未来への投資として「次代の社会を担

大勢を占めた。その裏には、細川内閣時代

う子ども１人ひとりの育ちを社会全体で応援

の国民福祉税構想の頓挫など、増税による

する」という普遍主義の理念にもとづく、所

税財源確保の難しさや、全面的に税財源に

得制限のない意欲的なものであった。それ

依存する福祉サービスでは、資力や家族介

に対して、自民党は、子育ての責任は第一

護の可能性を基準にした選別主義の制約を

義的には家庭にあり、足らざる部分を社会

受けざるを得ないという認識があった。

がサポートするという考え方から、子ども手

『おひとりさまの老後』という上野千鶴子

当に反対し、所得制限付きの児童手当を復

さん（東京大学名誉教授）の著書がある。
『中

活させた上で、所得制限の対象者について

央 公 論 』2021年11月号 でも「 一 人 で 老 い、

は月額5000円の特例給付を支給するにとど

一人で死ぬ社会」を特集していた。そうい

めた。さらに、今年（2021年）の児童手当

う生き方を選択できる社会になったというこ

法の改正では、その特例給付についても、

となのだが、そのおひとりさまの老後を支え

一定所得以上の者については支給対象から

る年金、高齢者医療、介護等の社会保障の

外し、選別主義を強化した。

担い手になるのは、子どもたちである。

その自民党も変わりつつあるようだ。自民

工業化前の社会では、子どもは私的財で

党「こども・若者」輝く未来創造本部の緊

あり、農業等の家業の担い手としての生産

急決議（2021年6月3日）のタイトルは「こど

財、そして引退後の親の生活を支える投資

もまんなか改革」である。また、それに先立

財として期待されて生まれた。一方、現代

つ山田太郎議員・自見英子議員等による「こ

の混合経済・福祉社会にあっては、子ども

ども庁創設に向けた第二次提言」
（2021年5

は明日の経済社会を担う公共財に準ずる存

月28日）のサブタイトルには「children first

在であることからすれば、家庭の資力や職

の社会の実現に向けて」とある。これは民

業等の属性にかかわりなく、等しく支援され

主党がかつて掲げた「チルドレン・ファース

るべきなのである。これを政策論に置き換え

ト、子ども第一の民主党」のキャッチフレー

ると、高齢者の扶養を社会化したことの論理

ズと変わらない。本当に自民党が政策転換に

的帰結として、介護の社会化と同様、
「育児

向けて舵を切ったのかどうか、今後の施策の

の社会化」として支え合うべきだということ

推進のなかで注視してみたい。

になる。
５．充実を妨げる財源の制約
４．家族責任論をめぐって

子育て支援の充実を図る上で、避けて通

法律論では、家族責任について、成熟し

れないのが 安 定 財 源の 確 保 である。今 年

た子の親に対する扶養義務は余裕のある範

（2021年）の子ども・子育て支援法と児童手

囲内での支援を求める「生活扶助義務」で

当法の改正は、それを如実に示すものにな

あるのに対して、未成熟の子に対する親の

った。

扶養義務は資力に応じて生活のすべてを分

社会保障・税一体改革による子ども・子

かち合わなければならない「生活保持義務」

育て新制度の実施を経て、
「新しい経済政策

だという。子育て支援は介護の社会化と同

パッケージ」
（2017年12月8日）では、消費税

じレベルでは論じられないということなのだ

率引上げ分の使途組替えと事業主の子ども・

が、その家族責任のあり方も時代背景のな

子育て拠出金引上げにより、3 ～ 5歳児の幼

かで変化する。今日では、子どもが健全に

児教育・保育を無償化し、0 ～ 2歳児につい
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ても住民税非課税世帯の全てについて無償

そのほか、社会保障・税一体改革の当初

化するとともに、保育の受け皿整備を進め

から積み残されていた問題もある。一体改

た。消費税の使途組替えとは、財政健全化

革では、消費税率5％から10％への引上げの

充当分として予定されていたものを無償化

財源のうち、0.7兆円を子ども・子育て新制

に充てたもので、国債によって新規施策の財

度による事業の量的改善分に充てた。しか

源を確保したのと変わらない。

し、職員の配置基準の改善や職員の処遇改

しかし、
それも一時的な対応にとどまった。

善などの保育の質の改善に要する0.3兆円に

市町村が策定した第2期子ども・子育て支援

ついては恒久財源を確保できないまま今日

計画では、待機児童の解消と女性就業率の

に至っているのである。

上昇に対応する上で、2021年度から2024年
度末までの４年間で、約1440億円の追加財
源が必要とされた。その財源確保策として、

６．新たな安定財源を求めて
社会保障・税一体改革の基本指針となっ

今年の改正では、保育所等運営費の支給に

た「社会保障制度改革国民会議報告書」
（2013

要する費用のうち3歳未満の児童に要する約

年8月6日）は、
新制度施行後の課題として「子

1000億円については事業主拠出金の引上げ

ども・子育て支援新制度の施行状況を踏ま

により、3歳以上の児童および幼稚園の一時

えつつ、幅広い観点から更に財源確保と取

預かりに要する約440億円については児童手

組強化について検討するべきである」として

当の特例給付の見直しにより生じる財源等

いた。

を充当することとした。

「報告書」は、検討に当たっての留意点と

保育所等運営費への事業主拠出金の充当

して、
「1990（平成2）年に「1.57 ショック」

は2018年度から導入され、拠出金率は導入

として、少子化問題が社会的に認識された

前の0.23％から2020年度には0.36％にまで引

にもかかわらず、必要な施策が必ずしも十

上げられ、さらに今年の改正により事業主拠

分に進まなかったのは、こうした施策が年

出金を充当できる割合が6分の1を超えない

金・医療・介護のように財源調達力の高い

範囲から5分の1を超えない範囲にまで引上

社会保険方式を採っておらず、当時、急速

げられた。これについては、企業における仕

に悪化した財政状況の下で、必要な財源が

事と家庭の両立支援の取組みと社会保障と

確保されなかった点にも原因があった」とし

しての子育て支援の充実が車の両輪である

ていた。また、
「企業における両立支援の取

ことから、
これまで経済界の協力を得てきた。

組と子育て支援の充実は車の両輪であり、

しかし、料率の引上げによる負担感が高まる

両者のバランスと連動を担保する視点から、

なかで、日本商工会議所は今年の引上げに

引き続き検討を進めるべきである」という踏

反対し、日本経団連も今後の引上げは認め

み込んだ指摘もしていた。

られないという厳しい姿勢に転じている。

このうち、後者は保育サービスにおける事

児童手当は、所得が一定額以上の者を特

業主拠出金等の活用を示唆したもので、企

例給付の支給対象外としたが、さらなる見

業主導型保育事業等の財源のほか、今年の

直しを求める声があり、改正法附則では、
「政

改正により新たに3歳未満の児童に要する保

府は、
（中略）少子化の進展への対処に寄与

育所等運営費の一部にも充てられている。

する観点から、児童の数等に応じた児童手

前者の社会保険方式については、その後、

当の効果的な支給及びその財源の在り方並

小泉進次郎氏らの自民党若手議員を中心に

びに児童手当の支給要件の在り方について

構成された「2020年以降の経済財政構想小

検討を加え、その結果に基づき、必要な措

委員会報告書」
（2017年3月）が、年金保険

置を講ずるものとする」という検討規定を置

料に加算して保険料を徴収し、児童手当に

いた。

一定額を加算する「こども保険」の創設を
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提案した。これが契機になって、
「経済運営

定財源を確保するために、
「将来の子供たち

と改革の基本方針2017」
（2017年6月）では、

に負担を先送りすることのないよう、応能負

「幼児教育・保育の早期無償化や待機児童の

担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源

解消に向け、財政の効率化、税、新たな社

を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、

会保険方式の活用を含め、安定的な財源確

速やかに必要な支援策を講じていく。安定

保の進め方を検討」することとし、選択肢

的な財源の確保にあたっては、企業を含め

の1つに社会保険方式の活用を掲げていた。

社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な

しかし、
「新しい経済政策パッケージ」では、

立場で、広く負担していく新たな枠組みに

財源確保策に踏み込むことを回避し、消費

ついても検討する」としている。

税の使途組替えという負担増先送りにより

このなかで、筆者は後段にある「新たな
枠組み」の提案に注目している。これを筆

対応した。
そのほか、筆者が早くから提案していた

者なりに受け止めると、国・地方の税負担や

年金制度を活用した育児支援や、権丈善一

企業の事業主拠出等に加えて、新たに幅広

慶応義塾大学教授が提案する「子育て支援

い世代からの個人拠出を導入することによ

連帯基金構想」などがある。

り、財政基盤を強化するとともに、普遍主義

筆者の提案は、
「順送りの世代間扶養を基

をベースにした共助のシステムを構築するこ

本とする年金制度を活用する。現役世代の

とになるのではないか。支援に対する権利

一人ひとりが、年金保険料に上乗せして子

性を高め、連帯意識を醸成する政策のイノ

育て負担金を納め、租税負担も投入し、児

ベーションとしても期待したい。

童関係の福祉財源を拡充する。社会保険の

ここでいう個人拠出とは、子育て支援の

給付であれば、所得制限はなくなり、どの子

ために徴収する、社会保険料、拠出金、目

にも等しく支援が及ぶ。
（中略）少子高齢社

的税である。以下、個人拠出の検討に当た

会の安定のためには、育児支援システムの

って、主な論点を整理しておきたい。論点

3

新機軸が必要だ」 というもので、これを年

整理に当たっては、自民党「人生100年時代

金制度の保険料徴収システムを活用した「育

の制度設計特命委員会」の「中間とりまとめ」

児保険」構想として理解すれば、小泉進次

（2017年5月23日）を参考にしている。

郎氏らの「こども保険」構想の考え方と変わ

【社会保険方式】
社会保険方式は、先々の生活不安を招き

らない。
権丈善一教授の提案の趣旨は、
「年金保険、

やすいリスクを保険事故として、保険料負担

医療保険、介護保険という、主に人の生涯の

を条件に保険給付を行うもので、負担と給付

高齢期の支出を（社会）保険の手段で賄っ

の関連性が強いことから、強い権利性を確

ている制度が、自らの制度における持続可

保することができ、負担についても合意を得

能性、将来の給付水準を高めるために子育

やすいというメリットがある。

て支援連帯基金に拠出し、この基金が子ど
4

しかし、子どもを持つことは、親の意思に

も・子育て制度を支える」 というもので、

かかわることであるから、保険事故に馴染ま

既存の社会保険を活用した拠出金方式であ

ず、未婚の人、子どもを持つ予定のない人、

る。

子育てが終わった高齢者などの合意を得難
いという問題が指摘されている。とはいえ、

７．
「骨太の方針2021」と安定財源の確保
に向けた主な論点

現行の社会保険でも、出産育児一時金、出
産手当金、育児休業給付など出産にともな

「経済運営と改革の基本方針2021」
（2021

う保険給付や、自己都合退職者にも支給さ

年6月）は、
「少子化の克服、子供を産み育

れる失業給付があるように、厳密な意味で

てやすい社会の実現」を目指して、その安

の保険事故には該当しなくても保険給付の
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対象にしている場合がある。その意味では、

ため」という拠出金の趣旨は極めて斬新で

合意形成の可能性の問題なのであろう。

ある。財政制度等審議会の「令和3年度予算

そのほか、社会保険方式に対しては、保

の編成等に関する建議」
（2020年11月25日）

険料未納者には給付を制限せざるを得ない

においても、同様の趣旨から医療保険制度

とか、年金制度を活用する場合は保険料負

等からの拠出を将来的な検討課題としてい

担が現役世代に限られる、などの問題も指

る。
【目的税方式】

摘されている。
【拠出金方式】

以上の社会保険方式および拠出金方式の

拠出金方式は、一定の受益が見込まれる

いずれの方式を採るにしても、新たな負担を

特定の事業に対して負担を求めるものであ

求めることは決して容易ではない。本来は、

るが、拠出金の負担を給付の条件にするも

子育て支援こそ消費税率引上げにより優先

のではないから、給付に対する権利性は弱

的に対応すべき政策課題であるはずなのだ

いが、既存の社会保険の保険料徴収システ

が、さらなる引上げは政治的に封印されてい

ムを活用すれば、社会保険方式と同様な効

る。経済が停滞し所得水準が伸びないなか

果を期待できよう。

で、国民の負担増に対する忌避感が高まっ

現行の子ども・子育て支援制度では、次

ているからであろうが、社会保険料および消

世代の育成が将来の労働力の確保等に寄与

費税に共通する弱点として、負担の逆進性

することから、被用者世帯の児童分に係る

という問題もある。そうであれば、新たに、

児童手当の財源の一部や企業主導型保育事

個人・法人に対する所得課税をベースに子

業等に、厚生年金保険料に上乗せして徴収

育て支援のための目的税を起こすことも考え

する事業主拠出金が充てられている。児童

られるのではないか。これは、前述の自民党

手当の創設過程では、事業主拠出金に加え

「人生100年時代の制度設計特命委員会」の

て、被用者や自営業者等からの本人負担の

「中間とりまとめ」
（2017年5月23日）でも検

導入が検討され、その後も浮上したことが

討課題として取り上げられている考え方で

ある。しかし、自営業者等の負担能力の乏

ある。

しさが最大の障害になり、実現しなかった。

「中間とりまとめ」は、
「例えば、復興特別

加えて、今では事業主の負担感も高まってき

所得税のような現行の本税に付加して課す

ている。

る付加税を創設することも考えられる」とし

そのほか、後期高齢者医療制度への医療

て、
「仮に、(a)個人や法人に対する所得課税

保険者からの支援金としての拠出金がある。

をベースに付加することとすれば、一定以上

また、介護保険制度の第2号被保険者に係る

の所得のある個人と法人に負担してもらうこ

医療保険者からの介護給付費納付金につい

とができる、(b)負担と給付を直接結びつけ

ても、大部分は第1号被保険者の保険給付に

ない場合は、未納への給付制限等の対応が

充てられるから、支援金に類似する拠出金

なく保険証交付や納付記録等の管理を要し

とみなしてよい。いずれも、拠出金の負担者

ないなど、管理コストを抑えることができる、

が将来において受給者になる後期高齢者医

などの利点がある」という。

療制度および介護保険制度の財政安定化に
大きく寄与している。

ただし、現行の所得課税にも種々問題が
指摘されていることからすれば、目的税とし

同様に、権丈教授の「子育て支援連帯基

ての子育て支援負担金の導入の検討に当た

金構想」も、社会保険制度からの拠出金に

っては、所得課税の見直しとも関連付ける

よる支援を行うものである。当面の子育て支

必要があるのかもしれない。

援の財源確保に止まらず、
「自らの制度にお
ける持続可能性、将来の給付水準を高める
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【参考：フランスの一般社会拠出金（CSG）
】

政府の歳出に占める社会保障関係費の比重

新たな社会保障目的税の検討に当たって

が高い。また、社会保障会計の歳入の約6割

は、フランスの一般社会拠出金（CSG）が参

が社会保険料で、残る4割が公費等であるこ

考になるように思う。

となど、わが国に類似している。歳入に占め

フランスの社会保障制度は、社会保険中

る一般社会拠出金の割合は2割である7。

心で、しかも財源構造が企業負担に傾斜し
ているという特徴があったが、1990年代に
入って、増大する社会保障費の財政問題に
直面することになった。負担増を求めるに当
たって、制約になったのは、次の3点であっ

1 社会保障費の規模に大きく影響する高齢化率の高さを考慮
すると、実質的な水準は「中程度」よりもやや低めになろ
う。
2

国立社会保障・人口問題研究所「2019年度社会保障費用統
計」
。

た5。

3 拙稿「保険で支える育児―少子化への新機軸を」
『日本経

①保 険料；法人企業の公的負担（租税と社

4 自由民主党「人生100年時代の制度設計特命委員会」
（2017

会保険料）が極めて高く、さらなる保険
料の引上げは、国際競争力の観点から望
ましくないこと。
②間 接税：付加価値税はヨーロッパでも有
数の高い税率（一般税率20.6％）になって

済新聞』
（夕刊）1998年12月10日）
。
年5月16日）における提案。
5 「各国の社会保障制度への公費投入について」
、第11回社会
保障の在り方に関する懇談会、資料2、2005年7月26日。
6 「独仏の医療保障制度に関する調査研究〈フランス報告
書〉
」
、健康保険組合連合会、2018年7月。
7 「海外調査報告書Ⅶフランス」
、財務省財政制度等審議会資
料、2014年7月。

おり、付加価値税の引上げは取りえない
選択肢であったこと。
③所得税：所得税は、課税ベースが小さく、
また、累進性が高いことから、所得税の
引上げも取りえない選択であったこと。
そのような状況のなかで、フランスでは
1991年2月に社会保障目的税としての一般社
会拠出金（CSG）が導入された。この一般
社会拠出金は、賃金中心であった従来の社
会保障財源の賦課ベースを拡大し、社会保
険料負担を抑制する目的で導入されたことか
ら、社会保障財源の租税化という流れで理解
されている。
一般社会拠出金の賦課ベースは、賃金以
外の社会保障給付等の代替所得、不動産収
入（家賃等）
、資産収入（配当金、利息等）
、
ギャンブル収入などほとんど全ての個人の
所得に及び、しかも控除が少ないという特
徴がある。1991年の導入当初、財源の投入
先は家族手当に限定されていたが、その後、
拠出金の負担率の引上げにより、無拠出制
の老齢年金、疾病保険、失業保険へと拡大し、
その過程で社会保険料負担の引下げが行わ
れた6。
フランスの社会保障会計の歳出額は国の
一般会計歳出額とほぼ同規模であり、一般
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特集 6

幼稚園・保育所を可視化する

子どもの最善の利益となる政策実現に向けて

集

寄稿

特

−実効性ある指導監査・情報公表に向けて
平川

則男

（連合総研副所長）

１. 保育士の処遇に関する二つの指摘事項
本稿では、幼児教育・保育の質を担保する、

「要請」を行っている。

地方自治体の監査や情報公表の現状につい
て、問題提起をしていきたい。

（2）会計検査院の報告
2019年12月に会計検査院が報告した、
「待

（1）総務省の行政評価・監視結果報告書
2018年11月に公表された「子育て支援に
関する行政評価・監視−保育施設等の安全
対策を中心として」と題する総務省の行政
評価・監視結果報告書1では、保育従事者等
への処遇改善加算に対する市町村の確認体
制の課題について述べられている。この報
告書によると、29の市町村を対象に処遇改
善加算の監査の実施状況について調べたと
ころ、内閣府が作っている賃金改善実績報
告書様式では、実際に保育従事者等に賃金
改善が実施されているかどうか確認できな
いものとなっていることが判明した。すでに、
一部の県では、独自に確認様式を作成し、
これを市町村が個々の保育従事者等の賃金
改善状況を確認できる仕組みを構築したと
ころもあるとし、内閣府などに対して改善を
求めたものである。また、報告書の中に、事
業所への確認が不十分であるがため、常態
的に勤務実績の無い者の氏名が加算対象者
として記載されていたり、賃金改善要件分
が法人経営者の親族など特定の者に偏って
分配されている、という事例も報告されてい
る。
このことから、報告書では、①賃金台帳
を活用した確認、②保育従事者等一人ひと
りの改善状況を確認している取り組み事例
を情報提供するよう、所見を述べている。
これに対して、内閣府・厚労省は2019年2
月に賃金台帳等を活用して個々の保育従業
者の状況の確認を行うよう、地方自治体に
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機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・
子育て支援施策に関する会計検査の結果に
ついて」と題する報告書においては、保育
士に本来払われるべき処遇改善加算が一部
の事業所で支払われていないことが明らか
となっている。この検査は、全国1,724市区
町村（約25,000施設）の中から166市区町村、
6,089施設を対象に行われている。報告書で
は、そのうち、処遇改善加算の全額もしくは
一部が職員の賃金改善に充てられず残額が
生じている施設が、処遇改善加算Ⅰで556施
設、処遇改善加算Ⅱでは1,724施設に上って
いるとされている。この原因は、職員の中途
退職などの要因もあるが、事業所の制度の
理解不足と事業所に対する市町村の指導不
足などがあげられている。
２．地方自治体の監査の実施体制は2、3
（1）診療報酬、介護報酬の監査について
以上二つの報告が続けて行われたことは、
幼児教育・保育施設への監査が十分機能し
ていないということを表していると考えられ
る。そこで、子ども・子育て支援法による監
査と医療保険制度の診療報酬、介護保険制度
の介護報酬の監査を簡単に比較してみたい。
まず、診療報酬の監査については、厚労
省本省に医療指導監査室が設置された上に
全国の厚生局による監査が実施されている。
その状況については、不正受給などの事案
があった場合、保険医療機関の施設名、代
表者名が公表された上、指定医療機関の取
り消しを受けるという大変厳しいペナルティ

が課されており4、毎年相当数の医療機関の
取り消しが行われている（なお、病院・有
床診療所には都道府県による医療法上の監
査も行われている）
。更には、レセプトデー
タについては、審査支払機関5における審査6
があり、今後はAIを活用し更に精度の高い
審査が期待されている。
介護報酬では、厚労省本省に介護保険指
導室が設置され、監査は基本的に都道府県、
政令指定都市・中核市（ただし地域密着型
サービスは市町村）で実施するが、その結
果は厚労省に集約され全国的なデータとし
て公表されている7。また、個別の指定取り
消し事案については、監査権限を持つ自治
体が個別に公表している8。
（2）子ども・子育て新制度における「特定教
育・保育施設」への指導監査について
次に、子ども・子育て新制度における監
査はどうなっているのか見てみたい。まず、
「特定教育・保育施設等の各施設に対する指
導監査のそれぞれの根拠法律」を見てみる
と、表1の通りとなっている。
同じ子ども・子育て新制度の「特定教育・
保育施設」であるにもかかわらず、根拠とな
る法律、権限が入り組んでいる状況にある。
これは、幼児教育・保育施設が、依然として、
子ども・子育て支援法の他に、児童福祉法、
学校教育法と縦割りの制度が残っているこ
とが原因である9。
そして、その監査の実績報告の公表につ
いてであるが、全く心許ない状況にある。ま
ず、保育所については、児童福祉施設とし
て位置づけられていることから、児童養護
施設等とともに、都道府県、指定都市・中
核市までの指導監査等の実施状況の集計が
あるものの、その具体的内容については明ら
かとなっていない。認定こども園については、
表1

幼保連携型認定こども園等の都道府県別の
監査実施施設数は明らかとなってはいるも
のの、市町村別の実績については把握でき
ていない。幼稚園及び幼稚園型認定こども
園に対して都道府県が行う指導監査につい
ては、学校教育法に基づく認可権者である
都道府県の判断で実施されているが、国と
して実施施設数・実施回数さえも把握して
いない状態にある。
こうしたことから、先の二つの指摘事項も
踏まえ、内閣府も問題意識を持ち、2020年
度から、
・個々の職員の賃金改善の状況
・加 算額に残額があった場合の翌年度にお
ける賃金改善額への充当状況
が明確となるよう、賃金改善計画書等の様
式を改正している。また、会計検査院や総
務省の調査は幼稚園を対象にしていなかっ
たものの、様式改正は幼稚園も対象とする
ようになった。
更には、2021年4月19日に開催された参議
院決算委員会10において、監査の実態が国と
して十分把握できていないことに対する指
摘に対して、内閣府は問題があることを認め
つつ、
「内閣府において調査方法等を検討し
た上でしっかり把握していきたい」と答弁し
ている。
しかしなお、監査基準の明確化などの課
題も残されている。例えば、総務省行政評
価局の結果報告書の中には、一部の保育従
業者に偏った賃金の支払いがあったとして
も、
「それを不適切とする根拠（基準）があ
るわけではないため（中略）
、反論されると
再反論することも難しい」との事例も報告さ
れている。また、私立幼稚園に対する監査
については、内閣府が示している基準の中
に、
「従来よりそれぞれが建学の精神に基づ
く特色ある教育活動を展開していることを

子ども子育て新制度の指導監査権限関係

内閣府資料をもとに、平川作成
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踏まえた対応を行うこと」という基準がある。
先の内閣委員会ではこの点についても指摘

治体の作業も追いついていないようで、全て
の施設名や住所が載せられているものの、

があったが、文科省は、指導監査の実態に
ついて、その件数等については把握をして
いない、と答弁しているにもかかわらず、
「こ

従業員の経験年数など全てのデータが掲載
されているわけではない。しかしながら、情
報公表によって保護者にとって情報が見え

うした留意点なども踏まえながら、各自治体
の判断におきまして適切に指導監査が実施
をされているものと認識」しているとの回答

るにとどまらず、全体としてどのような運営
となっているかも確認できるものであり、保
育の質を確認するための重要な要素となっ

に止まっている。

ている13。

３．子 ども・子育て会議は牽制機能を果た

５．教 育・保育施設の運営に対する牽制機
能の課題
これまで、地方自治体による指導監査の

せているのか
子ども・子育て支援法では、内閣府に設
置された
「子ども・子育て会議」
について、
「こ
の法律に基づく施策の実施状況を調査審議
し、必要があると認めるときは、内閣総理大
臣その他の関係各大臣に意見を述べること
ができる」とされている。診療報酬を審議す
る中医協のように「文書をもって答申や建議
を行う」
という機能に比較して限定的である。
更には、会議の構成員をみても、事業者11名、
有識者6名、地方団体3名、PTAやNPOなど
の利用者団体2名、連合1名、経済団体2名と
いう構成で、事業者の運営に関して十分な
牽制機能を持ちえていない。その上、実際
の会議運営は、各委員の意見表明だけに終
わる場合がほとんどである。これが地方自治
体の子ども・子育て会議になると、事業者
の数が更に圧倒し、利用者である連合の参
画が無いところが見受けられる。また、開催
回数も年2回というところもある。
４．教育・保育施設の情報公開
事業者に対する牽制機能の重要なポイン
トとして、教育・保育施設の情報公開があ
げられる。子ども・子育て支援法では、特
定教育・保育の内容を県に報告し、県は公
表しなければならないとされている。更には、
虚偽の報告に対する調査を妨害した場合は、
特定教育・保育施設の確認の取り消しもで
きる厳しい内容となっている。
内閣府はこの法律に基づき、2020年の秋
から子ども・子育て支援情報公表システム
「ここdeサーチ」の運用をはじめた11。全国
の教育・保育施設等の情報が閲覧可能とな
り、施設の教育・保育内容、教諭・保育士
などの経験年数（保育の質の要素12の一つと
考えられる）
、利用定員、実費徴収額などの
詳細がわかる大変便利なものである。ただ
し、まだスタートしたばかりであり、地方自
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状況と情報公表の状況について概観してき
たが、その具体的な実施状況については、
国が地方自治体の状況について十分把握で
きていず、情報公表もこれから充実をしてい
く段階にある。
子ども・子育て新制度の財源は税であり、
かつ消費税増税分が使われている。また、
介護報酬14や診療報酬15と違い、保育所など
の運営費のもととなる子ども・子育て新制度
の公定価格の算出根拠は、人件費分が明確
になっている16。特に処遇改善加算は、保育
士の処遇改善のためにあるのであって、報酬
の基本部分以上に使途に制限がある。このこ
とから、子どもの最善の利益という観点はも
ちろん、税が適切に使われているか、という
観点からの牽制機能が重要となってくる。
総務省の行政評価・監視委員会と会計検
査院の二つの報告は、全ての地方自治体や
事業所を調査したものではないが、問題が
顕在化していることを表している。また、他
にも企業主導型保育事業17,18に対する児童育
成協会の監査19結果を見ても、2018年4月以
降、施設名・設置者が公表され、
「運営費の
助成申込において不正を行っていた」
「利用
児童及び職員配置の水増し」等により、26
事業所の助成決定取り消しが行われている。
更に、東京都の令和元年度指導検査報告
書によると、認可保育所で実地検査を行っ
た237施設のうち、118施設が何らかの文書
指摘を受けており、その118施設のうち、52
施設が「保育士を適正に配置すること」に
ついて指摘がされていることが記載されて
いる。
このように、東京都と児童育成協会の監
査結果を見てもわかる通り、全国の幼児教
育・保育施設で不正が全く無いとは言い切
れず、潜在的に問題のある施設が存在する

のではないかという疑念を持ってもおかしく
ない。このような状況の裏で、事態は深刻
になっている可能性がある。事実、処遇改
善加算の問題の他にも、保育所の不正受給
や不適切な保育に対するマスコミ報道が続
いている。
このような状況を改善するため、以下の
点について指摘をしておきたい。
第1に、国・地方公共団体における監査の
人員体制の強化が求められると同時に、監
査権限が分散している状況にあることから、
認可・確認権限と監査権限を分離し、監査
権限を統合していくことが考えられる。その
場合、広域な対応が可能で、事業者との関
係性が市町村より比較的薄いと思われる都
道府県に権限を集中することも考えられる。
また、監査のためのみならず、全ての子ども
の育ちを等しく保障する意味から20、更に一
歩進んで、三つに分かれている制度の一本
化の議論も求められる。
第2には、監査状況の公開と国への報告、
各施設の運営状況の情報公表の充実が必要
である。そのためには、情報公表を推進す
るべく、加算申請の要件とすることも検討す
べきである。なお、東京都は、東京都保育
士等キャリアアップ補助金の交付条件とし
て、①財務情報の公表、②モデル賃金等の
公表、③非常勤職員の賃金改善を東京都の
ホームページで公表することとしている。こ
のような情報公表は、保育所の姿をよく見え
るものにしており、フリージャーナリストの
小林美希氏が詳細に分析し、報告している21。
第3には、監査基準の明確化である。不適
正な賃金支払いや処遇改善加算の運用、更
には労働法令順守を徹底するような制度・指
針が求められる。もちろん、
「建学の精神」
を理由として、監査そのものへの牽制は取り
やめる必要がある。
第4には、子ども・子育て会議の機能の見
直しである。子ども・子育て新制度の財源
は全額税であるため、診療報酬のような被
保険者の権利性は薄いと言えるものの、利

議論も早急に行うべきと考える。

1

2
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4
5
6
7

8
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21

この報告書は、主に保育施設の安全対策を中心に指摘し
ており、安全対策が不十分な施設があることを厳しく指
摘している。ただし、本稿においては地方自治体の監査
に関わる事項のみ、紹介した。
地方自治体の監査に関しては、先行研究として「保育の質
の向上に向けた監査・評価の在り方」
（JRIレビュー 2016年
1月20日 日本総研池本美香氏）がある。
医療保険・介護保険の指定事業所、子ども子育て制度の
確認事業所のうち、社会福祉法人は社会福祉法人指導監
査が行われる。実施権限は都道府県知事、政令指定都市
の長、市長、厚労大臣である。
2018年度の指定取り消しは、保険医療機関等21件、保険
医等15人となっている。
社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険
中央会。これらの機関による審査に加え、保険者による二
次審査がある。
保険医療機関における個々の診療行為が、保険診療ルール
（療養担当規則、診療報酬点数表、関連通知）に適合して
いるかどうかを確認する。
2018年度の指定取り消しは78件。2021年3月9日に開催され
た厚労省の「全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議」
では、指定取り消しなどの厳しい処分となる事案は、
「制
度全体の信頼を損なわせるもの」と厳しく指摘している。
例えば、札幌市は2021年度に3件の取り消しを公表してい
る。
監査の一元化については、子ども子育て支援法案審議の過
程でも課題として議論されてきた（第180国会参議院、社
会保障と税の一体改革に関する特別委員会、2012年8月2
日）
。
第204回国会 参議院 決算委員会 2021年4月19日
公表データの分析については、本号の「今月のデータ」を
参照のこと。
OECDのStartig StrongⅣ（Supporting Meaningful Inte
ractions in Early Childhood Education and Care）で注
目している保育の質のモニタリングの内容として、スタ
ッフの質向上があげられている。
本号の「今月のデータ」参照。
介護報酬は、介護サービスの種類ごとに、サービス内容
又は要介護度、事業所・施設の所在地等に応じた平均的
な費用を勘案して決定する（厚労省・第１回社会保障審
議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会、2006年
10月５日）。
診療報酬は、実施された診療に対する技術・サービスの
評価と物の価格評価（医薬品については薬価基準で価格
を定める）となっている。
子ども子育て制度の公定価格の構成は、基本額の共通要
素②に人件費、各種加算に処遇改善加算が明記されてい
る。
2021年3月31日現在の企業主導型保育事業助成決定は、
4,223施設、定員101,028人分。
この事業に対して、連合は市町村の子ども子育て支援計
画との関係が薄いことや、保育士資格職員の基準が低く、
新たな無認可保育所の類型をつくることとなるとして、
疑問を呈している。
企業主導型保育事業に関する不正事案（整備費水増し・
架空請求等）が続出したことから、内閣府は監査機能の
脆弱性などを指摘した。その結果、監査体制が改善され
ることとなった。
現在の制度では、全ての子どもの施設利用が必ずしも保
障されていない。待機児童問題に加え、私立幼稚園につ
いては「応諾義務」に例外があり、
「選考」が許されて
いる。更には、「正当な理由」があれば受け入れ拒否も
可能となっている。
2021年９月14日、週刊朝日、「送迎バス熱中症死は「氷山
の一角」？ 人員配置基準違反続々 保育士が足りない！」
他

用者代表の意見が十分反映されない仕組み
は問題と言える。子ども・子育て会議の構
成を見直し、事業所に対する牽制機能を強
化していくべきである。
監査と情報公開は、保育の質を維持する
重要な仕組みであり、子ども庁設立の議論
にあたっては、制度改革、財源の確保ととも
に、事業者への牽制機能の強化等に対する
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九 段 南 だ よ り

連合総研

副所長

平川

則男

二つの研究委員会から見えた
～労働力人口の減少による多様性の必然
11月号の九段南だよりでも報告したが、2018年度から

で明らかになったのは、労働組合で伝統的に行われてきた

始まった、調査研究委員会の報告書のとりまとめが佳境を

「職場活動」
「世話役活動」
が、組合員に対する普遍的な援

迎えている。今回は、二つの報告書の方向性について記し

助であり、それが結果として障害者に対する就労継続支援

ていきたいが、この二つは、途中、新型コロナウイルス感

につながっていることである。また、労働組合の運動方針

染拡大の中で、調査研究の中断という困難を乗り越え、新

も
「多様性」
への対応を強化するとともに、障害を持つ組合

たなWEBによるヒアリングという利点を最大限活用して

員の具体的な支援は、現場の支部・分会と現場の管理職と

きた研究会である。

の話し合いで解決されている場合も多いことがわかってい

まずは、
「中小企業の発展と労働者の労働条件向上に関

る。更には、労働組合自身の取り組みとして、障害当事者

する調査研究」
である。中小企業は、大変厳しい経営環境

の取り組みも、数は少ないが展開されているところもみら

の中、
「経済的報酬」
は大企業より低いとしても、従業員へ

れた。

の
「働きがい」
の面でも魅力ある職場の構築に努力し、地域

この二つの調査研究委員会の議論を通じて見えたのは、

をベースに人材獲得に積極的に取り組んできているのでは

人口減少に伴う労働市場の変化と、企業・職場の多様性を

ないか。こうした仮説を踏まえ、企業の社長ヒアリングを

受け入れることが求められている点である。例えば中小企

20社以上行ってきた。またそこでは、中小企業の
「働きが

業のものづくりの現場においては、多様な人材確保・定着

い」
は、
「自律感と有能感の充足」
「成長への欲求の充足」
「関

のために、ワークライフバランスを強く意識した企業風土

係性への欲求の充足」
などを通じて組織全体に広がってい

が浸透しつつある。また、障害者雇用への労働組合の支援

くことなどが分析されている。今後、ますます、現場に接

も、多様性という範疇の中で、労働組合としてのより幅広

する社員の知恵と行動をフルに発揮させることが企業の成

い、当たり前の支援として取り組まれていることに、新し

長と発展に直結することからも、従前の管理システムから

い発見を感じたところである。それはまた、報告書の章を

自発性促進と自律性支援への移行が有用ではないか、と提

執筆していただく、若林先生(常磐大学人間科学部)の
「ナ

言がされているところである。加えて、中小企業が地域の

チュラルサポート」
という概念の中に、労働組合が位置づ

発展に向けて、経済だけではなく人材の定着や地方自治体

けられているという
「発見」
にもみられる。

との関係性も含めて重視している姿勢も明らかとなってい
る。

個人的な経験で恐縮だが、DPI障害者世界大会の実行委
員会事務局に派遣され、出身の全道庁労連でも障害者の当

二つ目は、
「障がい者の更なる雇用促進と職場定着に向

事者運動に関わった経験から、労働組合内部の障害者への

けた課題と方策に関する調査研究」
についてである。障害

支援の運動は、
「特別な取り組み」
という意識が強かったが、

者には働くことに何らかの障壁があるが、障害者が無理な

今日、労働組合運動に多様性が意識される中、
「当たり前

く働くことのできる労働環境は、誰もが働きやすい環境の

の運動」
として進む可能性も感じられた。

実現にも寄与する。そのような職場環境の改善に向けて、

2020年度で終了した調査研究委員会の報告書は、現在、

労働組合がどう関与しているのかを検証するため、ヒアリ

詰めの作業が進められ、年末から年始にかけて、順次発行

ングを行ってきた。また、産別であるUAゼンセン、自治

の予定となっている。今後は、その報告書の発表の機会も

労にも単組に対する働きかけの状況や、障害を持つ組合員

設けていきたい。

の当事者運動の状況について聞き取りを行っている。ここ

九 段 南 だ よ り
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最近の書棚から
『社会的養育ソーシャルワークの道標』

子どもの生活の視点から、
社会的養護を読みとく

町村も関わることとなっているが、規 ワードも紹介されている。このワード
模の小さい自治体では、職員の専門性 は私も初めて触れるものだが、「自分
に課題が多いところもある。そういっ の人生の物語」は肯定的なものであれ
た中、児童家庭支援センターは1997 ば自分を支える糧となる、と解説され
年に法定化されて以降、
「子ども、
家庭、 ている。確かにそうで、自分の失敗や
地域住民等からの相談に応じ、必要な 成功の体験は、その後の生き方に大き
助言、指導を行う施設で、児童相談所、 な影響を与える。しかし、児童養護施
児童福祉施設など、関係する機関の連 設に入る子どもたちにとってはどう
絡調整も行う」役割が年々高まってお か。肯定的な物語を彼らは語ることが
り、2019年度末までに全国に340 できるのかどうか。「ここで暮らすの
か所の設置目標がたてられている。

も悪くない」と思える環境をどうつく

そこで、本著の読み方であるが、一 るのかが課題とされている。実は、児

橋本達昌、藤井美憲 編著
日本評論社
定価2,000円（税別）

社

般の読者の方は、第2部から読んでい 童養護施設の抜本的な環境整備が始ま
ただきたい(編者には申し訳ないが)。 ったのは、民主党政権下の小宮山厚労
それはここに、社会的養護の課題がち 大臣の決意があって加速していった。
りばめられていると感じられるからで それまでは、大部屋に寝泊まりする施

会的養護とは、「保護者のない ある。
児童、被虐待児など家庭環境上

設や児童間のいじめが発生しやすい環

その第2部は「社会的養育のキーワ 境にあったことを考えると大きな変化

養護を必要とする児童などに対し、公 ード」がテーマである。社会福祉制度 の途上であり、子どもの最善の利益の
的な責任として、社会的に養護を行う」 という限定された視点ではなく、子ど 観点から検討すべき課題である。
ことと定義されている。しかし、戦後 もの生活全般の視点から課題が解説さ
から今日まで、この社会的養護の対象 れている。

平川

児童は大きく変化してきた。終戦直後

さて、第1部に戻ろう。児童家庭支
援センターの運営のポイントを解説し

最初のキーワードの「パーマネンシ つつ、年々、設置個所数と相談件数の

は、戦災孤児の対策が中心であり、今 ー」は、厚労省の定義では、実親によ 伸びが著しく、全国に定着しつつある
日では児童虐待対策が注目されてい る養育が困難であれば特別養子縁組に ことが解説されている。また、緊急報

則男

る。厚労省の統計によると、全国の児 よる永続的解決
（パーマネンシー保障） 告として、新型コロナウイルス感染拡
童相談所における児童虐待の相談種別 を進めることとされ、児童福祉法改正 大による、食料支援の取り組みが記録
対応件数は、2015年度の103, 286 の国会決議でも明記されている。
また、 されている。この支援の中で、貧困家

連合総研副所長

件から2019年度は193,780件にま 特別養子縁組制度も、より幅広い年代 庭の子どもや、その家庭がどのような
で増加をしている。これまでも、児童 の子どもが利用可能となるなど、パー 状況にあったのか。具体的には、保護
虐待の増加や、虐待による痛ましい死 マネンシーに関する関心は高くなって 者の収入の減少による問題やDV、子
亡事故が繰り返される中で、国会にお いる。しかし、本書では、パーマネン どもの生活の乱れなどの問題があった
い て も 度 々 対 策 の 強 化 が 議 論 さ れ、 シーとは、
「心理的親との永続的な関 一方で、親子のコミュニケーションが
2019年6月には、児童虐待防止対策 係の下での養育環境」とし、親子分離 増えるということも報告されている。
の強化を図るため、児童の権利擁護（体 などの介入は、どんな状況においても そこで、
食料支援の取り組みを通じて、
罰の禁止の法定化等）、児童相談所の 子供にとって情緒的なダメージを与え 様々な支援者団体との連携が見えてき
体制強化、児童相談所の設置促進、関 ることから、まずは「正当な努力」を たことが成果として記されている。こ
係機関間の連携強化などを内容とする 強調している。また、その正当な努力 ども食堂も含め、支援の新たなプラッ
法改正が行われた。

が実現できる体制や関係する機関や職 トフォームの可能性を感じさせられる

そのような児童虐待対策の中心的な 員・支援者の意識が重要であるとして 報告である。
役割を果たすのが、児童相談所となっ いる。極めて困難な使命であり、その

本著の読者の対象者は、実践家・専

ているが、それを重層的に支える仕組 ための職員の専門性・経験が重要であ 門家が想定されているが、一般の読者
みとして、要保護児童対策協議会があ ると深く考えさせられた。
る。更には、児童虐待については、市

にとっても社会的養護の今日的課題に

また、ライフストーリーというキー ついて理解できる著書である。
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今月のデータ

幼稚園・保育所の現状と
子ども・子育て支援情報公表システムからみる
職員の経験年数、第三者評価、実費徴収

１. 幼稚園・保育所の現状
2015年に、子ども・子育て支援法が施行されて

、幼稚園・保育所をめぐる状況は大きく変化してきた。特に、女性の就業率の向上に伴

って、保育所数と定員、利用児童数の伸びが著しい。また、4歳以上の幼稚園・保育所の利用割合は、ほぼ全入に近い状況となる一方、保育所
の利用者が増加する半面、幼稚園の利用者については減少が続いている。

図１ 保育所等定員数・利用児童数・保育所等数の推移

2021 年 5 月 26 日 厚労省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会資料」

図２ 保育園・幼稚園・幼保連携型認定こども園 在園者数年次比較
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2018 年 5 月 18 日 厚労省「保育所における保育の質の確保・向上に関する検討会（第 1 回）
」参考資料。

― 32 ―

図３ 保育園・幼稚園・幼保連携型認定こども園の年齢別利用者数及び割合

2018 年 5 月 18 日 厚労省「保育所における保育の質の確保・向上に関する検討会（第 1 回）
」参考資料。

図４ 女性就業率（25 ～ 44歳）と保育所等の利用率の推移

2021 年 5 月 26 日 厚労省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会資料」

２. 子ども・子育て支援情報公表システムから
こうした中、内閣府は、2020年の秋から子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」の運用をはじめた。全国の教育・保育施設
等の情報が閲覧可能となり、施設の教育・保育内容、教諭・保育士などの勤務年数、利用定員、実費徴収額などの詳細がわかる（以下の図表
は連合総研作成）
。このデータの全体像は表1の通りである。また、都道府県別のエクセルデータもダウンロードできるが、全ての施設名や住
所が載せられているものの、従業員の経験年数など全てのデータが掲載されているわけではない。
そこで、まず保育の質の要素と考えられる、従業員の「経験年数」データの公表率について設置主体別にみると表2の通りとなっている。最
も公表率が高いのが、社会福祉法人となっており、意外にも地方公共団体の公表率は低い状況にある。本来、率先して情報公開を実施すべき
公立保育所の従業員の経験年数に関わる公表を多くの施設でしていないのは問題と言える。
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表1 子ども・子育て支援情報システムの全体像

表２ 常勤職員勤務年数・設置主体別公表率

次に、保育の質を測る上で重要な要素である、職員の経験年数のデータに着目してみた。ここでは設置主体別に分析をしてみたが、紙幅の
関係もあり、保育所の常勤職員について比較した（なお、ここで言う平均経験年数とは、施設毎の平均経験年数を足し合わせた上で施設数で
除したものである。
）
。結果は図5の通りであるが、地方公共団体は、経験年数が15年を山として、比較的他の設置主体より長い。また、社会
福祉法人は、地方公共団体と比較し短かいものの、10年から15年を頂点にしている。一方、株式会社を中心とする営利法人は、山の頂点が5
年となっており、比較的若い保育士が中心となっている。

図５ 全国認可保育所・常勤職員平均経験年数
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更に、第三者評価の実施についても比較してみた（表3）
。保育所・保育所型認定こども園の第三者評価等の実施・結果の公表状況を分析す
ると、設置主体別に大きな差はなく、むしろ営利法人がやや前向きな傾向を示しているものの、全体としては第三者評価に積極的とは言い難
い状況がある。

表３ 全国認可保育所・保育所型認定こども園の第三者評価等の実施・結果の公表状況

更に、情報公表の状況について調べていくと、地方自治体によっては、積極的に進めているところが見られる。その一つが名古屋市であり、
ほとんどの施設の職員の経験年数が公表されている。そこで、全ての施設類型の常勤職員の経験年数を設置主体別で比較すると図６の通りと
なった。

図６ 子ども子育て施設常勤職員平均経験年数・名古屋市

最後に、実費徴収／上乗せ徴収について見てみた。上乗せ徴収は、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価（基
準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた施設整備）
、実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費（文房具代・制
服代、遠足代・行事参加代、給食代・食材費、通園バス代など）とされている。しかし、具体的な上限額の基準はないことから、保護者にと
って過大な負担を招く可能性があることが指摘されてきた。
「ここdeサーチ」から見た事例の一部ではあるが、実費徴収では100万円を超える
例がいくつか散見され、50万円以上も目立っている。更には、上乗せ徴収をしている金額では、月6万円以上の記載があるなど、保育の質の
向上に本当に必要であるが、疑問に思われるものも見受けられる。
以上のように、全体としての公表率は十分とは言えないものの、情報公表によって保護者にとって情報が見えるにとどまらず、全体として
どのような運営となっているかも確認できるものである。引き続き、充分な情報公表が求められる。
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【10月の主な行事】
10 月 7 日 所内・研究部門会議
11 日 第 7 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティーネットに関する
調査研究委員会
（主査 : 玄田 有史 東京大学社会科学研究所教授）
20 日 所内・研究部門会議
22 日 第 13 回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と
働き方（公正分配と多様性）に関する調査研究委員会
（主査 : 藤村 博之 法政大学教授）
26 日 第 17 回持続可能な発展に向けた事業承継をはじめとする
中小企業の発展と労働者の労働条件向上に関する調査研究委員会
（主査 : 黒瀬 直宏 特定非営利活動法人アジア中小企業協力機構理事長）
27 日 所内勉強会
		 第 9 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの
責任投資原則促進に関する調査研究委員会
（主査 : 水口 剛 高崎経済大学学長）
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editor
社会保障と税の一体改革の議論に
おいて、子ども子育て支援は、それ
までの「少子化対策」から「子ども
の最善の利益」を基本とし、「子育て
の 社 会 化 」 が 議 論 さ れ た。 し か し、
政権が自民党に代わると、理念がゆ
がめられ、少子化対策が前面に打ち
出されるとともに、子育てに関して
は、保護者責任が強調されることと
なった。その後、「最善の利益」につ
いては、2019年の児童福祉法改正
でようやく明記されることとなった

ものの、社会化については十分な議
論が進められていない。しかし、子
育て世帯の状況をみると、子育ての
孤立化や一人親世帯に対する支援、
子どもの貧困対策、家庭に居場所の
無い子どもの居場所づくり、地域の
コミュニケーションなど、子育ての
「社会化」は待ったなしという状況に
ある。
これらの課題について、社会的な
議論が進められる必要がある。
（札幌時計台）

