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第１章 課題設定～問題意識・関心～ 

高等教育の無償化や、義務教育課程における英語教育の充実化など、「教育」に関する関

心や課題は今日においても尽きることはない。しかし、政府の教育への改革・充実が求め

られる中で、0歳から 5 歳(小学校就学前)までの幼児期の教育への重要性の見直しは未だ

行われていないように感じられる。この小学校就学以前の子どもたちへの教育は長年忘れ

られてきた課題ではないかと考え、私たちの政策提言では幼児教育の重要性について主張

したいと考えた。 

 これまで、幼児期の子ども達の教育を見直す際、保育園、幼稚園が区別されていること

で、幼児期の子どもにとって大切なことは保育か、教育かが議論されてきた。しかし、子

どもたちにとって必要なものはその両方であり、詳しくは第 2章で述べるが、そもそも保

育と教育は分けて考えられるものではない。日本では保育と教育が分裂したまま今日まで

きたため、両者を区別して議論することは非効率であるとわかっていても、保育園、幼稚

園の両者が互いの立場を譲れずにいる。 

 幼児教育の充実は小学校就学前段階での子どもたちの就学準備度の格差を改善し、豊か

な心身の発達に非常に大きな役割を担うものである。これからの子ども達には今まで以上

に学ばなければいけない内容が増えている。「1生きる力」がこれからの子どもたちに求め

られる中で、いつまでも子どもたちの教育を国が小学校からと考えることはもはや時代遅

れである。幼児期の教育の重要性が認識されているからこそ、多種多様な習い事や学習塾

などに通わせる家庭がある。しかし、そうした充実した教育を行えるのは、経済的、環境

的に恵まれた家庭であり、経済的な理由や、両親の仕事などにより幼児期のわが子に十分

な教育を受けさせられない家庭も少なくない。 

 さらには、教育において重要な課題である発達障害をもつ子どもの早期発見、特に識字

障害もつ子どもへのサポートはこの幼児期の教育環境を充実させることがその後の子ども

たちの学びや生活を大きく左右すると考える。 

近年の政府の対応を見ていると、未だに教育、特に幼児期の子どもたちへの教育への責

任が希薄化しているように感じられる。将来の日本を担う子どもへの教育がこのような扱

いで良いのだろうか。現在、話題となっている保育施設の不足は待機児童の観点から考え

られているが、本来ならば、子どもたちに充実した幼児教育を施すために国がこうした子

どものための施設の整備に責任を持つ義務がある。 

先にも述べたように、現在の日本ではこの幼児期の教育(時間)が個々の家庭に任されて

いる。近代以降の日本の「家族」の形では子どもに関することは女性の仕事であったため、

幼児期の教育を家庭に任せることが成立していたことに由来する。しかし、近年では従来

の「家族」の形が、女性の社会進出や家族の多様化などにより変化している。それにもか

かわらず日本は時代が変化していても、育児の負担のほとんどを家庭に置いているために、

家族の変化と育児のバランスが崩れ始めている。社会が急速に変化する一方で、従来の家

庭に任せきりの育児観を持ち続ける日本社会に強い疑問を感じた。 

 メディアでも連日取り上げられているように、早い段階での教育を整えることが日本全

体で見直されているのなら、幼児教育についても国や社会が今よりもさらに積極的な取り
                             
1 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/ (最終閲覧 2017年 3月 7日) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/
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組みを行うべきであると考える。幼児期の教育の負担が家庭に大きくかかることで、教育

に熱心である家庭と、そうでない家庭の子どもとで小学校就学時までの子どもへの投資に

は大きな格差が生じる。幼児教育における投資の格差は、後にも述べるように、その後の

小学校以降の教育の効果や、社会に出てからの所得等の格差にもつながる。子どもにとっ

てこうした格差は不可抗力によって生まれてしまうが、埋もれていく才能があることは少

子化に立ち向かう日本にとっては大きな損失である。特に私たちの人格、心身の豊かな発

育はやはり、幼児期から育むことが大切であるうえ、必要なスキルが目まぐるしく変化し、

学ぶべきことが増え続ける現代において小学校からではなく、幼児教育から再び注目され

るべきである。社会全体が従来の公的投資を見直し、「一億総活躍」や「生涯学習」を唱え

る中で、0歳から 5歳の子どもたちの教育の価値を再認識しなければならないと考える。 

そもそも、少子化の解決のために、子どもを増やしたいのなら、国や社会が子どもと、

子育て家庭に責任を持たなくてはならない。日本社会の子どもに対する冷たさは、近年、

新たな保育施設の建設に反対する運動2や、電車やバスで子どもが泣いていると怒り出す大

人たち3、年々教育予算を削減する日本社会4など、多くの社会問題として顕著に表れている。

私たちもこの問題に立ち向かう中で、子どもをもたない層、子育てにあまり関心を示さな

い層に、子どもへの投資の重要性に対する意識が不足していると痛感した。 

また、このような社会的無関心は、政治的無関心に反映される。消費税が 8％に引き上

げられる際に公約として年金・介護・医療・少子化対策5などがあげられていたが、ふたを

開けてみると子どもに流れた資金は一体いくらであっただろうか。次の 10％の増税政策で

財務省は、今後の少子高齢化により、現役世代が急なスピードで減り高齢者が増加する社

会を懸念し、若い世代にばかり社会保障の負担を負わせるのではなく、消費税を引き上げ

ることで、高齢者を含めて広く負担すること6を主張していた。この 10%の増税策にはもは

や「子ども」、「教育」の言葉を見つけることはできなかった。次の増税では引き上げ分の

２%が高齢者に流れることでますます、私たちから子どもへの投資の意識を薄くしてしまう
7と考える。 

子育て世帯が、安心して子どもを任せられることが少子化対策への一歩であると私たち

は強く感じる。子育てとキャリアという二択に追い込まれなければ、より多くの女性が安

心して２０代で子どもを産める。それに、少子化問題の本質は、国を支える人が減ること

で起こる社会制度の不具合にある。ゆえに、ただ子どもを増やすだけでは解決せず、生ま

れてくる子ども達に充実した教育を施さなくてはいけない。 

私たちの政策の一部である保育園と幼稚園の環境を統合することは長年、議論され尽く

された内容である。あえて、再びその議論を取り上げる理由としては、子どもたちを取り

巻く既存の環境にただ新しい策を投じるだけでは、その効果は極めて限定的なものとなる。

                             
2 東洋経済 HP http://toyokeizai.net/articles/-/121015  2017年２月 15日 (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
3 ガールズトピック(母親たちの掲示板) http://girlstopics.com/thread/2410/ (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
4「我が国の教育行財政」文部科学省   

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/bunka/dai3/dai1/siryou4.pdf (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
5 日本経済新聞、2012年 11月 17日 
6 財務省 HP 消費税引き上げの理由 http://www.mof.go.jp/faq/seimu/04.htm (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
7国民の関心の高い事項等に関する検査状況 

 http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary25/pdf/fy25_05_kanshin.pdf (最終閲覧 2017年 3月 7日) 

http://toyokeizai.net/articles/-/121015
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近年導入された認定こども園制度などもその例である。幼児教育の充実を考える上で、付

け足し政策を行うだけでは根本的な解決とはならない。既存の制度、環境の見直しを行い、

改革していくことが重要であると考える。そのためには、真新しいアイディアだけでなく、

既存の環境を大きく改革することが現状を是正するために必要不可欠である。 

また、この問題は国だけでなく日本社会全体を巻き込まなければ解決できない問題であ

る。そのため私たちは、高い費用対効果の期待できる投資により、幼児教育が日本社会の

動力となるよう政策を思案した。だが、私たちの政策理念はあくまで「Children First」。

つまり、子どもを第一に考えてはじめてこの政策が真の機能を発揮すると考える。 

今回この問題を考える私たちは、世間では「ゆとり世代」といわれ、社会からマイナス

な印象を持たれることが多い。これから社会を担っていく次世代の子どもたちが自分たち

の世代に自信を持ち、社会からも期待される世代に育ってほしい。私たちのように「あの

教育は失敗だった。」と大人たちから言われないように、ゆとり世代の私たちから、これか

らの世代の子どもたちのためにこの政策を贈りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【図-1：政策発案のイメージ（筆者作成）】 

 管轄を文部科学省へ

統一化 

幼児教育施設としての見直し・整備 
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第２章 現状分析 

(１) 幼児教育の重要性 

 英国の EU離脱や米国におけるトランプ政権の誕生など、アンチグローバリズムの潮流が

騒がれているものの、グローバル化が十分に進んだ現在においては、各国は国際社会にお

ける相互依存の関係を断ち切ることは困難である。このことは日本においても同様であり、

日本は今後も、不確実要素の多い国際社会の中において、様々な課題に取り組んでいかな

ければならない。一方、日本国内に目を向けても、少子化および超高齢化の進行、医療費

をはじめとする社会保障費の増加などによる財政難など、多くの課題が存在する。また、

将来的な人口減が確実視されている中、移民の受け入れ等についても議論を避けることが

できない問題となってくるだろう。 

 将来の予測が困難な状況において、多様化する問題に対応するためには、求められる能

力も多様化するだろう。グローバルな環境で活躍するためには、英語をはじめとする語学

力は必須である。ITをはじめとする技術革新が一層進めば、それらの技術を各分野に応用

することが求められる。複雑な問題を解決するためには、問題の本質を解き明かすための

課題発見能力も必要となろう。 

多様なスキルの習得に柔軟に対応することができる人材を育成するためには、質量とも

に一層充実した「教育」が必要となる。教育を実施する場の中心は、当然のことながら「学

校」であり、近年においても、学校教育の制度や内容について様々な議論や取り組みがな

されている。例えば、政府は大学の無償化へ前向きな検討を進めており、東京都において

も高等学校の実質無償化が検討される等、高等教育の機会拡充などが議論されている。2020

年以降、小学校から順次適用されることとなる「学習指導要領」の改訂案においては、英

語教育を小学校３年生時において必修化、小学校５年生時において教科化することや、各

科目におけるアクティブ・ラーニングの導入等が示された。また、従来から議論されてい

るプログラミングの必修化について、小学校の各科目において「プログラミング的思考」

を身に付けることが目標として掲げられた8。他にも、これまでに導入された武道・ダンス

の必修化（2008年）など、教育の場におけるコンテンツの増加は、将来の日本を担う人材

に求められるスキルが多様化していることの表れと言えるだろう。 

 このように、義務教育や高等教育に関する議論が活発になされる一方で、小学校入学前

の乳幼児期における教育、すなわち幼児教育の改善に関する議論は相対的に不足している

と言える。幼児教育の問題は、待機児童問題等の児童福祉の問題の影に隠れてしまい、生

涯学習の出発点としての「教育」の場であることに視点を置いた議論は乏しい。英語の早

期教育化、多様化する科目、高等教育の機会拡充といった教育政策を成功に導くためには、

単に必要な教育をコンテンツとして詰め込むのではなく、子どもたちの視点に立って、こ

れらの教育を子どもたちが習得可能か否かについて考えなければならない。幼児教育の制

度改善は、子どもたちの将来の学習の基礎をしっかりと育むことにつながるのである。 

近年、幼児教育の重要性が様々な研究により実証され、注目を集めている。中でも、ノ

ーベル賞も受賞した経済学者であるヘックマンが指摘するように、子どもが将来社会的に

                             
8 「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能

力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議、2016 年。 
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成功するか否かについて、肉体的・精神的健康、根気強さ、注意深さ、意欲、自信といっ

た非認知能力を幼少期に養うことの重要性が認められつつある9。幼児教育において、非認

知能力を向上させるためのプログラムを受けた子どもたちは、当該プログラムを受けてい

ない子どもたちと比較して、その後の学校教育における成績は良好であり、大学進学率も

高いことが証明されている。 

 また、教育を投資としてとらえた場合、幼児教育への介入は、経済的効率性を促進し、

生涯にわたる不平等を低減する。そのため、子どもが成長した後の犯罪率の低下等につな

がり、従来の公共政策で議論の対象とされてきた高等教育等における介入よりも経済的、

社会的影響がはるかに大きいとされる10。 

 非認知能力を高める幼児教育の提供は、所得の再分配ではなく、「所得の事前分配」とい

う観点から、すべての子どもに対して一律に提供するべきであるとされる。ヘックマンは、

事前分配を、「経済効率や労働力の生産性を高めるうえで、単純な再配分よりもはるかに効

果的」であると結論付けている11。実際に、国際社会の潮流としても、義務教育の年齢が引

き下げられるとともに幼児教育の無償化への取り組みの動きが見られる。 

 

(２) 日本の幼児教育の現状 

日本は、急速な少子化の進行、出産及び子育て環境の変化、子ども・子育て支援の質及

び量における不足、待機児童問題、子育て支援の制度及び財源の縦割り等の問題に直面し

ており12、子ども・子育て支援の拡充が喫緊の課題とされ、主に児童福祉、社会保障の観点

から様々な取り組みが検討実施されている。 

現在、子育て世帯が子どもを預ける先としては、ベビーシッターや一時的な託児所を除

けば、保育所、幼稚園、認定こども園の３つの選択肢が存在する。３つの施設の全国総数

については、保育所が約 25,000箇所13、幼稚園が約 11,000箇所14、認定こども園が約 4,000

箇所15となっている。３つの施設の比較は表―１のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
9 ジェームズ・J・ヘックマン、古草秀子訳『幼児教育の経済学』東洋経済、2015年、11頁。 
10 同上、12～13、35頁。 
11 同上、40頁。 
12 「子ども・子育て関連３法について」内閣府、文部科学省、厚生労働省。 
13 「平成 27年度社会福祉施設等調査 結果の概要」厚生労働省。 
14 「平成 28年度学校基本調査結果の概要」文部科学省。 
15 「認定こども園の数について（平成 28年 4月 1日現在）」、内閣府子ども・子育て本部。 
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 保育所（園） 幼稚園 認定こども園 

所 管 厚生労働省 文部科学省 
文部科学省・厚生労働省 

（制度全体としては内閣府） 

根拠法令 児童福祉法 学校教育法 認定こども園法 

目 的 
保育に欠ける乳児または幼児

の保育 
幼児を教育し、心身の発達を助長 

教育及び保育並びに保護者に対する子育

て支援 

対 象 
保育に欠ける乳児及び幼児

（一般的に０～５歳） 
満３歳から小学校就学前の幼児 

保育に欠けるか否かにかかわらず、教

育・保育を一体的に実施 

教育・保育の基準 保育所保育指針 幼稚園教育要領 

保育所保育指針 

幼稚園教育要領 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

教員等の資格 保育士資格 幼稚園教諭免許 
０～２歳児に対しては保育士資格、３歳

以上はどちらか一方の資格 

【表―１：保育所、幼稚園、認定こども園の比較16】 

 

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと

を目的とする施設であり（児童福祉法第 39 条）、乳児・幼児の健全な心身の発達を図るこ

とを目的とする児童福祉施設として位置付けられている。保育の内容については、「保育所

保育指針」において、「養護」と「教育」を一体的に行うこととしており、「教育」の内容

については、「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」及び「表現」の５領域を定めている。 

幼稚園は、学校教育法に定められる「学校」の１つである。その目的は、義務教育及び

その後の教育の基礎を培うものとして幼児を保育し、その心身の発達を助長することとさ

れている（学校教育法 22 条）。教育の内容については、「幼稚園教育要領」において、「生

きる力」の基礎を涵養するため、保育所保育指針と同様の「健康」、「人間関係」、「環境」、

「言葉」及び「表現」の５領域を養うことをねらいとしている。 

認定こども園は、平成 18年に施行された「就業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」（通称、「認定こども園法」）を根拠に新設された、教育・保

育を一体的に行う施設であり、幼稚園と保育所の長所を併せ持つ施設とされる17。認定こど

も園には、施設の実情や保護者のニーズに応じるように多様な型があり、幼保連携型、幼

稚園型、保育所型及び地方裁量型に区分される。認定こども園は、義務教育及びその後の

教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳

児・幼児に対する保育を一体的に行い、その心身の発達を助長することを目的とする施設

である（児童福祉法第 39 条の 2）。教育・保育の内容については、当該認定こども園の類

型によって異なるが、例えば幼保連携型認定こども園においては、「幼保連携型認定こども

園教育・保育要領」において、「生きる力」の基礎を涵養するため、保育所保育指針及び幼

稚園教育要領と同様の「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」及び「表現」の５領域を教

育・保育の内容として定めている。 

                             
16 内閣府、文部科学省、厚生労働省の各 HPを参考に作成。 
17 内閣府 HP、http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html (最終閲覧 2017年 2月 12日) 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html
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以上のように、認定こども園の設置といった取り組みがなされてはいるものの、日本の

幼児教育の制度については、各種議論の中で「質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合

的な提供」、「教育・保育の質的改善」といった言葉が出てくることからもわかるように18、

教育と保育が別の枠組みとして、幼保二元体制を前提に議論されている。そのため、先述

の各施設の目的、制度及び所管は異なっており、また、教育と保育の概念についても、前

者が「満３歳以上の小学校就学前の子どもに対する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に規定する法律に定める学校において行われる教育」と定義され

るのに対し、後者は「児童福祉法に規定する保育」と定義され（子ども・子育て支援法第

７条）、両者は区別されている。しかし、実際には児童福祉施設である保育所における「保

育」の中には、「教育」が組み込まれ、教育の「ねらいと内容」は幼稚園のものと同様であ

る。 

このような幼保二元制度については、その非効率性等の問題点を指摘する先行研究が多

く存在する。教育と保育の所管一元化については、政府も子ども・子育て支援法の附則に、

「子ども・子育て支援法の公布後２年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施

するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずる」（附則第２条第４項）としているが、教育・保育の所管の

一元化（例えば、文部科学省への業務の一元化）や、所管省庁の新設（例えば、「こども省」
19）の議論は停滞している。子ども・子育て支援法の成立に伴い、内閣府に「子ども・子育

て本部」を新設し、各制度を一元的に統括することとなったが、行政の縦割りによる非効

率は残り、教育と保育を一体的かつ抜本的に見直すことができていない20。 

このことから、日本における幼児教育の位置付けは、生涯学習の出発点として、将来の

学習を支える土台作りの期間として教育制度の中に組み込まれているものであるとは言い

難い。先述したとおり、国際的にも重要性が認められている幼児教育について、日本では

すべての子どもにその機会が均等に提供されていないのが現状である。幼児教育は、「学校」

である幼稚園と「児童福祉施設」である保育所によって分断されており、認定こども園は

この問題を根本的に解決するものではない。 

また、日本においては、幼児教育への支出に対する「将来への投資」という位置付けの

認識が弱いと考えられる。このことは、図―２からもわかるように、他のＯＥＣＤ加盟国

と比較して、日本の就学前教育段階における公財政教育支出の対ＧＤＰ比が極めて低いこ

とに表れている。 

 

 

 

 

 

 

                             
18 「子ども・子育て関連３法について」内閣府、文部科学省、厚生労働省。 
19 池田祥子「子ども・子育て新制度の内容および今後の課題」『こども教育宝仙大学紀要』第４号、2013年、42頁。 
20 同上、43～44頁。 
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【図―２：就学前教育段階における公財政教育支出の対ＧＤＰ比21】 

 

このような公的投資の低さの結果、幼児教育にかかる費用は、各子育て家庭の大きな負

担となっている。図－３～５のとおり、現在、幼児期にかかる教育費の負担は非常に高く、

負担が大きいと感じる家庭が多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

 

 

 

                             
21 文部科学省ＨＰより抜粋 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/icsFiles/afieldfile/2009/12/15/1287932_1_1.pdf (最終閲覧 2017

年 3月 7日) 
22 文部科学省ＨＰより抜粋 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/1330218.htm（最終閲覧 

2017 年 3月 7日） 

OECD 平均 OECD平均 日本 日本 

【文部科学省「生涯学習分科会（第 69回）配布資料」より引用】 

図－３： 

－４ 
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                                  23 

                             
23文部科学省「中央審議会 生涯学習分科会（第 69回）配布資料」資料 5－2 教育投資参考資料（２）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/__icsFiles/afieldfile/2013/01/30/1330218_11.pdf

（最終閲覧 2017年 3月 7日） 

【図－４：                    】 

－４ 

【図４、５ともに文部科学省のＨＰより引用  】 

【図－５：           】 

－４ 
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また、2011年に幼稚園・保育園に通う 3歳以上の子どもを持つ母親（幼稚園の子どもの

母親が 200 人、保育所の子どもの母親が 200 人の合計 400 人）を対象にインターネットを

通して保護者調査が行われた（図－６）。 

 この結果より、経済支援に次いで「幼児教育にかかる費用の軽減」が大きなニーズの一

つとして保護者より挙げられていることがわかる。保護者は保育を求めると同時に、子ど

もに十分な教育を与えることを望んでいる。このことから、幼児教育の充実は各家庭の要

望にも合致するものであると言える。 

 
【図-６. 優先的に実施してほしい子育て支援＜５つまで選択＞〔保護者調査〕24】 

 

(３) 教育と保育の分断の背景 

 もともと、「保育」という言葉は、小学校以上の学校教育を支える土台となる「教育」を

実施する幼稚園が、子どもの成長や発達に応じて相対的に小学校以上の学校とは異なる教

育方法・内容をもつことから、「幼稚園教育」を示す言葉として創り出されたとされる25。

一方、戦前は言葉通り「託児」に特化していた託児所は、戦後、幼稚園と同様に「育ち」、

「教育」の場であるという意味を込めて「保育所」と呼ばれるようになった26。しかし、幼

稚園に対する学校教育法、保育所に対する児童福祉法がそれぞれの法的根拠となると、そ

れぞれの所管である当時の文部省と厚生省は、幼稚園と保育所の違いを強調するようにな

った。そのため、「教育」の場であるという意図を込めて生まれた保育所における「保育」

は、徐々に戦前の「託児」という意味に限定されるようになった。また、昭和 38年に発出

された「文部省・厚生省両局長通知」によって、保育所の「保育」が３歳児以上と３歳児

未満に分断され、３歳児以上に対しては、「幼稚園に準じる幼児教育を行う」こととされた。

これを受けて厚生省は、３歳児以上を保育所から奪われることを憂いて、「養教一体として

の長時間にわたる望ましい保育」を強調するようになり、これが現在の「保育所保育指針」

につながっている。 

 このように、本来は「教育＝保育」であったはずの概念が、学校教育法と児童福祉法に

                             
24 松田茂樹 (2012)「幼保一体化についての調査―幼稚園・保育所の施設調査と保護者調査―」 

http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/report/rp1210a.pdf (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
25 池田、前掲注、44頁。  
26 同上。 
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よる分断や、関係省庁の利害対立により「教育≠保育」という概念に歪められていったの

である。 

 

(４) 幼保一元化の議論と障害 

教育と保育が分断された現状に対し、これまでに「幼保一元化」あるいは「幼保一体化」

という構想の下、様々な議論や取り組みがなされてきたが、これらの構想はいまだに実現

に至っていない。これまで、幼保一元化が実現しなかった大きな要因として、以下の４つ

が考えられる。 

第一に、関係省庁間におけるセクショナリズムの問題である27。具体的には、幼稚園を管

轄する文部科学省と保育所を管轄する厚生労働省が、既存の体制を維持するために、それ

ぞれの管轄する施設の差別化を図ってきたことが挙げられる。新聞報道においても、幼保

一元化への取り組みに対し、族議員を巻き込んだ両省の対立が障害となっていることが報

じられている28。また、図-７は 2009年に文部科学省と厚生労働省の双方からなる幼保連携

推進室が、全国 130 の認定こども園に対し、幼保連携のために取り組むべき課題について

調査した結果である29。これを見ると、行政が取り組むべき課題として文部科学省と厚生労

働省の連携強化が最も必要とされていることがわかる。幼保一体化政策として作られた認

定こども園であるが、施設から見ると文部科学省と厚生労働省の連携は不十分であると言

える。このことは、幼保一元化において両省の連携の不足が大きな障害となっていること

を示している。 

 

【図-７ 認定こども園が考える幼保が取り組むべき課題30】 

 

 

                             
27 鹿苑修「幼保一元化の歴史的潮流とそれを妨げたもの」『福祉社会科学』2014年、25頁。 
28 日本経済新聞「かすむ幼保一本化「こども園」政府 5案、現行温存盛る」2010年 11月 17日付朝刊. 
29「認定こども園に係るアンケート調査の結果について」文部科学省・厚生労働省、幼保連携推進室. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/06/08061002/001.pdf (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
30文部科学省「重要対象分野に関する評価書―少子化社会対策に関連する子育て支援サービス 3．学事業の評価」より

引用 http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100102/009.htm（最終閲覧 2017年 3月 7日）  
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第二に、幼稚園側の反発である31。全日本私立幼稚園連合会は、幼保一元化に反対する理

由として、「学校教育の始まりを幼稚園からと明記している学校教育法第 1条の改正を前提

とする幼保一体化ならば絶対反対」と論点を絞っている。それは現行のように幼稚園、保

育所、認定こども園があり、設置運営する側も利用する側も、それぞれの考え方で自由に

選べる形であれば許容できるが、すべての施設を強制的に単一の施設（例えば、民主党政

権時に提案された「こども園」）に移行させることは権力の横暴であるとして、幼稚園制度

を守り抜くという強い姿勢を示したのものである。 

第三に、保育所側の反発である32。日本保育協会は、主に財政問題を反対根拠としている。

現行の幼保財政規模のまま一体化に移行したら、旧保育所に対する公費補助が大幅に減る

という懸念である。つまり、現行体制において補助の少ない私立幼稚園、株式会社、NPO

が合流することによって保育所のパイが奪われるということである。そして、公費補助の

低減は、旧保育所における人件費や人員配置を削ることにつながり、保育の質低下を招く

と主張している。したがって、現行保育所への助成水準が維持されるだけの大幅な（数千

億規模の）追加財政措置が約束されないかぎり「反対」であるという論を展開している。 

最後に、実効上の問題である。例えば、既存施設の大幅な改増築といった施設面、職員

の資格、子どもを預ける時間などの問題が挙げられる。 

幼児教育の体制を整えるためには、分断された「教育」と「保育」を単一の管轄省庁の

下に体系的な制度として再構築することが必要である。そのためには、幼保一元化と同様

のプロセスを経る必要があり、その実現のためにはこれらの問題の解決策を提示しなけれ

ばならない。 

それぞれの問題の根底にある原因は、幼稚園と保育所に対し、それぞれ学校教育法と児

童福祉法という法的根拠が与えられていることであると考える。現在においても、学校教

育法と児童福祉法を「未だに相対化することができず、そのくびきから抜け出せていない」
33ことから、小学校就業前教育の場として一体的に議論されるべき、教育と保育が異なる概

念により分断されている。つまり、学校教育法と児童福祉法という２つの法律の下で幼保

一元化を議論すること自体が、大きな矛盾を生んでいると言える。 

義務教育の基礎となる素養を身に付けさせるために、質の高い教育・保育を提供するた

めには、その主体が幼稚園であるか保育所であるかに関係なく、子どもに対する教育・保

育について共通の認識をもつ必要がある。また、子どもの成長過程には個人差もある中で、

３歳という年齢を境に「保育から教育へ」と転換することの妥当性にも疑問の余地がある。

また、かつてはニーズ別にバランスのとれていた幼保の現場において、近年では、少子化

が進んではいるが働く親が増えたために保育園入所希望者が増加し、地方では幼稚園就園

児数が激減し待機児童があふれ出している。 

 大人たちの都合ではなく、子どもの視点から幼児教育のシステムを見直すためには、小

学校就学前の０～５歳児の教育と保育を「教育≠保育」として分断するのではなく、子ど

                             
31 幼稚園情報センターHP http://www.yochien-joho.com/headline/?date=20101107_2 (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
32 同上。 
33 池田、前掲注、43頁。 

http://www.yochien-joho.com/headline/?date=20101107_2
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もの成長の過程に応じた連続的な「教育＝保育」として、連続性及び一体性をもった制度

づくりが必要であると言える。 
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第３章 政策提言～幼児教育の充実と機会均等～ 

これまでに述べたとおり、私たちは「ゆとり」と呼ばれて育ち、じき親となり子育てを

する世代として、教育に関心を抱いている。また日本の教育制度を考え直す中で、現行制

度では、生涯学習の礎となる幼児期の教育が見落とされていると感じ、この幼児教育軽視

に端を発する、幼児保育・教育制度の未整備、公的投資の不足、幼児期の教育機会の不均

等の問題について、国が積極的に是正すべきであると考えた 。ゆえに政策提言としては、

第一の柱として現行の幼保二元制から統一施設「幼児学校」への一本化、教諭の資格統一

と専門化、施設の確保の三点を、そして第二柱として公的財源を活用した幼児教育の実質

無償化を掲げる。 

 

Ⅰ．「幼児学校」の創設 

(１)具体的な政策内容と、既存制度との違い 

第２章で述べたとおり、幼稚園・保育園・こども園といった幼児保育・教育施設で「保

育・教育の目標として特に重視していること」自体が大きく異なるわけではない（表２参

照）にもかかわらず34、日本の幼児教育のシステムは依然として統一に至っていない。時代

に合わせて改定される教育目標を現場で実現するためにも、まずは環境整備として、複雑

化してしまった制度を効率化する必要がある。 

  

【ベネッセ教育総合研究所、2012】 

 

既存の「認定こども園」に見られる幼保一体化とは主に現場レベルでの統合を指し、「幼

稚園・保育園が同一敷地内にあり、現行の法制度の下で、職員の交流や幼児の交流、施設

の相互活用等、教育的観点から幼児の教育、保育を進めていく仕組みを指す 32。」対して、

幼保一元化とは、根拠法レベルからの統合を指し、「幼稚園・保育園が同一敷地内にあり、

幼稚園・保育園の根拠法、設置運営基準、教育・保育の内容基準等が改正された下で、幼

                             

34 塩谷 香「これからの幼保一体化を考える 〜今回の調査から見えてきた保育現場の課題〜. 」ベネッセ教育総合研究

所. 第 2回 幼児教育・保育についての基本調査 報告書 [2012 年]  
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児の教育、保育を進めていくことを指す35。」私たちが目指すのは、より抜本的な構造改革

を要する後者に基づく、「幼児学校」の創設である。 

我々が提案する幼児学校は全国民に教育機会の均等を保障するため、保育所、幼稚園、

そして認定こども園の「保育」環境と「教育」内容を「教育」として提供することを可能

とする包括統合された施設である。この新施設では、まず保育所の対象年齢に準拠し、 教

育対象を親の就労状況に関係なく生後 6ヶ月から小学校就学の年齢である満 6歳まで拡大

する。そのため 、現行制度では利用対象とならない満 3歳以下満 3歳以下かつ保育の必要

性が認められない幼児も利用可能となり、教育の機会均等が担保される。 

幼児学校における教育のプログラムとしては、既存の幼稚園及び保育所における各教育

要領等によるもののほか、他国における事例研究において、子どもの将来の成長に成果が

得られたものが多数存在するため、それらを参考とすることができるだろう。 

例えば、０～３歳児に対する教育については、1970年代に実施された「アベセダリアン

プロジェクト」における、言語力重視の「会話型読書」などのコンテンツが有効であると

考えられる。３歳児以上に対する教育については、1960年代から現在も継続されている「ペ

リー就学前プログラム」における、アクティブ・ラーニングなどが挙げられる36。 

これら海外事例を参考にしつつ、幼児学校での教育内容について文部科学省が提唱する

「知育、徳育、体育」を通して「生きる力」37を醸成する中で、特に徳育にあたる非認知能

力¹の育成を重点に据える構想として、以下のようなプログラムとなる。 

知育・徳育・体育の中でも、幼児教育段階では、徳育にあたる非認知能力を育成するこ

とを主目標とし、生涯教育の礎となる主体性と忍耐力、集団行動の基礎となる人間関係形

成能力、そして多様性に富んだ社会に対応する異文化受容力を涵養するカリキュラムを設

定する。知育については、言語力の育成を中心とし、0～3歳の段階では読み聞かせなどを

中心に文字や言語に対する関心を育み、満 3〜5歳の段階では、小学校入学を見据えてひら

がな、カタカナ、アルファベットの識字能力を養う。体育については、0～2歳段階では外

遊びやリトミック運動、工作を通して自分の体や身の回りの道具を自分の意志通りに動か

す練習を中心とし、満 3〜5歳段階では球技、水泳など、より多様な体の動かし方や、チー

ムでの活動を取り入れたプログラムを組む。 

なお、現行の幼稚園教育要領は、幼児教育のねらいは「生活や遊びを通じて総合的に」

達成されていくものだとしており、この場合の「遊び」とは、「配慮して作られた環境にお

いて、子どもたちが様々なモノや人などと主体的に関わることでつくり出される具体的な

活動である38」との解説がある。このように幼児期の教育は、小学校以降のような集団・時

                             
35 奈良県 橿原市 https://www.city.kashihara.nara.jp/kyoiku/d_kyouiku/iinkai/documents/youho9-02.pdf (最終閲

覧 2017年 3月 7日)  
36 両プロジェクトの内容、結果、費用便益分析の結果等については、「子どもの貧困の社会的損失推計レポート」（三菱

UFJ リサーチ＆コンサルティング、2015年）を参照。 
37 文部科学省ウェブサイトより 現行学習指導要領・生きる力 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/ (最終閲

覧 2017年 3月 7日) 

 

38横井紘子 「保育所・幼稚園と小学校の違い」、酒井朗・横井紘子、ミネルヴァ 書房、29-48. 2011 

https://www.city.kashihara.nara.jp/kyoiku/d_kyouiku/iinkai/documents/youho9-02.pdf
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間割型ではなく、例えば知育における言語力の基礎も「幼児自身の興味・関心に合わせ『遊

び』を通じて身につく39」よう、教諭が個々の幼児の関心や発達を観察、評価し、遊具や学

習教材を提供することで達成される。 

私たちの提言の要は、幼児教育を児童福祉の一部としてでなく、教育課程の一部として

捉え直すことにある。そのため「幼児学校」への制度統合においては、従来は主に幼稚園

が請け負っていた「教育」の要素が、幼児を対象とした保育・教育施設は全施設に適用さ

れる。全施設が正式に教育制度体系に位置付けられ、法的区分は「学校」となる。  

法的根拠の統括と共に、監督官庁の統一化を行うことにより、システム全体の整合性と

効率化を図ることも肝要である。まず内閣府の外局の所管として制度を整えた上で、本来

教育を請け負う文部科学省へ所管を移す形をとる。具体的な管轄省庁として、政策実施の

初期段階は内閣府子ども・子育て本部を前身として内閣府・外局に「子育て庁」を設置し

たうえで文部科学省と厚生労働省の協働部署の連携を強化し、後期段階においては、子育

て庁を文部科学省の所管に移す改革を行う。（政策実施段階については第３章 IV.で説明。

政策フロー・課題・監督/評価 システムを参照）40 

法制度については「幼保連携型認定こども園」新設時に整理されたものを踏襲し、根拠

法は改正認定こども園法を原型とした幼児教育基本法、教育内容の基準は幼保連携型認定

こども園教育・保育要領、保育担当者の名称についても「幼児学校教諭」を使用する。保

育期間についても、従来の保育所と同等の一日原則 8時間とする。 

幼児学校の地域との交流のあり方としては、老人ホーム等の福祉施設を訪問する、在日

外国人の方々と交流する、地域の住民と共同で簡単なボランティア活動（ゴミ拾いなど）

やお祭りに参加する、演劇界など幼児学校で開催する発表会に地域の住民を招待するなど、

幼児学校の敷地の内外で様々なものが考えられる。 
対象地域としては、まず待機児童問題が最も逼迫している地域において教員と施設を確

保し、自治体ニーズに合わせて制度を柔軟に適用しながら、全国一斉に実質無償化を実施

する。 

最後に、これら改革の主な財源は国からの施設補助金（第３章Ⅳ.実質無償化を参照）で

ある。 

 

(２)この政策によってもたらされるメリット 

第一に、第 2章で述べたとおり、人材資本であるこどもに対し、幼児期に充実した公教

育を与えることで将来にわたる人材資本の充実が望める。幼稚園教育要領が、幼児期にお

ける目標を「生涯にわたる人間形成の基礎を培うために大切なもの」41と位置付けているよ

うに、人材資本の「根」を育てることが、将来の国を、世界を支えることとなる。 

第二に、幼児教育の機会均等により、小学校入学時点での就学準備の底上げが叶う。子

                             
39酒井 朗 「教育方法からみた幼児教育と小学校教育の連携の課題―発達段階論の批判的検討に基づく考察―」  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/81/4/81_384/_pdf (最終閲覧 2017年 3月 7日) 

 
41 文部科学省 幼稚園教育要項（平成十年）

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19981214001/k19981214001.html (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
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どもの相対的貧困率が平成 24（2012）年には 16.3％に上昇し42社会問題化する中、公教育

を通しての早期介入は所得の再分配ならぬ、所得の事前分配として機能し、貧困家庭にと

ってのセーフティーネットとして機能しうる。 

第三に、人口減少により幼児の数が減少した地域においては幼稚園と保育所の統廃合を

進め、定員割れにも関わらず競合が起こるような非効率を防ぐことができる。 

第四に、今まで制度の不足を補う形で付け足しを重ね、複雑化した幼児教育制度を一本

化することにより、幼児教育の現場において事務作業の重複が軽減される。また中央政府、

地方自治体、そして各施設の間で情報伝達の効率と精度が上がることにより政策の変更や

調整が各地の現場まで伝達をスムーズにし、政策の実施、統率を行うことができる。 

第五に、所管の統一により幼児教育の大規模データベースが構築できるため、以後、信

用性の高いエビデンスに基づいた教育政策を立案しやすくなる。 

 

(３)課題・改善策 

我々の政策は教育の機会均等は底上げを焦点とするものであって、各家庭が自由判断に

基づき教育に投資することを阻止するものでは決してない。園外の教育サービスを併用で

きるよう、原則 8時間の保育時間を、各家庭の要望に基づき曜日により 4時間まで短縮で

きる制度を整える。また私立の施設のうち、特色あるカリキュラム等により幼児一人あた

り一律に支給される基本補助では採算が合わない施設については、不足分を利用者から徴

収することを可能とする。 

次のⅡからⅢでは、幼児学校への幼児教育システム統一において特に重要となる幼児学

校教諭の育成と人員確保、そして乳幼児の受け入れ施設の確保について、詳細を述べたい。 

 

Ⅱ．「幼児学校教諭」の人材育成・確保 

(１)幼稚園教諭と保育士の現状 

幼稚園と保育園に携わる職員の免許資格は分かれており、それぞれ幼稚園教諭、保育士

となっている。平成 25年の調査により、幼稚園においては 106,124人の幼稚園教諭がおり、

保育園では 409,000人の保育士が働いている43。 

幼児教育の機会均等を図るために、幼保一元化を提案するが、そのためには教員人材の

育成・確保が急務の一つである。しかし、2017 年の時点で厚生労働省は 74,000 人近くの

保育士が不足するという予想を立てている。また東京都による調査で「給与・賞与等の改

善」を求める声に代表される労働条件や職場環境への不満の高さが見られる44。これらの問

題に対応するため、「幼児学校教諭」の専門職化を推し進めることで、社会的地位と待遇改

善につなげることを目指す。そのために、幼稚園教諭・保育士免許の統一および専門化と

                             
42 内閣府 平成 27年版 子ども・若者白書 http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h27honpen/b1_03_03.html (最終

閲覧 2017年 3月 7日) 
43 文部科学省 「学校教員統計調査 平成 25年度（確定値）結果の概要」 

 厚生労働省 「第一回保育士等確保対策検討会資料４ 保育士等における現状」 

しかし、免許・資格保有者数ははるかに多いと考えられ、厚生労働省は約 76万人の潜在保育士がいると発表している。 
44 東京都福祉保健局 「保育士等実態調査報告書」 

 特に「給与・賞与等の改善」は回答者の 6割（59.0％）が改善希望として挙げており、施設別では『民設・民営』の施

設の職員の 72.0％が「給与・賞与等の改善」を求めている。 
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自治体による職員の名簿管理の一括化を提案する。 

 

(２)幼稚園教諭・保育士免許の統一 

私たちが奨める幼保一元化に伴い、職員の教育と保育両方の分野に関する知識の深化が

求められる。免許資格を統一することで幼児学校に携わる職員が幼稚・保育の区別のない

統一免許を持つことで、人材の幅が広がると考える。平成 22年に文部科学省によって行わ

れた調査においても、幼稚園教諭・保育士の免許資格の併有率は現職全体で 75％を超えて

いることが明らかになったため、資格の統一化はこの状況に応えることにもなる45。それに

加えて、「幼児学校教諭」の免許の専門化を提唱する。 

免許は短大、4年制大学、大学院で取

得可能とし、保育と教育について学

びながら、学生が自らの幼児教育に

関する専門を選び、それに特化した

免許を取得することとする。また就

業後も、本人の希望によって大学や

大学院で専門を深化させスキルアッ

プできるようにする。免許の内容に

基づいて基本給などの待遇改善を行

っていくことで、「幼児学校教諭」ら

の長期的なキャリア形成につなげる。 

大学（4 年制、短期の両方を含む）

及び専門学校において、幼児教育に関わる職員のための免許資格を統一化したカリキュラ

ムを提供する。また、どちらかの資格免許のみを既得している 25％の幼稚園教諭・保育士

には取得していない免許資格に関する研修等を行い、実務実績などを考慮して統一免許が

とれるようにすることにする。 

 

(３)職員の名簿管理の一括化 

人材の育成が安定と同時に、各施設における職員の確保が次の課題である。現在では公

立の幼稚園、保育園においては各自治体が行う採用試験によって地方公務員となり配属さ

れ、私立では各施設によって採用はゆだねられている。そのため、どの施設に就職するか

は、私立においては保育士・幼稚園教諭の判断に任せられている。 

新制度では、免許を取得した者の名簿を一括して国や自治体で管理することで、公立も私

立の施設も効率的に免許取得者の採用が行えるようになる。職員数が少ない施設が一括管

理された名簿にアクセスすることで、雇用条件に合う免許取得者を探すことができるので

ある。免許取得者にとっても名簿に登録することで、結婚や育児を機に離職しても復職す

る際に、効率よく希望にあった施設を探すことができる。現行ではハローワークなどで重

                             
45 文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例に関する検討会（第１回） 

資料３（別紙１）幼稚園教諭免許・保育士資格の併有状況」 

【図－８.新免許制度案（筆者作成）】 
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点的に保育士、幼稚園教諭向

けの取り組みが行われている

が46、それに加えてこの名簿の

一括管理を行うことによって、

雇用のさらなる効率化を目指

す。また、公機関が免許取得

者の雇用状況を把握し名簿を

管理することによって、雇用

の内実が明らかになり、低賃

金長時間労働のような所謂

「ブラック」と呼ばれる職場

環境の改善が期待できる。 

 

(４)この政策によってもたらされるメリット 

現在、保育士の志望理由として挙げられるものの中で、「子どもが好き」で保育士を志望

する割合が 5 割を超えている。子どもに対する熱意や情熱に見合った職務環境を与えるこ

とが、この政策実行の大きな意義の一つである。これらの改革によって、「幼児学校教諭」

の専門職化が進むことで、社会的地位の向上及び待遇改善が推し進められる。待遇が改善

することにより、免許の潜在保有者が幼児教育の現場に復職するという選択の増加が望ま

れる。また、社会的地位が向上することで新規の免許取得希望者の確保にもつながり、人

員の育成・確保へとつながる。安定的な職であると考えられることで男性職員も増えるこ

とが期待され、それにより社会全体の育児に関する意識改革にもつながる。十分な数の幼

児学校教諭が確保されることで、職務量も無理なく施設内で分配でき、幼児学校教諭が長

期的な仕事として認知されると考える。 

 

Ⅲ.幼児教育施設不足への対応と施設の提供方法 

(１)施設不足の現状 

 現在どれだけの幼児教育施設が不足しているのかを、最も施設不足が深刻であるとされ

る東京都の数値を用いて概算する。東京都によると平成 28年 4月 1日現在の保育サービス

利用児童数は 261,705人、待機児童数は 8,466 人47である。かなり大雑把な試算であること

は重々承知であるが、待機児童数からどのくらいの保育施設をこれから作る必要があるの

かを計算する。まず、保育園の定員の原則は 20 人から 120人であるので、これから新しく

作る施設の定員の平均は 35人と仮定する。この仮定に基づくと、およそ 250の施設を新た

に作る必要があると分かる。簡略化のため、幼稚園や認可外の幼児教育・保育施設で待機

児童が存在しないとすると、250の施設を作れば施設に関しての需給は均衡する。 

 本稿では、企業や大学に幼児施設を確保してもらうこと、もしくは今まで使われていな

                             
46池本美香、「保育士不足を考える：幼児期の教育・保育の提供を担う人材供給の在り方」、JRIレビュー 2015(9), 
47 「都内の保育サービスの状況について」東京都。http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/07/20q7j500.htm 

(最終閲覧 2017年３月７日) 

幼児学校教諭 

【図-9 名簿 一括 管理 システム （筆者 作成 ）】 
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かった公的なデッドスペースを利用することで、この 250の施設不足に対応することを提

言する。 

 

(２)施設の確保 

新しい施設の候補として、企業の協賛、大学による場所の提供、そして、公的デッドス

ペースの利用の３つを提言する。 

① 企業の協賛 

民間企業が社内やその付近に幼児学校を設置する。企業は設備のみを管理し、職員は社

外で契約する。この企業隣接施設には、そこで働く社員の子どもが優先的に入れるように

する。 

施設を設置する企業側のメリットとしては、出産後の社員の復帰を容易にすること、就

職活動を行う学生へのアピールになること、CSR 活動の一環として社会的イメージが向上

することがあげられる。国が施設を設置した企業を認定し、そのリストを大学の就職課に

配布するなどして学生がアクセスしやすくする。これらに加えて、幼児教育施設設置の費

用の一部を国が補助したり、施設を設置した企業の法人税を減税したりすることにより、

企業に十分なインセンティブを与える。 

② 大学による場所提供 

大学が使用していない土地や空き教室を貸し出し、幼児学校として利用する。大学には

使用していない場所を貸し出して収益を得られるメリット、子どもを持つ学生の学習を支

援できるメリットがある。 

③ 公的デッドスペースの利用 

 合併等により使用する頻度が極端に少ない公民館や、小学校の空き教室を幼児学校とし

て利用する。公民館を利用した施設には、公民館が所属する区域の子どもが優先的に入れ

るようにする。また小学校の空き教室を利用した施設には、その学区の子どもを優先して

入れるように配慮する。 

現在の認証保育所の実施要項では、施設に医務室の設置が義務付け48られているが、企業

の医務室や学校の保健室との兼用を認めることで解決できる。 

 

(３)この政策によってもたらされるメリット 

 施設の増加により、待機児童問題が大きく改善する。東京都では約 250の施設が新設さ

れれば、数値的な概算によると施設不足がなくなる。（2）では施設不足解消のために①企

業の協賛、②大学による場所提供と③公的デッドスペースの利用を提言した。②の大学に

よる場所提供と③の公的デッドスペースの利用はどのくらい利用可能な空間があるのか計

算しにくいため、ここでは①の企業の協賛に絞って政策の効果を検証する。検証の方法と

しては、東京都に所在する有力な企業の何パーセントが協賛してくれれば、都の施設不足

がなくなるのかを概算したうえで、その数字が現実的であるかを考察する。 

 東京都の統計によると、平成 26年現在、資本金が 10億円以上の企業は東京都に 2,964

                             
48 「東京都認証保育所児童実施要項」東京都 
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社存在49する。この約 3000 社の有力な企業のうち、約 8％の企業が施設を設置すれば施設

不足は解消される。8％は比較的大きい数字である。補助金や減税額の大きさが十分でない

と施設不足は解消されない可能性がある。 

 

(４)課題・改善策 

(３)の試算の結果、資本金が 10億円を超える企業の 8％の企業が協賛すれば、施設不足

は解消されることが分かった。そのためには十分な公的支援をする必要がある。しかし、

企業の施設設置を促すためには公的支援だけではなく、企業に子育て支援を求める社会の

声が不可欠である。社会で子どもを育てる必要性を国民が実感し、子育てに積極的な企業

を消費者や就活生が選ぶ動きが活発化すれば、この 8%という数字は決して実現不可能な数

字ではないであろう。 

 

Ⅳ．幼児教育の実質無償化 

(１)現在政府が提案する幼児教育の無償化 

 幼児教育の無償化については、国も段階的に取り組みの実現を図ろうとしている。具体

的には以下の通り50。 

 まず、年収約 360 万円未満相当の多子世帯については、現在は小学校 3 年生を、子供の

数を計算するうえでの上限に設定しているが、平成 28 年度当初予算案に盛り込まれた改定

案では、この年齢制限を撤廃し、第２子については半額を補助、第 3 子以降については無

償化するとしている。 

 また、ひとり親世帯についても、優遇措置を拡充する形で、第１子の保育料は半額補助、

第 2 子以降については無償化するとしている。 

 

(２)新たな制度の内容 

 上記のように、無償化に向けた国の取り組みは一応存在する。しかし、幼児教育は緊急

性を帯びる課題であると考えられるため、このような段階的措置ではなく、より多くの世

帯を対象として、なるべく完全な無償化に近い形にまですぐに持っていく必要がある。 

 そこで参考になるのが、小池百合子知事のもとで発案されている東京都の私立高校授業

料無償化である51。これは東京都在住の私立高校生が対象であり、①世帯年収 760 万円未

満の家庭が支援対象となること、②年間授業料の平均額にあたる 44 万 2000 円を上限に国

と合わせて補助を行うこと、の二点が主な特徴である。高校に限らず、幼児学校の場合も、

国と自治体が、（一定程度の所得制限を設けるとしても）主に私立の施設に子供を通わせて

いる世帯を対象として補助を支給することで実質無償化につなげ、各世帯の負担の大幅な

軽減を図るべきだろう。 

                             
49 「東京都統計年鑑 平成 26年」東京都。http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2014/tn14q3i008.htm (最終閲

覧 2017年 3月 7日) 
50 「幼児教育無償化の段階的取り組みについて」（内閣府 PDF資料） 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_27/pdf/s1_2.pdf(最終閲覧 2017年 3月 7日) 

51東京都私立高校授業料無償化(最終閲覧 2017年 2月 14日) 

http://高校授業料無償化.net/news/tokyo-shiritu.html (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
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(３)財源 

 もちろん、上記のように無償化の対象範囲を拡大すれば、財政的余裕がない中で国及び

自治体の財政的負担はさらに増大することになる。しかし、これまで長らく、他の先進諸

国と比較して教育、とりわけ幼児教育に十分な額の予算を投入せず、むしろ近視眼的に公

共事業など他の政策課題への優先的支出を継続してきたことに鑑みれば、そろそろ教育へ

の予算支出を増やし始めてもよいころだろう。少子化が加速するこれからは「モノ」では

なく「人」への投資の重要性が増す。したがって、教育関連予算が増えることには十分に

正当性が認められる。 

教育への予算支出についてのもう少し具体的な方法の例として、ここでは①児童手当(平

成 24年 4月から「子ども手当」より改名)を廃止／児童手当を条件付きに変更、②「教育

税」の新設、の二点を挙げる。 

 ①の児童手当については、各世帯に給付されたその手当が必ずしも子育てに使われると

は限らないという問題点がある。この問題点に鑑みれば、児童手当を廃止し、代わりに教

育バウチャー52を導入するという案が考えられる。教育バウチャーという制度は、国内外

で明確な定義が確立されているものではないが、その概略は、各世帯は行政から交付され

た現金引換券（クーポン）を手にして自由に通学・通園希望の学校・施設を選択する、学

校・施設側は同校への通学・通園を希望する各世帯から回収したクーポンを行政に提出し

学校・施設運営費を受け取る、というものである。ただ、この教育バウチャーにも学校・

施設間格差の拡大（人気校と不人気校の間の差の拡大）を招く等々複数の問題点が認めら

れるため、所得制限を設ける「条件付き」の形で引き続き児童手当の支給を継続するとい

う選択肢もある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
52 ベネッセ教育情報サイト－安倍首相が導入を掲げる「教育バウチャー」って何？ 

http://benesse.jp/kyouiku/200610/20061024-1.html （最終閲日 2017年 2月 15日） 
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②の、今回新しく提唱する「教育税」は、具体的には、消費税の中の 1％分を教育への

支出に割り当てるというものである。今回は、消費税が 10%へ増税された場合(2019 年 10

月 1 日より)を想定すると、消費税率の内訳は国 7.8％・地方消費税 2.2％と予定されてい

る53。「教育税」を新設するために、教育税の負担分を国税７割、地方税３割から引っ張り、

国 7.1％・地方消費税 1.9％・教育税 1％とする（グラフ参照）。こうすることで大幅な財

政支出の拡大に取り組むことなく教育関係予算を増やすことが可能となる。 

上記までをまとめ、平成 28 年度（2016 年度）の消費税 8%時のデータを利用すると、現

状で消費税による歳入は約 17.1 兆円である54。国の消費税率は 6.3％であるため、17.1÷

6.3＝2.7 なので、税率１％あたりの歳入は約 2.7 兆円である。つまり、教育税率を 1％と

し、消費税全体の歳入も年度によって大幅な変動がないと仮定すれば現在の消費税率でも、

教育にあてられる収入は 1 年でおよそ 2.5 兆円～3 兆円程度は確保できると考える。加え

て、児童手当(平成 27 年度予算案)の総額給付金は２兆 2,299 億円55である。単純にこの児

童手当が廃止されたと仮定すると、先に述べた教育税と合わせて約 5 兆円の財源が確保で

き、実質無償化が可能であると考える。増税後を想定にした理由として、現行の消費税率

で教育税を設定することで地方への負担が非常に大きくなるため、増税後を仮定して教育

税を設ける。 

もちろん他分野（他の政策課題）の支出を削減せざるを得なくなるが、文部科学省幼児

教育課も既に認識しているように56、幼児教育に重点的に投資することで、長期的には小

学校以降の成績水準の向上や犯罪の減少、国民所得の増大といった便益が投資にかかる費

用を大幅に上回る形で生じることが見込まれるという研究成果が海外で数多く発表されて

いる。したがって、教育関連予算（特に幼児教育に関する部分）を増やすことに対して極

度に躊躇する必要はなく、むしろ長期的な利益の大きさこそもっと注目されるべきである。 

 

(４)実質無償化の必要性 

 私たちの政策において幼児学校は幼児に「教育」を行うための施設であり、法的には現

在の幼稚園のように「学校」となる。一般的に従来の保育施設では子どもたちに教育を行

うという認識が希薄である。そのため政府が施設の不足する現状に対して積極的に介入し、

整備することへの関心が低いように思われる。しかし、幼児学校が教育施設となることで、

日本国憲法第 26条に規定されている「教育を受ける権利」を保障するために、政府は入学

を希望する子どもたちの教育を保障し、この施設を希望者数に合わせて整備することが求

められることになる。また、幼児学校が「学校」に位置づけられることで教育基本法第 4

条(教育の機会均等)により、経済的地位によっても教育上差別されることが認められない

ため、家庭の所得や親(特に母親)の社会的地位により子どもの入学が認められないことや、

                             
53 国税庁 HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6303.htm(最終閲覧 2017年 3月 7日) 
54 財務省 HP http://www.mof.go.jp/ (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
55 内閣府 HP 平成 27年度における児童手当制度について 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/jidouteate.pdf (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
56 文部科学省幼児教育課「幼児教育の無償化の論点」（平成 21年 3月 20日） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/049/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/05/27/1267501_1.pdf 

(最終閲覧 2017年 3月 7日) 
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高額な費用が家庭への負担となり、入学を断念するといった状況を国や自治体は是正しな

ければならない。 

 幼児学校が文字通り幼児教育のための学校となり、教育を受ける権利、教育の機会均等

を保障するためには、この政策において幼児教育は最終的には実質無償化されるべきであ

ると考える。 

 さらに、全国の 2001年 1月 10日から 17日の間および 7月 10日から 17日の間に出生し

た子どもを対象とし、厚生労働省がおよそ 40000 人の調査客体を抽出した「子どもを育て

ていくうえで負担に思うことや悩み（複数回答）」の項目で、保護者が最も負担に感じてい

たのは「保育所や幼稚園にかかる経費（68.2％）」である。この結果から、実質無償化のニ

ーズは非常に高いと考えられる。 
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【図-１１.負担に思う子育て費用（複数回答）57】 

 

また、完全無償化ではなく「実質」にしている理由としては、私立など民営の施設の存

在を考慮し、公営以外の利用料金の負担を軽減するために、国が基本的な利用料金を負担

し、それ以外については私立の施設を利用する側の負担とするためである。 

 

Ⅴ．本政策がもたらす社会効果 

 私たちの改革がもたらす社会効果として第３章ⅠからⅢで述べられた他にも様々な効果

が期待できる。 

 １つ目は、女性の社会進出・社会復帰の促進である。私たちの班では、女性の社会進出

は安心して子育てができる環境が整ってはじめて成立するものであると考える。子どもた

ちを安心して育てられる環境が不十分だからこそ、女性の社会進出が以前より進む一方で、

「子どもを産まない選択」をする女性やカップルが増え、少子化に繋がる負の連鎖が続い

ていると考える。女性の社会進出や男性の育児への積極的な参加を求めることは、社会全

体が子育てや、幼児期の教育の重要性を再び見直さなければ解決できない課題であると考

える。これまではこうした問題の解決策として根本的な問題が見落とされてきたと感じる。

個々人の意識改革は非常に難しい課題であるが、社会を挙げて子どもを取り巻く問題に積

極的に介入していかなくては結局、多くの人にとって他人事として片づけられ、問題の根

本的解決ができないまま状況が悪化し続けるものと考える。 

 ２つ目は、児童虐待の早期発見・改善である。幼児教育の充実、機会均等によりどの家

庭も積極的に子どもを預けられる環境が整うことで、それまでは閉鎖的であった育児環境

を改善することができる。子どもを預けられることで母親の育児へのストレスを軽減し児

童虐待の予防や改善、また、より多くの子どもが公の目に見えるようになることで児童虐

                             
57 厚生労働省 (2005) 「第 5回 21世紀出生児縦断調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/05/kekka3.html (最終閲覧 2017年 3月 7日) 
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待の早期発見につなげることができる。女性でも男性でも誰もが初めから「親」になれる

わけではない。家族の在り方が大きく変わる現在において、「こんなはずじゃなかった…。」

という悲しい子育てを防ぎ、親子が愛し、愛される家族が増えるためにも国や社会が家庭

の子育てを支援する必要があると考える。 

 

Ⅵ．実行計画・監査システム 

改革実施においては、各制度を施行する順序とタイミングが政策の有効性を左右する。

例えば、設備や人員等の受け皿がまだ整っていない施設に受け入れ人数の増加を求めれば、

幼児学校教諭に過大な負担がかかるため、教育の質を落とし、幼児学校教諭の早期離職を

引き起こす、負のスパイラルを誘発する。幼児学校の導入については、人口推移等に合わ

せて実施タイミングや内容を調整できるよう、2021 年度から 2035 年度までの期間を 5 年

ごと、3ステージに分割して計画している。 

まず 2021年度から 2025 年度までの第１ステージでは、 施設の整備と確保、教諭の育成

と確保、そして財源確保の目処を立て、幼児を受け入れる態勢の整備を集中的に行う。 施

設については、保育所・幼稚園・認定こども園が幼児学校へと拡大・合併するための移行

期間とし、新設される幼児学校については準備が整い次第、監査機関の了承を得、幼児の

受け入れを開始する。幼児学校教諭については給与水準見直し、名簿一括管理に向けたデ

ータベース統合を並行する。また教育内容について、2020年度の学習指導要領改定に伴う

小学校でのアクティブ・ラーニング導入に対応すべく、新たな学習様式の礎となる主体性

やコミュニケーション能力など非認知能力の開発を優先課題とする。幼児学校は区分が学

校となるため、年一回の頻度での監査と評価、そして教諭の各種研修を提供する第三者機

関を設立し、全国の幼保一元化の動きとしては前述の「子育て庁」を内閣府外局に設立し、

また先駆的な幼児学校の事例を広く社会に周知し社会的認知度と関心を高めるため、政府

広報等を活用し積極的な情報発信を行う。 

2026 年度から 2030 年度の第２ステージでは、第１ステージの受け入れ整備に加え、確

保した財源を活用して実質無償化を実施する。終盤の 2029-2030 年度には、前述の第三者

機関による幼児学校教諭の離職率の変化について、質的・量的調査を行い、待遇と給与の

改善がもたらした効果を考察する。 

2031 年度から 2035 年度の第３ステージでは 「子育て庁」を文部科学省の所管へと移す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021年～2025年 

第１ステージ 

2026年～2030年 

第２ステージ 

2031年～2035年 

第３ステージ 

施設の整備・確保 

第 1 ステージ受け入れ整備 

実質無償化へ 
子育て庁を文部科学省の管轄へ 

【図－12：政策実施計画イメージ（筆者作成）】 
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第 4章 終章 

現代日本において「子育ては家庭で」と社会から隔たれた場で請け負われ、公共の場で

は子供の泣き声が疎まれるなど、この国の未来を担う世代に対し冷淡な風潮が目立つ。 

我々はこのような「社会の育児放棄」とも言える現状に異を唱え、国が「子どものため」

という視点から幼児教育への公的投資を行い、社会全体で保護者を支え、共に日本の次世

代を育てる仕組みをつくることを提言する。 

まず幼児教育の充実と機会均等のために、幼児学校の創設、幼児教育教諭と施設の確保、

そして実質無償化を行う。幼児学校の創設については、現在の文部科学省所管の幼稚園・

厚生労働省所管の保育所・内閣府所管の認定こども園という三種の施設を、文部科学省所

管の「幼児学校」へと統一する。人員確保については、幼保教諭資格の統一と専門化によ

る待遇改善と社会的地位の向上を通し、従事希望者を増やし、離職者を減らす。施設の確

保については、企業の協賛と公的デッドスペースの利用を通し、官民の協調をもって進め

る。 

実質無償化については、東京都の私立高校授業料無償化を参考に世帯への資金補助を支

給し、全国の 0 歳から満 6 歳までの幼児が親の就労形態に関係なく教育を受けることを可

能にする。財源については、良質な幼児教育を費用対効果の高い投資と位置づけ、国家予

算に占める教育関連予算の割合を他の先進各国の水準まで増やし、教育税を導入する。 

そして幼児教育が地域コミュニティに開かれた場で行われることで、コミュニティの様々

な構成員が繋がりを持ち、また成長したこどもたちが、地域に愛着を持ち貢献したいと思

えるようになる。さらに派生効果として、女性がキャリアと子育てを両立することが容易

になり社会進出・社会復帰が進むこと、そして地域ぐるみの子育てスタイルにより、家庭

への過重な負担が軽減され、児童虐待の予防・早期発見が可能になることが挙げられる。 

このように、現状の幼児期における制度を改革することによって、様々な社会的利益を

得ることができる。これまで行われてきた各問題に応じた付け足し型の政策を見直し、将

来に大きな課題を残さないためにも、今こそ現状を一新させる必要があると考える。幼児

教育は一般的にはマイナーな焦点ではあるが、今までの課題解決の見方に原因の見落とし

の可能性があると考えれば、この視点こそ現代日本社会が抱える様々な問題を一歩でも改

善の方向へすすめることができるきっかけではないだろうか。この問題は国だけでなく日

本社会全体を巻き込まなければ解決できない問題である。そのために私たちは、高い費用

対効果の期待できる投資により、幼児教育が日本社会の動力となるよう政策を思案した。  
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