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 認可保育所の保育料金が安いことが、待機児童問題を引き起こしている。無認可保育所の保育

料が平均月 6.5 万円であるのに対し、認可保育所の保育料は月 2 万円強である。それゆえ、保

育所の利用者は、保育料の安い認可保育所に入ろうと殺到している。保育料の差は、自治体が

認可保育所に多額の補助金を投じて埋めている。特に東京都は、近隣自治体と比べても高い水

準で公費を投じてきた。一方で株式会社の参入を抑制する政策や規制によって、認可保育所の

供給量は不足している。このため、待機児童が発生している。 

 小池都政は、保育の受け皿を増やすため次の政策を行った。 

 まず、保育の運営主体の面では、フットワークの軽い株式会社や NPO などの法人が運営する認

証保育所や小規模保育、企業主導型保育所への補助金を大幅に増額した。 

 次に、保育の担い手である保育士の賃金アップにも予算を付けた。国の制度では、保育士への

家賃補助が社会福祉法人に属する保育士にたいしてのみ認められている。これを東京都では、

株式会社や NPO 等にも補助を出せるよう独自に予算を充当して、認可・無認可を問わず保育士

の給与水準を向上させた。 

 本来は保育所の需給に応じて保育料を調整すべきなのだが、値上げは政治的に難しい。このた

め住民に、値上げの必要性を納得してもらえるよう、周辺自治体の保育料もわかるように、情

報公開を大きく進めてきた。 

 東京都の保育行政の今後の重点政策としては、次のように、予算を株式会社などの効率的な部

門に引き続き充当し、保育の担い手の増加と、制度改革を図る。 

 第一に、保育の担い手については、保育士を多数供給できる仕組みが必要だ。養成校を出やす

くすることや、保育士試験と保育士養成校との利益相反の解消が必要である。さらに、保育所

に幼稚園・小学校教諭の配置を許可するなどして、保育従事者の数を増やすことを目指す。 

 第二に、0～2歳児と 3～5歳児の保育需要に大きな差があることによる年齢ミスマッチの解消

に今後とも力を入れていく。さらに、ゼロ歳児保育との不均衡をただすため、1歳児からの保

育にインセンティブを付ける予算を組んでいる。 

 第三に、保育所の立地によって需要が異なることが起こす地域ミスマッチの解消を目指してい

る。基礎自治体をまたがる送迎バスの提供などは都が大きな役割を果たせる分野である。 
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1. 保育全体の問題の構造 

八田 鈴木さんは、保育の問題全体に関してず

っと分析・提言をされてきたのですが、この 2

年ぐらい、東京都の行政にも非常に深く関与さ

れていて、待機児童対策の責任者にもなられま

した。その観点から、まず都でどういう方針で

やってこられたかということから、お話を伺い

たいと思います。 

鈴木 小池百合子都知事が誕生して以来、私は

主に待機児童対策を担当する東京都の特別顧問

を務めてきました。待機児童関係の規制緩和に

関わる東京特区推進共同事務局の事務局長とい

うポストにもおります。これらは、有識者とし

ての知事に単にアドバイスをするということで

はなく、行政組織の中にガッチリ入り込んで組

織を動かして実務を行うものです。ただ、その

話を詳しくする前に、まずは話しの見通しを良

くするために、保育全体の問題の構造について

少し説明をしたいと思います。 

基本的に待機児童の発生は、経済学的に見れ

ば「超過需要」の発生ですので、均衡価格より

もかなり低いところに保育料が価格規制されて

いることに原因があります。特に、認可保育所

では、月額の平均保育料が２万円強と、ものす

ごく安く設定されています。そのため、超過需

要として待機児童を発生させていることはもち

ろん、本来、価格規制に縛られていない無認可

保育所にも、「官業の民業圧迫」という形で影

響を与えています。つまり、無認可保育所はな

かなか採算が合わなくて増えにくいのです。 

八田 無認可保育所に対して補助金が出ていな

いのですね。 

鈴木 はい。東京都認証保育所など、自治体が

補助金を出して独自事業で行っているものもあ

りますが、一般的に無認可保育所には国の補助

金は出ていません。このため、認可保育所と無

認可保育所の保育料は、ものすごく差が付いて

います。東京都認証保育所の平均保育料は月額

6万 5000円で、他の無認可保育所もだいたい

それぐらいの水準ですから、保育料格差は 4、

5万円ぐらいあります。つまり、認可保育所が

とても安いので、利用者は認可保育所に入りた

いのです。 

八田 それはそうです。それでも、無認可保育

所の供給には制限は特にないのですか。 

鈴木 基本的にはありませんが、東京都認証保

育所等の自治体の独自事業は、基礎自治体も公

費を出しているので、どこに立地するかについ

て調整や制限を受けることがあります。 

待機児童を生み出すもう一つの原因は、認可

保育所に参入規制があることです。保育料価格

を人為的に低く規制する一方、運営費は補助金

という形で手厚く公費から出しているので、参

入規制を作らなければ、認可保育所がどんどん

増えてしまいます。基礎自治体にとっては、そ

の分、公費がたくさん出て行くので、厳しい財

政状況の下では背に腹は代えられず、参入規制

で保育所増を止めようとするのです。参入規制

には二つの方法があって、一つは株式会社や

NPOのように、フットワーク軽くどんどん増や

そうとする法人に対して、参入制限や、競争上

の不利を設けて、増えないようにすることです。

株式会社であるにもかかわらず、配当が出来な

い規制があるとか、利益を他の保育所の設置費

用に充てることを制限したりしています。また、

株式会社であるにもかかわらず、社会福祉法人

会計を作らされるという障害もあります。さら

に、自治体によっては、株式会社というだけで

恣意的に認可しないということもよくありまし

たが、規制改革会議の努力もあり、そのあたり

はだいぶ改善されてきました。 

八田 制度として株式会社などを増えづらくし

て、認可の総量を制限しているのですね。 

鈴木 はい、そうです。 

そして、もう一つは、基礎自治体が独自に行

う恣意的な参入規制です。認可保育所は、基礎

自治体の「認可」が必要ですので、まさに「認

可制」として、自治体が総量をコントロールす

るのです。例えば、今年は予算がないので計画

数以上の参入を認めないとか、社会福祉法人の

認可保育所の近くには立地させないなど、自治

体の裁量で参入規制を行っています。最近は、

どちらかというと、この「認可制」の参入規制

の問題の方が深刻のような気がしています。 
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経済学的に見ると、認可保育所には「レント

（超過利潤）」が発生しているので、非常に高

コスト体質になっていくという問題があります。

高コスト体質とは、加配といって保育士を国の

基準以上にたくさん配置したり、子ども１人当

たりの面積を国基準を上回る贅沢基準にしたり

することです。また、社会福祉法人の場合には

世襲制で子どもに保育所の財産を譲れるので、

コストを削減するインセンティブがあまりあり

ません。そうすると、ただでさえ高かったもの

がどんどん高くなっていって、その差額をどん

どん公費が埋めることになります。全国的には

認可保育所の運営費の 8割、東京都では 9割が

保育料ではなく、公費で賄われています。こん

な状況では、各基礎自治体とも、厳しい財政状

況の中、おいそれとは認可保育所を増やすこと

ができないのです。 

 

鈴木 亘 氏 

学習院大学経済学部経済学科教授、東京都特別顧問 

八田 赤字を埋める補助をすると、コスト削減

のインセンティブはできません。しかし、コス

トに関係なく補助を与えると、コスト削減のイ

ンセンティブができます。そこの補助金設定の

仕方はどうなっていますか。 

鈴木 確かに国からの補助金は、保育単価とい

うものを設定していて、かなり堅めに出してい

ます。赤字を埋めるメカニズムはありません。

ところが、問題は自治体が結構な割合で後追い

的な補助金を出していることです。議会などで、

政治的に一種のクレームが付いた費用に、自治

体が補助を創設するやり方です。社会福祉法人

に対してだけ出す補助金とか、保育士の賃金に

対してだけ出す補助金とか、いろいろなやり方

で、いろいろな種類の補助金が、次々に新設さ

れています。長い目で見ると、政治的要求に対

して、補助金を出すという意味で、一種のソフ

トバジェットの問題が起きている可能性があり

ます。 

八田 ソフトバジェットの問題が起きていなか

ったら、それなりに努力するはずですよね。 

鈴木 そうですね。包括払いにして、後は保育

所の努力に任せれば良いのですが、例えば、保

護者からの保育料の取りはぐれも、基礎自治体

が全て穴埋めして保育所に払う仕組みになって

います。また、保育士の賃金が上がったとか、

賃料が上がったとか、政治的にクレームが付く

度に、さまざまな補助金が新設されます。どん

どん、公費の支出割合が上がってゆき、ますま

す税金依存体質になっていますから、自治体も

認可保育所を新設しにくくなっています。この

ため、「認可制」を拠り所にして供給を制限し

ます。保育料の安い価格規制→多額の公費補助

→財政的な要求からの価格規制→競争がないこ

とによる高コスト化→ますます供給を制限、と

いう具合に、悪しき「均衡」状態になってしま

っているのが、この待機児童問題の基本的な構

図です。 

八田 補助金を無制限に出すわけにいかないの

で、認可保育所の数をそんなに増やせないとい

うことですね。結果的には、既得権を持ったと

ころが非常に有利になってしまいます。 

鈴木 非常に有利です。補助金は、東京都認証

保育所などの無認可保育所にも少しは出ていま

すが、圧倒的に認可保育所に投じられています。

認可保育と補助金がひも付けされているので、

認可保育所だけに集中して公費が出ているので

す。このことは、認可保育所にたまたま入れる

利用者と無認可保育所に入らざるを得ない利用

者の間に、大きな不公平を生み出しています。

認可保育所に入る人はそもそも、共働きで正社

員ですから、所得がかなり高い人が多いのです

が、その人たちに対してものすごい公費が投じ

られています。一方で、無認可保育所に入る人

は、パートなど、非正社員の人が多く、所得も

相対的に低い人たちですが、その人たちに対し

ては、公費はほとんど出ていません。日本の保

育は社会福祉と位置づけられていますが、弱者
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に厳しく、強者に優しいという意味で、社会福

祉としては分配上の大きな問題があります。 

 

2. 東京都に待機児童が多い理由 

■ 低い保育料・贅沢基準 

鈴木 以上は、全国的な問題の構図ですが、実

は、東京都にはそれらに加えてさらに多くの問

題があります。第１に、全国と比べても認可保

育所の保育料がさらに低いことです。東京都の

各基礎自治体は、昔は財政が豊かな状況が続い

ていたので、そのときの首長が人気取りのため

に大盤振る舞いをしていて、非常に保育料を低

く設定してきたのです。ほとんどの基礎自治体

で認可保育の保育料月額は平均 2万円前後で、

千葉や埼玉や神奈川と比べてもかなり低く設定

されています。ですから、待機児童がいても、

利用者が東京に来たがるのは当然なのです。 

 表は、世帯所得が 1千 100万円を超える最高

所得層が支払う最高額の保育料ですが、国基準

に比べて大幅にディスカウントされていること

がわかります。23区内でもばらつきがありま

すが、平均的にみると、国基準のだいたい半分

程度になっています。 

 もう一つの問題は、先に述べた自治体独自の

贅沢基準です。保育士数を国基準以上に加配し

たり、子ども 1人当たりの面積を独自に広くし

たりしています。そのような贅沢基準を設ける

と、その分、定員数が少なくなり、待機児童数

が増えることになります。また、自治体独自の

補助金を既得権者、つまり、社会福祉法人の認

可保育所だけに出す自治体もあります。 

 

▼ 東京都 23区における最高所得層の 

保育料設定（月額） 

年齢 ３歳未満 ３歳 ４歳以上

国基準額 10.4万円 10.1万円 10.1万円

23区最高額 7.9万円 4.4万円 3.9万円

23区最低額 5.8万円 2.3万円 1.8万円
 

注）平成 29 年保育料、東京都福祉保健局調べ。 

八田 本当は、料金を上げて、補助金を減らす

べきなのですよね。 

鈴木 そうなのですが、東京都では認可保育所

の運営費の 9割が公費です。これが既得権益化

していて、強力な業界団体（保育団体、保育労

祖）を作っていますので、レントシーキングも

ものすごい状況です。都の場合、各基礎自治体

の規模は基本的に小さく、例えば、千代田区は

人口が 6万人しかいません。全国単位の保育団

体、保育労祖がわーわー言っているのに、たか

が基礎自治体の一課長が立て付けるかというと

全く無理です。政治的に、各基礎自治体が既得

権団体に立ち向かえないという問題もあります。 

 

■ 基礎自治体間のフリーライド 

鈴木 それから、東京都内の基礎自治体が行政

区ではなくて特別区であるということも深刻な

問題を生み出しています。特別区というのは、

それぞれ選挙で選ばれた区長がいて、各区独自

に保育行政を差配しているということです。こ

れが横浜市のような行政区では、区長は役人が

ローテーションで回っています。役人の区長は

市長の部下ですから、例えば、林文子市長が

「待機児童対策を各区いっせいに頑張るぞ！」

と言ったら、みんな一緒にその方向に一生懸命

向かうしかありません。しかし、都の場合は小

池知事が「待機児童対策をやりましょう」と言

っても、自治体それぞれで判断があり、同じ方

向に動くとは限りません。 

 問題が起きるのは、一つの自治体だけがうん

と努力したときです。例えば杉並区では田中良

区長がすごく努力して、この 4月に待機児童を

ほぼゼロにしました。そうすると、翌年は世田

谷区から杉並区に多くの人が移ってきて大半の

努力が無になるという、まさに「フリーライド」

が起きるのです。出る杭は打たれるというか、

「ただ乗り」されるので、各基礎自治体は互い

に様子見状態となります。ほふく前進で周りを

見ながら少しずつしか進まず、思い切った対策

が取れないという問題が生じます。つまり、特

別区であるがゆえに、行政区のような広域調整

ができないという問題があるのです。 

八田 昔から、介護サービスに関して、東京の

基礎自治体間で同様なことが問題になっていま

した。保育にも発生しているわけですね。 
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■ 幼稚園が認定保育園に移行しない 

鈴木 保育に関して、もう一つ都特有の大きな

問題があります。認定こども園の使い勝手が今

ではだいぶ良くなって、全国的には保育所のキ

ャパシティの 4分の 1ぐらいが認定こども園で

すが、都にはまだ 5～6％程度しかありません。 

八田 地方では、幼稚園が認定こども園に結構

移ってきたのですか。 

鈴木 そうです。なぜなら、地方では幼稚園に

入る子どもが少ないので、幼稚園は一般的に経

営に困っています。認定こども園に移れば、小

さいうちから子どもを囲い込めるのです。低年

齢児童を囲い込んで、そのまま預かり保育付き

で幼稚園に上げられるので定員が埋まるという

ように、地方では認定こども園を作るインセン

ティブがものすごくあります。認定こども園と

いえば、我々が規制改革会議の委員をやってい

た頃に作った制度で、当初はあまり増えません

でした（当時、八田所長は規制改革会議の議長

代理、鈴木教授は規制改革会議の保育タスクフ

ォース専門委員）。例えば、文科省、厚労省、

内閣府のそれぞれに書類を提出するという訳の

分からない手続きが必要だったり、不必要で煩

雑な規制がたくさんあったので、当時はあまり

認定こども園に申請する事業者がいなかったの

です。しかし、その後、規制改革会議などで、

少しずつ規制を改善していったことが功を奏し、

今では保育の受け皿の 4分の 1ほどを占めると

ころまできました。 

 しかし、東京都では文教族の議員たちが非常

に強く、私学助成として、幼稚園に対する補助

金を他県に比べて大盤振る舞いを行っています。

本来、私立幼稚園は定員割れを起こせば、認定

こども園に移ろうと工夫を考えるはずなのです

が、定員割れしても都内の私立幼稚園は全く平

気なので、なかなか移りません。 

八田 認定こども園は全国では結構利用されて

いるけれども、東京ではあまり利用されていな

いという問題があるのですね。でも、文教族が

幼稚園にじゃぶじゃぶ金を注ぐというのは、別

に東京だけではないのでしょう。 

鈴木 いやいや、東京都が特に深刻なのです。

東京都の選挙区には文教族の大物国会議員が多

く、都議会議員も文教族の子分たちが多いので

す。 

八田 じゃぶじゃぶの源泉は国費なのですか。 

鈴木 都の単費です。国の制度に上乗せしてい

るのです。 

八田 幼稚園に対する補助金が多過ぎるという

ことですね。 

鈴木 そういうことです。都にはせっかく幼稚

園がたくさんあるのに、その活用があまり進ん

でいないという大きな問題があります。 

 

3. 小池都政の待機児童の解消策 

■ 供給量増大を基本方針に 

鈴木 私は東京都の特別顧問として、小池都知

事の待機児童対策の立案を手伝い、それだけで

はなく、行政組織の中に入り込んで、その実行

まで携わっています。行政の外から見ると、一

見、待機児童対策は他の施策に比べて対処しや

すい問題のように思えます。原因と対策はほぼ

1対 1ですので、例えば、経済学者ならば、保

育料を適切な水準まで引き上げればそれで問題

解決だと、誰もが考えることでしょう。 

 しかし、現実に行政の中で対策を実施するこ

とは、そうたやすいことではありません。保育

料引き上げなど、政治的にはまさに最難関の政

策手段で、簡単には実行できません。私が特別

顧問として、最初に直面した障害は選挙がある

ということでした。2016年 9月に特別顧問に

就任したのですが、翌年 6月に都議会選挙があ

りました。このときは都民ファーストの会が大

勝したのですが、なんと半年で目に見える成果

を出さなければならなかったのです。選挙があ

るのに保育料を上げることは、敵が鬼の首を取

ったように批判してくるのは分かっていました。

また、規制緩和についても「保育の質を守る」

と称して既得権を守ることを絶対視する活動家

たちが大勢いて、その勢力に支持されている政
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党もいくつかありますから、選挙において不利

になります。 

 そこで何に注力したかというと、まずはとに

かく保育の供給量、つまり受け皿を増やすこと

でした。 

 

・補助金の拡大 

鈴木 どこで増やすかというと、社会福祉法人

や公立の認可保育所などの既得権益を持つ者た

ちには全く期待せずに、株式会社や NPOに着目

しました。小規模保育や東京都認証保育も株式

会社や NPOが大体やっているので、こうしたフ

ットワークの軽い事業者をターゲットにいろい

ろな補助金を出し、とにかくここで増やすこと

を第一目標にしました。一方、既得権益者側の

既得権には一切触れず、遺憾ながら、戦略的に

放置しました。 

 供給量が増えれば待機児童が減るので、選挙

でももちろんアピールできるわけですが、一方

で既得権側ではない新規参入組を増やしていく

と、政治勢力もそちらが強くなります。彼らは

今まではマイノリティーだったので、国の審議

会などには入れませんでした。しかし、東京都

内では、現在約 1000ある社会福祉法人の認可

保育所に対して、株式会社や NPOを合わせた認

可保育所はすでに 500を超え、約半数に達して

います。そうなると、少なくとも都の審議会な

どでは、株式会社が大きな声で発言できるよう

になるわけです。だから、株式会社や NPOをと

にかく増やすことを考えました。 

 そして、認可保育所だけでなく、小規模保育

や東京都認証保育所、企業主導型保育所などの

新しいジャンルの保育所があるので、そういう

ものにもどんどん予算を付ける方針を取りまし

た。そうすれば、いずれ既得権者間、あるいは

非既得権者と既得権者間に競争が起きます。競

争こそが、旧態依然たる保育の世界を健全な方

向に変える原動力となります。将来的に、規制

緩和などいろいろ手を使うことも考えましたが、

とにかく今は、保育の受け皿を増やすことが突

破口だと思いました。 

八田 具体的には、認可ではないところに予算

を付けるということですか。 

鈴木 無認可もそうですが、株式会社や NPOの

認可保育所にも予算が回るようにしました。基

本的に社会福祉法人にしか出ないようなつくり

になっている国の補助金が結構あるので、それ

をもっと株式会社の認可保育所、小規模保育、

企業主導型保育、そして東京都認証保育所など

にも使えるようにしました。 

八田 株式会社が、建物に対する補助金が出な

くて困っていたのは解決したのですね。 

鈴木 施設整備費のことですね。既に、規制改

革会議などの努力により、国の制度でもだんだ

んと出せる範囲が増えてきましたが、未だに社

会福祉法人と同じ水準ではありません。ただ、

都の制度でもある程度補って、イコールフッテ

ィングに近づける努力をしています。 

八田 都の場合、認可保育所のうち、社福の割

合はどのぐらいですか。 

鈴木 先に述べたように、認可の中で社会福祉

法人は大体 1000で、株式会社と NPOと有限会

社を合わせると約 500 です。私が就任して以来、

増加した認可保育所の実に 3分の 2が株式会社

です。だから、東京都においては、株式会社の

認可保育所が既に結構な影響力を持つポジショ

ンにいます。 

 大きな流れとしてはまず、2016年 9月に補

正予算を組みました。これは総額 126憶円で、

その全てが待機児童対策の予算という前代未聞

の補正予算となりました。 

特に株式会社でも使えるような施設整備費や

賃貸料・借地料の補助金などをどんどん出しま

した。それから、目玉となったのは、都有地の

活用事業です。 

 

・都有地の活用 

鈴木 実は都内で一番の大地主は都庁であり、

各局に分かれてたくさんの土地を持っています。

それを保育所整備のために、区市町村に貸し出

しや移管をさせたのです。 

八田 株式会社や認証に対しても貸すためです

か。 
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鈴木 そこはあまり区別無く、社会福祉法人に

も貸します。事業者の種類の分け隔て無く、無

償で貸すことにしました。しかしながら、当然、

最初は各局とも自分の土地を手放したがりませ

ん。そこで、副知事をヘッドにして各局を束ね

させ、号令を掛けたわけですが、それでも巧妙

に隠す可能性があります。そこで、何をしたか

というと、一種の「密告制度」を作りました。

つまり、各基礎自治体の保育担当者や事業者が、

近くにある都有地で、使えそうなものがあれば、

この土地が使えないのかと都に照会したり、提

案できる通報制度を作りました。小池都知事が

命名し、「とうきょう保育ほうれんそう」とい

う名前の窓口になりました。 

 

・バウチャーの拡大 

八田 施設費関係以外では、無認可の供給促進

策としてはどんなことをされましたか。 

鈴木 9月補正のときの隠れた大きな目玉は、

無認可と認可の保育料差額を補助するための一

種の「バウチャー」の拡大でした。実は、東京

都内の各基礎自治体の中には、既に、無認可保

育所、特に東京都認証保育所と認可保育所の保

育料の差額について、その一部を利用者に対し

て直接補助をしている自治体が多くありました。

各基礎自治体が独自事業として単費で行ってい

る事業なので、その金額はまちまちでした。千

代田区のようにお金持ちの区は、ほぼ差額を埋

められる 4万円の補助を出していますが、多く

の自治体が 1万～2万円という程度で、まった

く制度がない自治体もありました。所得に応じ

て出すところもあれば、定額で出すところ、低

所得者にしか出さないところなど、実にまちま

ちでした。これですと、結局、無認可保育所の

保育料がかなり高いという現実は変わりません。 

そこで、千代田区と同じ制度にそろえるため、

4万円までは都が差額補助を行うための予算を

出すことにしました。実際に制度を運営するの

は基礎自治体ですが、財政的裏付けを都が行う

制度にしたのです。その結果、未だに金額はま

ちまちですが、都内で差額補助を行っていない

自治体は現在、ゼロになりました。無認可と認

可の間の競争がこれで働き出すようになります。

例えば、東京都認証保育所に入っている利用者

の中には、3歳になるまでは無認可のままで良

いと考える人も増えるでしょうから、認可保育

所に申し込みが集中することもある程度、緩和

できると思います。年度途中で認可に移る利用

者が減れば、無認可の採算性も増しますし、無

認可への需要が増えますから、その供給増も期

待できます。 

 

・供給増の障害 

八田 結果的に、無認可の供給大は、スムーズ

に促進されましたか。 

鈴木 まだ、制度を作ったところなので、効果

が出るのはこれからだと思います。ただ、問題

は、基礎自治体の中に、せっかくの都の補助制

度を使わず、1～2万円の少額補助を変えない

と言っているところが幾つかあることです。こ

れはどういうことかというと、保育団体、特に

社会福祉法人の認可保育所が、差額補助制度の

拡大に文句を言うという背景があるようです。

つまり、無認可と認可の差額を埋められてしま

ったら、競争になってしまうので、都の制度を

使わないようにと自治体の保育部局に圧力がか

かっているらしいのです。これは、何とか都か

らも働きかけて、抵抗する自治体に使わせてい

くしかないと思っています。私自身は、東京都

認証保育所の業界団体にも協力を呼びかけ、利

用者から自治体に文句を言うように働きかけた

りもしています。 

八田 1～2歳児対象の小規模保育は伸びてい

ますか。 

鈴木 初めはずいぶん伸びてゆきましたが、現

在は、頭打ちという状況です。というのも、3

～5歳を保育できない制約があるため、基礎自

治体の中には、3歳児以上の保育が心配だから

として、そもそも小規模保育を認めないところ

があるからです。 

八田 でも、3～5歳はかなり楽になるのでし

ょう？ 

鈴木 確かに、3～5歳は待機児童が少ないの

で、0～2歳が小規模保育で対応できれば、そ
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れで十分なはずです。基礎自治体の中に、小規

模保育の参入を認めないところがある背景も、

おそらくは既存の認可保育所、特に社会福祉法

人の保育所が、小規模保育の参入に反対してい

るということがあるのだと思います。3～5歳

がないから小規模保育はダメというのは、単な

る言い訳なのかも知れません。もっとも、今回、

小池知事が特区諮問会議の場で安倍総理の前で

直訴して、小規模保育における 3～5歳の受け

皿拡大を特区として認めさせました。これで、

各基礎自治体は、小規模保育の参入をこばむ理

由がなくなりますから、良い方向に進むと思い

ます。ただ、特区で制度を作ったとしても、実

際に使おうという自治体が手を上げてこなけれ

ば、区域計画で認定することができません。残

念ながら、今のところ、まだ、手を上げてくる

自治体はありません。 

八田 事業者による自治体への影響力がものす

ごく強いのですね。 

鈴木 おっしゃるとおりです。小規模保育の例

に限らず、例えば、都有地を各自治体に提供し

て「ぜひ使ってくれ」と東京都が積極的に働き

かけても、自治体の方に都有地はいりませんと

断られることがかなり多くあります。例えば、

都の土地で、整形もしてあって、「すぐ保育所

が建ちますよ」と自治体に移譲したいとこちら

から積極的に提案しても、自治体の中には、

「社会福祉法人から 300mしか離れていないの

で、その土地は要りません」などと言ってくる

のです。「こんなに待機児童がたくさんいるの

だから、300m隣同士でも、十分に両方の経営

は成り立ちますよ」と言うのですが、社会福祉

法人の保育所の経営に影響することを恐れて、

自治体の保育部局が嫌がるのです。 

八田 これは、薬局を近距離に作ってはいけな

いという県の不許可決定が、最高裁の判断で違

憲になったのと似ていますよね。 

鈴木 その通りですね。実際には距離の規制は

ないのですが、自治体が既存の保育所に対して

忖度して、恣意的な「認可制度」を使って、競

争を制限しようとするのです。それを打ち破る

手がなかなかなくて困っていましたが、その意

味で、昨年から内閣府が主導して始めた企業主

導型保育は、ある意味ですごいブレークスルー

です。この企業主導型保育は、自治体の認可が

必要ではなく、単に内閣府に届け出るだけで

（届出制）、認可保育所並の補助金がでる保育

所を作ることができます。つまり、自治体によ

る参入規制を乗り越える制度が出来たわけで、

これをどんどん押すべきだと思います。実際、

昨年度は、企業主導型保育によって、いきなり

全国で 7万人分の保育の受け皿が出来上がりま

した。今年度もすごい勢いで増えると思います。

まさに、政治的に不可能と思われていた制度が

出来たわけで、これは一種の「社会実験」です。

認可という参入規制を撤廃して届出制にしたら、

いかに保育所がたくさん出来るか、実験によっ

て証明したようなものです。東京都でも、企業

主導型保育所に対して、備品費を全て東京都独

自に補助するなど、企業主導型保育を拡大する

ための支援措置をいろいろ実行しています。 

 

■ 保育士の賃金アップ 

鈴木 2016年 9月の補正予算や 2017年度の当

初予算では、保育士の実質賃金アップ策も大々

的に行いました。 

 実は、保育士の対策として、宿舎借り上げの

補助制度を国がつくったのですが、使い勝手が

悪いのです。5年目までの保育士に対してしか

家賃を補助しない制度だったのですが、東京都

独自に 6年目以降も支援することにしました。

しかも、国の制度では制限されていた株式会社

や NPO、東京都認証保育所等でも使える制度に

しました。 

八田 以前は社福だけだったのですか。 

鈴木 国の制度は、基本的には社会福祉法人で

ないとなかなか使えない仕組みになっていたの

ですが、広げました。 

八田 国は文句を言わなかったのですか。 

鈴木 東京都の単費の予算で全てやっています

から、文句は言えません。根っこは国の制度で

すが、それを都で予算を出して広げています。

月額 8万 2000円まで家賃補助が出せる制度な
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ので、実質的にものすごい給料アップにつなが

っています。 

八田 認証も使えるのですか。 

鈴木 東京都では使えるようにしています。

2017年度の当初予算では、保育士の賃金アッ

プ自体もかつてない規模で行ないました。月額

プラス 2万円上乗せして、その前年にも 2万円

乗せているので、実績 4万円上乗せしたことに

なります。これにより、都内の私立認可保育所

の保育士の平均給与は、月額 34.5万円にもな

りました。東京都認証保育所などの無認可保育

を合わせたベースでも、月額平均給与は 32.0

万円です。これは、関連職種である幼稚園教諭

などの平均月額 32.3万円とほぼ遜色がない水

準です。先の月額 8万 2千円の家賃補助を合わ

せれば、もはや、都内の保育士の低賃金問題は

ほぼ解決できていると言っても良いでしょう。 

八田 ということは、認証であろうがどこであ

ろうが、保育士の賃金アップのための補助金を

出すということですか。保育士の所得が、認可

の場合（特に公営の場合）とそうでない場合と

で随分差があったことに関しても、完全になく

なりはしないけど、相当縮めたのですね。 

鈴木 その通りです。補正予算、当初予算と初

めが肝心ですので、様々な抵抗がありましたが、

驚くべき給料アップを行ったのです。近隣の県

知事たちからは「県から保育士が東京に逃げて

いく」と恨みを買いましたが、そんなことは気

にしてはいられません。例えば、千葉県から保

育士が東京に移るのであれば、千葉県も上げる

努力をして下さいと言うまでです。 

■ その他の施策 

鈴木 それから、幼稚園にも様々な対策をしま

した。既に言ったように、幼稚園は私学助成が

手厚いので、なかなか認定こども園になろうと

はしないのですが、預かり保育の拡充に対して

限界的に補助する制度を作りました。つまり、

幼稚園は 10時ごろに始まって 3時ごろに終わ

るのですが、その後 5時とか 7時まで預かると

ころに対して、限界的な費用を補助する制度を

導入しました。それから、幼稚園は長期休業期

間に保育士がいないという大きな問題があるの

ですが、ここにも限界的に費用を補助すること

にしました。私学助成でかなりもらっているけ

れども、それに加えてさらに限界的にお金を出

してくれるのであれば、預かり保育拡充をしよ

うとするだろうと考えたのです。認定こども園

に看板を掛け替えなくても、預かり保育を充実

すれば、幼稚園でも十分に保育の受け皿になる

ことができます。 

それ以外の大きな施策としては、民有地に保

育園を建てたり、保育園に貸し出したりする場

合に固定資産税をゼロにする制度を作りました。

その他、保育士が職場復帰する場合に、待機児

童になった場合にはベビーシッター代を月額

28万円まで補助して、スムーズに職場復帰で

きる制度を作ったり、とにかくたくさんの政策

を作り出しました。 

 

■ 難しい保育料の引上げ 

八田 保育料の引き上げはどうなっていますか。 

鈴木 ここが頭の痛いところですが、実はまだ

実行できていません。「まだ」というのはどう

いうことかというと、保育料を決めるのは各基

礎自治体なので、東京都が頭ごなしに命令する

わけにはいかないからです。また、基礎自治体

の立場に立って考えても、一種のカルテルのよ

うにみんな保育料が安いという状態になってい

ますから、どこかの自治体が単独で保育料を引

き上げると、その首長は、出る杭は打たれると

いうことで、袋だたきの批判にあうのです。だ

から、保育料引き上げは、各基礎自治体でカル

テル的に「いっせいのせ」でやるしかありませ

ん。そこで、まず都内の全自治体の首長が集ま

る待機児童対策会議を始めました。ここで、自

分の自治体の保育料はいくらかといった情報公

開から始めます。われわれは各自治体に命令は

できませんが、首長は横並び意識がどうしても

あるので、他の自治体の保育料が自分のところ

よりも高ければうちも合わせようと考えるわけ

で、上げる機運を熟成させていく。その上で、

待機児童対策には予算が掛かりますから、それ

を言い訳にして、待機児童対策の進捗と伴にカ
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ルテルで少しずつ、皆一緒に引き上げてゆくこ

とを展望しています。 

八田 それから先ほど、保育料が安いと近隣か

ら流入してしまう効果があるという話がありま

した。同じく保育料が安い世田谷区から杉並区

に流入するのはなぜですか。 

鈴木 世田谷区は安いのですが、全国で最も待

機児童が多く、一方、杉並区はゼロに近い水準

まで来ているので、杉並区に移っていくのです。 

八田 だから、ある意味では杉並区はもっと保

育料を上げればいいのですね。 

鈴木 そうなのです。実は今年度、杉並区は保

育料を引き上げました。なぜ上げることができ

たかというと、「ものすごく努力して待機児童

をここまで減らして、財政も相当苦しくなった

ので、保育料を上げさせてくれ」と言えたので

す。議会も待機児童がゼロなのですから、保育

料引き上げ案を通さざるを得なくなりました。 

 だから、供給増をとにかく行って、待機児童

減少を目に見えるようにすることが、実は、保

育料引き上げという政治的に極めて難しい政策

手段を使うための鍵なのです。首長会議につい

ては、保育料アップだけではなく、横並び意識

を喚起して、待機児童対策のレベルを合わせる

という効果もあります。保育料のアップやいろ

いろな規制緩和策をしている自治体や、例えば

朝夕の保育士は無資格者でいいという制度を使

っている自治体を、首長会議では全て見えるよ

うにしました。都が作ったいろいろな制度につ

いても、使っているところと使っていないとこ

ろを表にまとめて渡しました。そうすると、あ

る首長は状況を分かっていなくて、「うちはこ

んなに使っていないのですか。すみません」と

謝るようなことがあったりして、意外と効果が

でています。平場で全て情報公開することが重

要なのです。 

 

■ 企業主導型保育の強化 

鈴木 2017年 9月の対策では、企業主導型保

育所に対するいろいろな補助を大々的に創設し

ました。先にも言いましたが、この企業主導型

保育というものは本当に画期的な制度です。企

業主導型保育は、内閣府が 2016年に作った制

度で、国が補助金を出す一種の事業所内保育で

す。企業が作る保育ですが、企業内の人も入れ

られるし、半分は地域枠を設定してもいいとい

う制度になっていて、これが周辺の待機児童の

受け皿になるというものです。 

 私は当初、企業主導型保育をばかにしていた

のです。東京は通勤時間が長いので、都心の企

業に企業主導型保育所を作っても、まさか満員

電車に子どもを乗せるわけにはいかず、こんな

ものが普及するわけがないと思っていたのです。

実際、初めはとても低調で、2016年 9月には

片手で数えるぐらいしかなくて、やはり駄目だ

と思っていたのですが、その後爆発的に増え、

今や定員 5万人ほどにまでなっています。年度

内にさらに追加された分を含めれば、昨年度、

計画分も含め、7 万人もの定員が増えています。 

八田 東京の場合、みんな車で連れてくるので

すか。 

鈴木 一つは、東京にも郊外が結構あるという

ことです。郊外は職住接近の所に保育所を設置

できますから、確かに便利で需要もあります。

この企業主導型保育は、内閣府が補助金を出し

ているので、質はある程度高くて認可並みです

が、認可並みの補助金が出ているので、月額 4

万円ぐらいの保育料です。東京都認証保育所の

平均月額保育料は 6万 5000円ですから、それ

よりも安い。極めてお得な無認可保育所という

位置付けになって、かなり人気です。 

 もう一つは、都心でも地域枠があることがミ

ソなのです。地域枠を半分設定しているので、

事実上安くて、しかも質が高く、保証された無

認可保育所という位置付けで、従業員以外の地

域の人々が保育所を利用して採算が合うのです。

ポピンズやニチイ学館、ピジョン、ベネッセも

そうですが、元々保育をしている事業所が自分

たちの従業員のためとして都心に保育所を設置

し、半分の地域枠で採算を合わせるというビジ

ネスモデルなのです。しかも、今年 3月に地域

枠は 99％まで OKという通達が出たので、これ

は企業の福利厚生と言うよりは立派に地域に開
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かれた保育所です。だから、東京都としても、

これを利用しない手はありません。 

 しかも、既に述べたように、認可ではなくて

届出制という大変なブレークスルーがあります。

素晴らしいのは、各自治体が「社会福祉法人に

近いから駄目だ」と言えないことです。できた

後にしか自治体は分からないシステムなのです。 

八田 保育士の数にも規制があるのですか。 

鈴木 保育士は有資格者が半分でいいという制

度です。小規模保育と同じです。これも、有資

格者割合を原則 10割にしなければならないと

いう規制のある認可保育所に比べて、大変有利

な制度となっています。 

八田 5歳まで大丈夫なのですか。 

鈴木 5歳でも大丈夫です。実際には、0～2歳

までのところがあるなど、さまざまです。要す

るに、既存の事業所内保育の新ジャンルなので

す。それにしても、よくこんな制度を内閣府は

作れたものだと感心しますよ。すごいブレーク

スルーです。 

八田 社員は子どもをどうやって連れてきてい

るのですか。 

鈴木 都心の場合、社員は事実上、あまり預け

ません。通勤電車で通ってくるのは大変ですか

ら。 

八田 私は政策研究大学院大学（GRIPS）で保

育所を作れると思ったのです。子どもをもうけ

る事務職員や先生も結構いるし、地元の人も入

れればどうかと提案したのですが、「みんな通

勤電車は無理です」と言うのでやめました。で

も、今のように 9割ならばできるのではないで

しょうか。 

鈴木 そうなのです。これは事実上、地域に開

かれている便利な保育所なのです。 

八田 GRIPSはスペースが結構あるので、やろ

うと思ったらできますね。 

鈴木 六本木はいい場所ですからね。 

八田 しかも、英語教育をポピンズなどにやっ

てもらえば、ものすごく人気があると思ったの

です。今ならできますね。 

 

八田達夫 政策分析センター 所長 

 

鈴木 その通りです。私も見誤っていたという

感じなのですが、東京都では、ここにがんがん

補助金を出すことにしました。特に、国の制度

では無認可保育所の保育士に対して賃金補助が

出なかったのですが、都の独自制度として、地

域枠に応じて賃金増を行える補助金を出してい

ます。今後も、様々な支援策を行うべく、アイ

ディアを練っているところです。 

 

■ 0歳児家庭保育への補助強化  

鈴木 2018度予算として今、都議会に諮って

いる待機児童対策の大きなポイントとしては、

0歳児を無理に認可保育所に入れないで、育休

を活用したり、保育ママなどを利用してもらえ

る制度の確立があります。これも昨年、小池知

事が安倍総理に直訴したことをきっかけに、現

在、2 歳まで育休の枠が広がりました。そこで、

1歳まではとにかく育休を取ってもらうことに

して、育休を切り上げて、月齢の小さい 0歳児

クラスに無理に入れてくるという利用者の行動

を改めるように誘導します。育休を十分にとっ

ても 1歳児クラスからしっかり入れる様にする

ために、0歳の定員は 1歳に振り分けて 1歳児

クラスの定員を増やす事業（1歳児移行事業）

を始めます。また、0歳から保育を必要とする

場合でも、コストの高い認可保育所ではなく、

保育ママを活用してもらうために、保育ママへ

の予算を増やしています。 

八田 江戸川区などが、区の予算で、保育ママ

の補助をやっています。それを都でも行うので

すね。 
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鈴木 そうです。基本的に基礎自治体がいろい

ろな施策を行うのですが、その裏付けとなる財

政支援をしています。 

八田 補助金ですね。従来そういうものはなか

ったのですか。 

鈴木 なかったのです。 

八田 これは大きいですね。しかし、保育所側

としては、0歳の方が補助率が高いですよね。 

鈴木 そうです。0歳から 1歳に定員を振り返

ると損が出てしまう可能性があります。そこは

補助金として少し色を付ける形にしています。 

八田 1歳児の方に色を付けているのですか。 

鈴木 そうです。ただ、0歳児から 1歳児に振

り分けると、そもそも定員を増やせる（保育士

1：児童 3という配置制約が、1：6に緩和でき

る）ので、その分もインセンティブとして機能

します。 

実際に、1歳まで育休を取っても、本当に 1

歳児クラスに入れるかという問題があります。

そこで、もし、入れなかったら都が補助を出し

てベビーシッターを雇えるような制度を考えま

した。ベビーシッター代は月額平均 32万円と

結構高いのですが、28万円までを都と自治体

が補助し、利用者の自己負担は 4万円だけでい

いという制度にします。ベビーシッターは有資

格者とは限らず、いくらでも増やせるので、認

可保育所に入れるまでベビーシッターも使い放

題という制度にするのです。ここまでやれば、

安心して育休を 1歳まで取ることができるよう

になると思います。このベビーシッター代に、

18年度予算では、なんと約 50億円もの予算を

計上しています。 

八田 認可保育所に入ると、いくらかかります

か。 

鈴木 2万円です。 

八田 そうすると、ベビーシッターの方が高い

のですね。 

鈴木 そうですね。でも、認証に入れるよりは

安いです。 

八田 認証だといくらですか。 

鈴木 平均 6万 5000円です。それから、そこ

まで保育の利用者に保育負担が低くなるインセ

ンティブを付けてしまうと、今度は、家庭内保

育に逆のインセンティブが付いてしまいます。

つまり、本来、専業主婦として自分で育てよう

という人まで、こんなに安いのであれば保育所

やベビーシッターに預けようということになっ

てしまいます。そこで、家庭保育に対しても、

多少のバウチャー的なインセンティブとして、

一時保育やベビーシッター代にある程度使える

補助金を出す形で、家庭内保育へのインセンテ

ィブも付けるようにします。 

八田 壮大な補助金ですね。 

鈴木 「大人の解決方法」ですね。もちろん、

いつまでもこのような事を続けられないので、

どこかで抜本的な制度改革に踏み込まなければ

なりません。 

八田 将来的にはそれをバウチャーに組み替え

るのですね。 

鈴木 そうですね。 

八田 そして、国がやってくれると一番いいと

いうことですね。 

鈴木 そのとおりです。だから、都が先行して

成功事例を作って、これを国の制度にしてほし

いと働きかけようと考えています。 

 

4. 今後の施策 

■ 0・1 歳児保育の不均衡 

八田 そうすると、これまでいろいろ議論され

てきたことの多くの問題が解決できます。特に、

今までいろいろなところでいわれたように、0

歳児と 1歳児の不均衡が待機児童を全く不必要

に作り出していたわけです。しかし、配置さえ
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変えれば随分解決するということだったのです

が、実際に組み替えは始まったのですか。 

鈴木 補正予算が通るのを見越して、各自治体

や業界団体への根回しに動いています。 

八田 では、これからですね。そうすると、こ

れ自体が待機児童の解決にものすごく役に立つ

かもしれません。現在、0歳児がものすごく殺

到してしまっていますが、それがなくなるわけ

ですね。 

鈴木 はい。合成の誤謬のようなものなので、

無理してでも 0 歳児に入れる人がいるから、皆、

育休を切り上げて 0歳児から保育園に入れざる

を得ないという不幸な話です。われわれはそう

ならないように、インセンティブで 1歳からに

誘導しようとしているのですが、もっと手っ取

り早い手段は、江戸川区の公立保育所のように

預けるのは 1歳児からという制度にして、少な

くとも認可保育所は 0歳児を受け付けないよう

にしてしまうのが一番だと思います。 

八田 おっしゃるとおりだと思います。そして、

0歳のところは、低所得者は別にして、基本的

には自前ということですね。 

鈴木 禁止ということも良くないので、もし 0

歳児で認可保育所に入れたいのであれば、保育

料を月額 10万円ぐらいにするのがよいと思い

ます。それでも実際にかかっている運営費用の

4分の 1程度です。育休以外の手段としては、

保育ママや小規模保育、東京都認証保育所など

があります。それらの他の手段を活用してもら

って、0歳児のうちは、コストの高い認可保育

所をなるべく使わないようにしてもらうのが一

番だと思います。 

 

■ 保育士の代行 

八田 あと、保育士の代わりとしての、他の資

格を持った人の活用は進んでいますか。 

鈴木 そうですね。それも活用がまだ進んでい

ません。 

八田 認証では、やっているのですか。認可で

は無理なのですね。 

鈴木 そうです。東京都認証保育所や小規模保

育、事業所内保育などではもちろん精いっぱい

やっていますし、認可の方でも国が 2016年 4

月に、①幼稚園教諭と小学校教諭は活用可能、

②朝夕などは 2人ずつのうち 1人は、子育て支

援員などの無資格者でいいことにしました。 

国家戦略特区のＷＧで厚生労働省にヒアリン

グすると「結構使っています」と言うものの、

都庁で調べたり、現場の保育関係者に聞くと、

あまり使われてはいないようです。「活用可能

にした」という自治体は多いのですが、実例と

してあまり使っていないというのが実情のよう

で、だから、ここはもっと活用させる努力をし

なければなりません。 

八田 幼稚園・小学校教諭の活用は、1対 1な

のですか。数として保育士 1人を減らせば、教

諭 1人を増やせるということですか。 

鈴木 そうなのですが、基本的に 3歳以上の部

分に幼稚園・小学校教諭の活用を行うという制

度なので、0～2歳の待機児童が最も多いとこ

ろには充当できないのです。朝夕の無資格者は

みんな期待していたようですが、多くの基礎自

治体が実際問題として、活用を認めない運用を

しているようです。だから、まずは既にあるこ

の規制緩和策を普及させなければなりません。

その上で、それでも保育士は全然足りませんか

ら、さらなる規制緩和を厚生労働省に迫るべき

です。昼間の時間帯にも、子育て支援員などの

無資格者を配置することを認めるべきです。現

に、無資格者の活用を朝夕は許しているわけで

す。また、決められた定員外の場合は昼間も無

資格者でいいという制度になっています。そこ

から一歩進めば、昼間の時間帯も一部は、子育

て支援員などの無資格者で良いでしょうという

ことになります。 

 今、大阪府が、准保育士のように無資格者と

有資格者の間の資格を作って、保育士の数を増

やそうという提案を国家戦略特区に行っていま

す。気の毒なのは、「准保育士」という名前が

准看護師を想起してしまって、マスコミの評判

が悪くなったことです。しかし、訓練して准保
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育士という資格を得るのだから、2週間程度の

研修でなれる子育て支援員よりはずっといいの

ではないかという話で、本来は筋の良い話しな

のです。確かに無資格者を活用することはいい

のですが、子育て支援員では少し不安だという

人も多いわけですから、それよりはもう少し難

しい資格を作って、その准保育士的な資格の人

を認可保育所で活用しようということです。私

は良い提案だと考え、個人的に大阪府・市への

アドバイスも行ってきました。 

八田 子育て支援員は、今どこで活用している

のですか。 

鈴木 保育ママもそうですし、東京都認証保育

所や企業主導型保育でも活用しています。認可

保育でも、例えば小規模保育は 5割まで子育て

支援員などの無資格者を活用できる制度になっ

ています。 

八田 認証保育所の場合、正規の保育士の数は

半分ですが、子育て支援員を合わせると、認可

並みの数なのですね。 

鈴木 その通りです。保育従事者という意味で

は、認可保育所と全く同じ基準で保育士数を配

置しています。実は、保育士不足は認可保育所

でも深刻な問題となっており、無資格者を活用

したいという声は、認可保育所の中からも聞こ

えてきます。例えば、育休明けで出てくると保

育士は短時間勤務を望むことが多いので、その

前後は他の保育士に残業させて使うのですが、

それだけではきついので、お手伝いとして子育

て支援員を入れたりしていています。もちろん、

定員の枠外のところで入れていて、補助金の算

定には入れられませんが、そのような無資格者

を入れての工夫は広く行われています。子育て

支援員は、既に認可保育でも結構活用されてい

るのですが、すぐ取れてしまう資格なので、も

う少し訓練して、みんなが安心できるようにし

て、他にも活用できるように自治体が独自に研

修してハードルを上げることはとてもいいこと

だと思います。 

八田 いろいろ評価の観点はあると思うけれど

も、ポピンズの中村紀子社長がよく言うのは、

都の第三者評価の結果で認証保育所の方が認可

保育所よりも人気があるのです。それは、保育

士の数が少ないにもかかわらずですよね。その

点では、子育て支援員もかなり役に立っていま

すか。 

鈴木 ものすごく役に立っています。子育て支

援員ですら、今は不足しているぐらいです。 

八田 1対 1ではなくて、保育士を 2人減らす

のであれば支援員を 3人入れるとか。 

鈴木 私もそれがいいと思います。実際、保育

で重要なことは保育士の「目」が多いというこ

とですから、支援員を使うのであれば、保育従

事者の配置人数を増やすぐらいの基準にして、

利用者に安心してもらう必要があると思います。 

八田 それならば、認可保育園でもやっていい

ということですね。 

鈴木 そう思います。 

八田 実績がそれを証明しているという感じが

します。 

鈴木 保育従事者、つまり、トータルの保育所

の「先生」の数は増えるわけです。ただ、厚労

省的には朝夕と幼稚園教諭の昼間の配置を

2016年 4月に許したところなので、ここを評

価できるぐらいまで制度が浸透しないと次を考

えられないというのは理解できます。私のよう

な国家戦略特区の委員から見ても、自民党の部

会などで、前回の規制緩和策を通すとき厚労省

の努力は鬼気迫るものがありました。しかし、

もうそれから 1年以上経っていて、「そろそろ

別の手を打ってはどうですか」と言える時期に

来ていると思いますので、保育士不足の深刻化

も相まって、厚労省もそろそろ次の規制緩和を

考えざるを得ないところに来ているのではない

かと思います。 

八田 まさに大阪府の提案ですね。 

鈴木 規制緩和の突破口として、一番入れやす

いのは、育休後に復帰した短時間労働の正保育

士の前後の時間を無資格者で埋めるというアイ

ディアです。これならば、職場復帰策として、
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正保育士たちから構成される保育労祖も受け入

れやすいと思います。実は、保育所は若い女性

たちの職場ですから、産休・育休を取る人がと

ても多いのです。適齢の方が多くて、だいたい

どこの保育所でも 1～2割ぐらい休業者がいま

す。復帰しても短時間しか働けないので、昼間

の一番いい時間帯を取ってしまうのです。そう

すると、朝夕とか前後でシフトを組んでいたの

に真ん中にがっと入られると、労務管理が極め

て難しくなります。結局、重複して配置して補

助金のない定員外の扱いにせざるを得ない場合

もあるようです。だから、育休復帰した短時間

保育士の前後に無資格者を入れさせてください、

その分を補助金にも反映して下さいというのは

無理がないのではないかと思います。 

八田 大阪の提案の趣旨は、若い保育士や保育

士になりたい人にまず現場で見てもらって、気

にいったら通信で勉強して保育士になってもら

った方が、最初から座学をやるよりもよほどい

いということだと思います。 

鈴木 そうですね。重要な事は、どこと比較す

るかです。保育士から見ると「准保育士はけし

からん」となるのですが、「子育て支援員より

ははるかにいいでしょう」という視点が重要で

す。 

 

■ 保育士の増員 

鈴木 もう一つは、保育士を増やす手立てとし

て、2回の試験だけでなく、根本的に保育士を

たくさん供給するような仕組みを作るべきだと

思います。 

八田 1年の勉強で済むのではないですか。 

鈴木 そうですね。養成校をもっと出やすくす

ることが一つです。国家試験の方は 1～2割し

か合格しません。ものすごく多くの科目を勉強

しなければならない試験なので、養成校を出や

すくすることが現実的な一つの手です。でも、

よほど慎重にやらないと、養成校は 669校ある

のですが、反対します。つまり、4年のところ

を 2年にしていいとなると、自分たちは採算が

合わないなどと言ってくるでしょう。一方で、

国家試験の方をもう少し易しくすることも一手

だと思いますが、保育の質を低くするなどと文

句が出ますから、こちらも岩盤規制で難しい。

国家試験をわざと難しくして、養成校の人気を

保っているという実情があり、養成校の先生が

国家試験の問題も作っているので、まさに利益

相反なのです。 

 国家試験の合格率を上げる方法という意味で

は、一つ手があります。養成校の人たちも国家

試験を受けないと保育士になれないという制度

にするのがいいのではないかと思います。そう

すると、養成校で簡単に保育士になれるような

人たちも試験を受けないといけないから、ます

ます保育士が減るだろうと想像されるのですが、

私はそうはならないと思っています。つまり、

この人たちが全員合格できるように、国家試験

の水準が下がると思うのです。養成校の先生が

試験を作っているからです。 

八田 そうすると、学校に行かないと試験が受

けられないようにするのではないですか。今は

大学さえ出れば、試験に通ってすぐに保育士に

なれます。 

鈴木 そうですね。学校を出ないと試験を受け

てはいけないという制度になってしまってはま

ずいですね。ただ、弁護士や教員のように専門

の学部を出なくても、一定の科目を取れば、国

家試験を受けられるという併用制度になってい

る例もあります。業界団体が働きかけて、養成

校を出なければ国家試験を受けられないという

制約にするのも、それはそれで政治的に難しそ

うです。 

八田 今の事業者の利益を損ねないためには、

養成期間 2年の保育士はそのままにして、1年

のジュニア保育士を作るのも一手かなという気

はします。 

鈴木 そうかもしれないですね。通信教育をや

っているところはあるので、乗ってくるところ

はあるでしょうね。 

八田 あるかもしれません。そうすると、2年

のところは減るかもしれないけれども、1年で

ジュニア保育士を取って、後で望めば追加の教
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育を受けられるようにすれば、ジュニア保育士

を代行として活用できるようになるかもしれま

せん。 

 

■ 年齢ミスマッチの解消 

鈴木 多分、他の方が言っていないと思う提言

が一つあるので、最後にお話ししたいと思いま

す。待機児童については、実は、ミスマッチで

生じている部分がかなり大きいと思うのです。

例えば昨年、都の保育定員の増加数は約 2万人

だったのですが、実際に埋まったのは 1万

6000人で、4000人ほどの定員は無駄になって

います。その 4000人は何かというと、3～5歳

児の定員分です。新しい保育所を作っても、埋

まるのは待機児童の深刻な 0～2歳児で、3～5

歳児の定員は埋まらないのです。それがかなり

無駄になっています。都の待機児童は 8000人

ぐらいですから、この定員を活用できれば、半

分ぐらいにできる計算となります。過去もずっ

とそういうことが行われていて、定員と実際に

入っている子ども数のギャップが今どれぐらい

あるかというと、都で 1万 8000人、全国では

18万 8000人の定員の無駄があります。 

なぜそういうことが生じるかというと、年

齢別の定員は自治体が指導しているわけですが、

最初に 0歳や 1歳で入った人がそのまま 6歳ま

でいられる数だけ、各歳クラスの定員を用意す

るようにと各保育所に指導しています。したが

って、特に新設園は高年齢児童の定員が無駄に

なってしまうのです。ところが、普通のホテル

や病院では定員が余れば埋める努力をするもの

ですが、保育所は埋める努力をしません。各自

治体の指導されるままになっており、主体的に

定員のコントロールをしようと思わないのです。 

しかし、3歳以上の高年齢児の中には、最終

的には幼稚園に移る人も多いわけですから、そ

れを見越して 0～2歳の定員を手厚くすればよ

いのです。0～2歳の方が補助金額が多く、保

育園側ももうかるので、できればそうしたいは

ずです。それを許すだけでも随分、待機児童数

を少なく出来るのではないかと思います。ミス

マッチの解消はかなり重要ではないかと思うの

です。 

 既に述べたように、今は、自治体が指導とい

う形で定員数を実質的に決めるので、保育所側

に定員を決める経営権がありません。ところが、

例えば世田谷区では一種、それを許している運

用になっています。世田谷区では、0～2歳だ

けの分園を作っていいことになっています。3

歳になったら本園に集めて、まとめて教育する

ことを許しています。これは良い考えだと思い

ます。よく考えたら、それは一つの社会福祉法

人で低年齢児の分園をいくつか作るということ

ではなく、例えば、分園とはいわずに 0～2歳

だけの認可保育所を作って、3～5歳になった

らみんなを集めてどこかの大きな保育所で教育

するという、セントラルキッチンのようにして

もいいわけです。あるいは幼稚園と組んで、3

～5歳になったら預かり保育で幼稚園に入れる

制度にしてもいいので、このような定員の弾力

化はうまい手だと思うのです。 

八田 世田谷区にできて、他の区ではできない

のは、他の区では認めていないからですか。 

鈴木 認めていないのです。しかし、規制があ

る訳ではないので、自治体が自分のルールでや

っているのです。だから、規制緩和としては、

厚労省にガイドラインを出してもらうことも考

えられますが、首長が決断すれば今でも各自治

体で実現可能な策です。 

八田 事業所ごとの制限を認可のときにかけて

いるということですか。 

鈴木 年齢別の定員を指導しているわけです。

それを 3～5歳はどうせ幼稚園に行ってしまう

のだから少なくしてもいい、あるいは本園でも

いいというふうにすればいいと思います。 

八田 でも世田谷区は、年齢ごとにきちんと数

がそろっているのではないですか。 

鈴木 ところが、本園の数と分園の数は違うの

で、0～2歳の方が多くなるところがあるよう

です。本園の 3～5歳のところは少なくなるこ

とを明らかに想定しています。 
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八田 0歳のところはなるべく育休を使っても

らいたいということを考えれば、少なくとも 2

歳からのところを自由にするのですね。 

 

■ 地域ミスマッチの解消 

八田 かなり大きな問題が抜本的に解決された

と思うのですが、待機児童を減らす方法として

は、場所のいい保育所の料金を上げるような、

要するに需給を反映するような保育条例の改正

が挙げられます。言ってみれば、バウチャーの

精神そのものです。補助金は場所に関係なく与

えるけれども、追加的にいいサービス（駅に近

いなど）の部分は、自分で払ってもらうという

制度まではまだ考えていないのですか。 

鈴木 そうですね。無認可に対するバウチャー

で現在やっているものは、事実上そうなってい

るわけです。バウチャーの金額以上の部分は自

分で払えということになっていて、無認可保育

所の保育料は賃料をきちんと反映していますか

ら、便利なところほど高くなります。問題は認

可保育所で、認可保育所の保育料はそのような

制度にはなっていません。 

八田 そうすると、認可における制度改革が抜

本的に必要ですね。 

鈴木 そうです。認可にバウチャーを入れて、

直接補助にすることなどを考えるべきです。 

八田 要するに、補助金を一定額にして、あと

は勝手にやってくれということですね。 

鈴木 ただ、今はそれは政治的に不可能です。

でも、無認可や株式会社の方が、数がどんどん

増えてくれば、無認可の政治勢力が増しますの

で、大きな声を出すことが出来るようになりま

す。それから、株式会社の認可保育所の方も、

バウチャーのような制度で直接契約・直接補助

でやった方が創意工夫の余地ができるので、そ

の方がいいという事業者が出てくるはずです。 

八田 今は株式会社でも、認可のところはそう

いうことができないのですね。 

鈴木 はい。でも、ポピンズでもベネッセでも、

株式会社で認可保育をやっている事業者は元々、

異業種から入ってきているので、市場経済の仕

組みをよく分かっています。だから、市場化す

るのであればその方がいいという事業者は増え

るはずなので、いずれ押し切れる可能性はある

と思います。 

八田 現実に、都内の待機児童がものすごく深

刻な地域でも、駅から少し離れたりすると空い

ていることに対する即効的な対策はありますか。 

鈴木送迎バスと駅に設けたピックアップステー

ションのセットで解消するべきだと思っていま

す。東京でもそういう制度を自治体が作るため

の補助金をつくっています。 

八田 横浜市では行われていますよね。 

鈴木 やっています。一番有名なのは千葉県流

山市です。都内では江東区や練馬区、町田市な

どがやっています。ところが、都内の多くの区

市の場合、駅にピックアップステーションを作

ると、区の中でサービスを閉じられないのです。

つまり、どこかの駅にピックアップステーショ

ンを作ると、駅から行ける保育園は杉並区と世

田谷区に分かれたり、江東区と江戸川区に分か

れたりするのです。駅というのは大体そうで、

近隣住民を行政区できれいに分けられることは

ありません。そうなると、基礎自治体としては

自分の地域だけを回ってくださいというわけに

はいかないので、手を出さないのです。東京の

場合は基礎自治体が小さいので、地域がまたが

ってしまう場合が多く、それがこうした制度が

活用されない一つの理由だと思います。こうし

た制度は都で広域調整をするべきだと思うので、

ピックアップステーションを都で作って、バス

も都バスを使って、運転手の OBを活用したり

すれば、随分違うことになると思うのです。 

 

■ 公立保育所の役割 

八田 公立保育所の役割については、何かあり

ますか。 
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鈴木 労組が強いので、改革はなかなか厳しい

です。未だに加配があったり、贅沢基準もなか

なか改まりません。しかし、それを逆手にとっ

て、公立保育所は特別の手厚い措置をしている

ので、例えば、障害児童をきちんと受け入れる

とか、低所得者などの社会的弱者を多く受け入

れるなど、「最後の砦」的な役割を担ってもら

うことが良いと思います。現在、介護の分野で

は、補助金の手厚い特別養護老人ホームに重度

の要介護者を集めるようにして、有料老人ホー

ムなどの特定施設と役割分担を図っています。

同じような発想です。難しいご家庭の指導もす

る分、高給を取っているのだからということで

活用するのであれば、それはそれでいいと思う

のです。 

八田 実際は障害児と、あとは何でしょう。 

鈴木 モンスタークレーマー。 

八田 モンスタークレーマーを、私立は断るこ

とができるのですか。 

鈴木 できないですが、そこを私立認可保育所

は直接契約にして、断れるような制度にすれば

よいのです。断られたくない人は公立に行って

くださいという風にします。私立は大喜びでし

ょう。 

八田 認証は断れるのですか。 

鈴木 東京都認証保育所は直接契約ですから、

経営者の判断次第で断れます。 

八田 認可が断れないのですね。 

鈴木 はい。行政が割り当てをしている制度な

ので、そもそも断るという概念がありません。

でも、それはやらせてもいいと思うのです。私

立の小中学校だって落第になれば、義務教育の

公立小中学校に移ります。公立保育所は、絶対

断られない公立の小中学校のような位置づけに

するということです。 

 それから、現在、加配が生じているというこ

とも活用できる余地があって、加配分は本来要

らないので、その保育士たちを新しくできた小

規模保育や認証などに指導員として出向させて

活用することが考えられます。その代わり、従

前の給与は保障してやって、派遣事業として活

用すればいいと思うのです。 

八田 横浜市で非常に顕著だったのは、公務員

の保育士が随分減ったので、それを機会に公立

保育所をどんどん廃止して、民間の保育所に建

て直していったことが随分、合理化の源泉にな

っていますが、都ではそういうことをしている

のですか。公立保育所を減らして、それを認証

か何かにシフトしているのですか。 

鈴木 公設民営はしています。でも、それをさ

らに民設にするところまではなかなか言ってい

ません。面白いのは武蔵野市です。あそこはス

ポーツ振興事業団という 3セクを持っているの

ですが、そこに公立の保育士たちを出向させて、

民間雇いにしてしまうという改革をしました。 

八田 純粋な民営ではないのですね。 

鈴木 公設民営なのです。公立なのですが、雇

っているのは民間です。随分、給料は減らした

ようです。 

八田 公設民営は結構やっているということで

すが、横浜市の場合は完全に民営です。 

鈴木 都はさすがにそれは厳しくて、公設民営

が多いです。公設民営といっても、社福を入れ

ているところが多いです。利用者も文句を言う

し、保育団体も文句を言うので、そこをまず、

株式会社などに変えていくことから始めるべき

ですね。 

 

5. まとめ 

八田 国では保育に予算を随分つぎ込みたいと

いっているのだけど、今のお話は、つぎ込み方

が重要だということですよね。全部無料にして

しまうのではなくて、どこにお金をつぎ込んで

いいかという。 

鈴木 効率的なところにつぎ込むということで

す。特に株式会社などは施設整備費が少ないの
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で、同じだけお金を使ってもレバレッジが高い

のです。 

八田 どうもありがとうございました。 

鈴木 ありがとうございました。 
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