緊急パンフ
◎保育・
学童保育・
子育て支援は国・
自治体の公的責任で、充実・
発展さ
せましょう。
◎２０１１年早々に開かれる通常国会で、「子ども子育て新システム」
法案を出させない運動を広げましょう。
◎２０１０年９月末から開かれる（～12月）、大阪府議会に「大阪府財
政構造改革プラン」撤回・
再検討の声を届けましょう。
◎国・
大阪府に学童保育の最低基準・
設置運営基準策定を求めましょう。

――そのために次のような行動を提起します――
①保護者会・
指導員会・
連絡協議会単位で、「新システム緊急パンフ」を使って学習会を開
きましょう。
・
国の「新システム」、大阪府の「財政構造改革プラン」の内容を伝え、疑問や不安な点
をだしあいましょう。
・
大阪府・
厚生労働省に抗議・
要請の声を届けましょう。
大阪府 ＨＰ（http://www.pref.osaka.jp/）から
「政府への意見」
ＦＡＸ ０６－６９４４ー１０１０
厚生労働省 ＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/）子ど
も・
保育から「意見を送信」へ
②子どもをまもる署名に取り組みましょう。
③地域の子育てサークルやＰＴＡ、ご近所など、あらゆる方法で広く多くの人にうったえ
ましょう。
④９月末発行の資料集『大阪の学童保育2010年版』を活用して行政担当者との懇談をもち
ましょう。
⑤９月末からはじまる自治体キャラバンに参加しましょう。
⑥大阪府議会議員・
国会議員さんと懇談し、実情をうったえましょう。
⑦10月30日（土）～31日（日）の全国学童保育研究集会に参加しましょう。
⑧11月14日（日）～15日（月）の中央要請行動に各地域からたくさんの代表者をおくりだ
しましょう。
⑨『日本の学童ほいく』誌の購読を広め、みんなで読みましょう。

2010年６月25日、政府が打ち出した「子ども・子育て新システム基本制度案要綱」は
保育・学童保育を含む子育て支援全般から、国・自治体の責任を放棄しようとするもの
です。介護保険をモデルにした「競争原理」「市場化」が導入されようとしています。

保育所がなくなる???
保育所は自
分で
探せってこ
と？

保育料はも
っと
高くなるの
？

「こども園」て
いったい何者？

市役所に申請しても
入られへんの??

学童保育はどうなる!?
「指定業者」っていっ
たいどんな人が学童
を運営するの？

指導員は働き続
けられる？

障害のある子や配
慮が必要な子はど
うなるの？

子ども・子育て 関連法案を国会に提出させないようにしよう
新システム
政府は、２０１１年２月の通常国会には法案を提出し、２０１３年度から本格的に実施。
それに先立ち、できるところから前倒しで進める、と非常に早いペースで「新システム」
を導入しようとしています。まずは法案提出をやめさせることが必要です。

発行：2010年秋 大阪学童保育連絡協議会 TEL06-6763-4381 FAX06-6763-3593
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⑤ 保育士の労働条件は悪化し、保育の質の低下に

●そのねらいは…

保育サービスの売り上げが優先されれば、効率化とコスト削減が迫られます。保育の事
業費の大半は人件費なので、人件費の削減が真っ先にターゲットにされてしまいます。保
育士の労働条件の悪化は保育の質の低下をまねきます。

国や自治体の責任を縮小
本来、保育や学童保育は国や地方自治体の責任で実施すべきものです。
現在の児童福祉法は、すべての子どもに平等に保育を保障しています。
〈現在の公的保育制度の３つの原則〉
１）国と地方自治体が保育を実施する責任をもっています
２）国が保育の最低基準を設けています
３）保育にかかわる費用は国や自治体が責任を持ちます
ところが「子ども子育て新システム」では、この３つの原則を解体して
しまいます。そして

子どもの育ちを金もうけの対象に
児童福祉法は、本来、子育ては国や自治体が責任を持ってやるべき
こととしています。だから、たとえば保育料は応能負担（所得に応じ
て決まる）なのです。一方「新システム」では、保育料は利用したサー
ビスへの支払いです。保護者の収入に関係なくサービス（商品）を受
けただけ応益負担（所得に関係なく一律）になります。たとえば、保
育時間が長い子ほど保育料は高くなります。公的保育制度を根底から
崩すことで保育・
学童保育・
子育て支援はすべて「市場化」「産業化」
し、「儲け」の対象になります。実際に、経済産業省が2010年６月に
発表した「産業構造ビジョン」では、保育・
子育て分野を市場化するこ
とが、あからさまに述べられています。

『大阪府財政構造改革プラン』（素案８月に発表）で
２０１１年度から３年間でなんと475億円の削減
①中小企業向け融資制度、私学助成、府営住宅など、歳出削減
②府有財産を民間に貸して利益を上げる、債権・滞納の「特別回収・
整理チーム」の設置、
手数料・
使用料値上げによる歳入確保
③出資法人の改革
④府民牧場、野外活動センター（能勢町）など４施設の廃止・
府の施設の運営の効率化

大阪府の役割を放棄
「国への制度提言」として400事業を“見直し”
・
放課後児童健全育成事業補助金――市町村が担うべき事業として国へ制度改正を要望の上、
実現後は府事業としては廃止
・
保育所運営費補助金――
〃
・
病時・
病後時保育事業――
〃
・
子育て支援のための拠点施設整備事業――
〃

ムダな大型公共事業は推進
安威川ダム・
箕面森町・
高速道路などは推進、府庁舎移転のＷＴＣビルに117億円の投資

2

7

「新システム」の基本設計は
戦後60年以上続いている保育所や幼稚園の制度を、関係者の意見も聞かないで簡
単に解体し、無理やり一体化していいものなのでしょうか。保育所、幼稚園のあり
方は国民的議論が必要ではないでしょうか。

「新システム」で保育所は？
① 保育所の最低基準がなくなる
現行の保育制度では、国の保育基準を定めそれを守る財源を税金で保障しています。「新シ
ステム」は国と自治体に課している公的責任を全部なくすものです。本来、職員配置や施設面
積、防災基準など子どもの命や健康に関わる最低限度の基準は、なくすどころか改善されなけ
ればなりません。最低基準があるからこそ、それ以上の保育の水準が保たれてきたのです。

② 市町村の“保育を実施する義務”が消滅、直接契約方式に
現行の公的保育制度では、保育を実施する義務が市町村にあります。入所も保育料徴収も
市町村が担い、事故の責任も市町村が負います。「新システム」では、幼稚園と保育所を一
体化した「こども園」が新設され、利用者は自分でこども園を探し、直接契約を結ぶ方式に
変わります。保育料を徴収するのも事故の責任を負うのも、個々のこども園です。市町村は
保育の必要性の認定と、保育サービスの利用料補助をするだけになります。市町村の保育所
整備義務もなくなります。現行制度のもとでも市町村は十分な義務を果たさず、待機児が激
増しているのに、義務がなくなったら認可保育所の公的整備の道は閉ざされます。

③ ますます重くなる保育料、一律の応益負担に

学童保育や児童館、子ども手当、育児休業、その他の子育て支援サービスを、制度・
財源・
給付について包括的、一元的な制度にするものです。

●子ども・子育て包括交付金（仮称）導入
学童保育に充分なお金が使われるのか?!
・
国レベルでは所管省庁が異なる国庫補助負担金や労使拠出からなる財源を「子ども子育て勘定」
（仮称）へ一本化します。
・
国からの資金は、「子ども・
子育て包
括交付金（仮称）」として、全事業
分ひとくくりにして市町村に交付さ
れます。
・
あとは、各市町村が“地域の実情に
合わせた”使い方をします。

●【基礎給付】と【両立支援等】
の二階建給付
両立支援・保育・幼児教育給付

各市町村は特別会計という、
この制度にかかわる全事業のた
めの１つの“財布”をつくり、
各種サービスにお金を出します。
各事業によるお金の取り合い
になり、果たして学童保育に充
分なお金が使われるかどうか心
配です。

【幼保一体給付】
子ども園、短時間保育、病後児保育など
【放課後児童給付】
【産前・産後・育児休業中の現金給付】
【※保障必要料の認定】

基礎給付（すべての子ども・家庭を対象）
階
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「新システム」では、保育所を児童福祉法から、幼稚園を学校教育からそれぞれ切り離し、
保育所・
幼稚園・認定こども園の垣根を取り払い（保育に欠ける要件を撤廃等）子ども園（仮
称）に一体化します。

１

「新システム」で認定される保育量は、保護者の就労時間などによってバラバラです。午
前だけ午後だけの短時間の子や週に数日しか来ない子などが混在し、保育は細切れの託児に
変質しかねません。すべての子どもが参加する遠足などの行事や、１日、あるいは１週間の
流れの中で子どもの発達を考えて遊びや散歩を組み立てる保育が困難になります。子どもど
うしのつながりも希薄になり、集団での育ちあいが難しくなってしまいます。

●幼保一体化を含めた、包括的な制度

階

④ 子どもはバラバラ、集団のなかで育つことができない

「新システム」では国・
都道府県の役割は支え役。国は最低基準も設けず、すべての子ども、
子育てに責任を持たない立場をとります。
市町村は、地域の実情に合わせて「現金給付と現物給付の組み合わせ（配分）」や、「給
付メニューの設定・
選択」を行います。市町村がサービスの給付保障・
質の確保・提供体制の確
保などの責務を負うと書いてありますが、「実施義務」を負うわけではありません。

２

現行制度では、保育料は保護者の経済力に応じた負担です（応能負担）。市町村に保育の
実施義務があるので、事情があって保育料を滞納しても強制退所や弟妹の入所拒否はできま
せん。「新システム」では、保育料は利用したサービスへの支払いになり（応益負担）、保
護者の収入に関係なく、サービス利用料が多いほど高くなります。しかも、認定された保育
の必要量を超えて利用すると、その分は全額または高率の自己負担となります。認定を超す
保育が必要でも、高額の保育料を払えなければ受けられません。保育料を滞納したら退所さ
せられるかもしれません。

●市町村まかせの制度に

【個人給付】
子ども手当、妊婦健診、乳幼児の一時預
かりなど
【地域子育て支援】
【市町村独自の給付】
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④ 学童保育の生活づくりが細切れになって崩壊
個人給付制度になると、利用時間と利用サービスの内容によって利
用料が変わるため、利用抑制が起こります。保護者の働き方によって
も利用時間が変わります。細切れの利用が増えると学童保育本来の生
活づくりや集団づくりが難しくなってしまいます。「経営が第一」
「儲からないことはやらない」となれば、教材が買えなかったり、校
外へ出かける遠足やキャンプもできません。ましてや「儲け優先」の
中で、障害児や配慮を要する子どもたちへのケアが切り捨てられてし
まうのではないか心配されます。

⑤ 学童保育指導員の専門性が否定される
① 「学童保育をやりたい」と言って、市町村の指定を受ければ
企業でもだれでも事業者になれてしまいます
現在でも企業が学童保育をやっているところもありますが、児童福祉である以上、学童保
育の補助金は取れません。「新システム」では行政の指定事業者制になり、基準さえ満たせ
ば誰でも参入できるようになります。

② 放課後児童給付（仮称）が新設される
放課後児童給付とは
○ 放課後の遊び場と生活の場を提供するサービスとして、個人に対する利用保障を
強化する（現金給付）
○ 指定事業者ごとに利用登録する仕組みを導入し、登録児童数に応じて当該指定事
業者に費用保障する仕組みを検討する（現物給付）
○ 小４以降も放課後児童給付が必要な子どもにサービス提供を行う
学童保育は「放課後児童給付」の枠の中で運営されます。問題は、基本的に個々人に現金
（または利用券）を給付するから利用料を取って事業運営をする、としていることです。
また、「放課後子ども教室」もこの枠内で実施が検討されています。

③ 個人給付制で学童保育の運営が困難に
個人給付制度では、利用者数と利用時間によって利用料が確定し、毎月の運営費が変動し
ます。子どもの欠席で運営費が変わってしまいます。しかも、月末に利用数と利用時間を確
定して利用料を請求するため、膨大な事務作業が学童保育事業者側に発生し、本来の業務が
できないという本末転倒の事態を招きかねません。これらは介護保険の現場で実際に起きて
いることです。
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サービスの売り上げが優先されれば、効率化とコスト削減が迫られます。学童保育の事
業費の大半は人件費なので、人件費の削減が真っ先にターゲットにされてしまいます。本
来、指導員には、子どもたちの健康や気持ちを把握し適切に対処したり、発達を理解した
り、子どもに寄り添って生活を支える豊かな経験から生まれる専門性が求められます。し
かし「儲け」に経験や専門性は関係なく、否定されてしまいます。

こんなの学童保育じゃない

介護保険のように"要保育度"を認定
オプションのサービスを買う!?
○○市のＡさんが、３年生の子どもを学童保育に預けた場合…
①Ａさんは○○市役所に行って、“保育の必要性の認定”を受けます。
○○市「あなたの仕事の状況と、お子さんが３年生ということを踏まえまして、１日２
時間・週４日の学童保育利用が必要と認定します。わが市は５割保障です。その分を現
金でお渡しします。
②Ａさんは自分で学童保育を探し、事業者と直接契約をかわします
Ａさん「月曜～土曜日、毎日６時まで利用したいのですが」
事業者「火・
木にスイミング、水曜は英語教室もオプションでやっていますがいかがで
すか？」
Ａさん「じゃあ、それでお願いします」
③Ａさんの利用料は？
【（ａ）認定分の利用料＝公費負担＋自己負担】＋【（ｂ）認定外の学童保育利用料と
オプション代＝全額自己負担】
5

