
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 「子ども・子育て支援新制度とは？ 
 

平成 24年 8月に成立した「子ども・子育て支援法」・「認定こども園法の一部改正」・「子ども・

子育て支援法及び認定こども園法」の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律の『子ども・子育て関連 3 法』に基づく制度のことです。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 今までと一番大きく変わることは？ 
 

子育て支援が社会保障として位置づけられるということです。 介護保険制度の「要介護○」と同じ

ように、「保育認定」を受けないと、保育所、こども園、新制度以降の幼稚園は利用出来ません。 
 

「保育の必要性」の認定を市町村から受けて、

認定されたら原則、全員が利用できる仕組みにな

っています。住んでいる市町村による３つの区分

の認定に応じて、幼稚園、保育所、認定こども園、

地域型保育の利用先が決まっていきます。 

 

 わかりにくい理由は？ 
 

① 現段階で財源が確保できていない・・・新制度の財源は、2015 年 10 月までに引き上げられる消費税率 10％の税 

収のうちの7,000億円の予定です。つまり、未定の段階での見切り発車の 

状態です。また、消費税率 10％に引き上げられたとしても、7,000 億円で 

は足りず、1 兆円規模のお金が必要だと言われています。 

② 実施主体が自治体であること・・・各自治体で国が定める「基本指針」にそって事業計画を作っています。 

3～5 歳／保育の必要性なし 

3～5 歳／保育の必要性あり 

0～2 歳／保育の必要性 
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保育の必要量に応じ
「長時間利用」 
「短時間利用」 
の 2種類に区分される

幼稚園と保育所のいいところを 
ひとつにした「認定こども園」 
（次ページ参照）の普及を図ります。

保育の場を増やし、待機児童
を減らして、子育てしやすい
働きやすい社会にします。

幼児期の学校教育や保育、地域
の様々な子育て支援の量の拡
充や質の向上を進めます。 

子どもが減ってきて
いる地域の子育ても
しっかり支援します。

＜３つの区分＞ 

 新制度 

４つの取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q．認定こども園のメリットは何ですか？ 
 
Ａ．認定こども園とは、教育・保育を一体的に行

う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さ

をあわせ持つところです。保護者が働いている、

いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況

が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利

用できることが大きな特長です。また、認定こど

も園には子育て支援の場が用意されており、園に

通っていない子どものご家庭も、子育て相談や

親子の交流の場への参加など利用をすることが

できます。「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」

「地方裁量型」という 4 つの種類の認定こども園

があります。         

詳しくは右ページ⇒⇒⇒ 

Q．待機児童がゼロの地域に住んでいます。 

このような地域では、認定こども園は設置さ

れないのですか？ 
 

Ａ．新制度では、市町村が地域の教育・保育のニ

ーズ（需要）を把握して、それに見合った施設な

どの整備（供給）を計画的に進めていきます。そ

して、市町村の「事業計画」には、地域の実情に

応じて認定こども園の普及のための方策を盛り

込むこととしています。さらに、新制度では、既に

需要と供給のバランスがとれている地域も含め

て、認定こども園への移行を希望する幼稚園・保

育所がある場合には、柔軟に認める仕組みを予

定しています。

Q．家で育児をしています。フルタイムの共働き

家庭でなければ新制度の支援を受けられない 

のですか？ 
 
Ａ．新制度はすべての子育て家庭を支援する仕

組みです。例えば、家庭での子育ての支援として、

急な用事などの際に利用できる一時預かりや、地

域で気軽に子育ての相談や親子の交流ができる

「地域子育て支援拠点」なども増やしていきます。

また、パートタイムなどの働き方の世帯でも、保育

所などでの保育が受けやすくなるよう「保育の必

要性」の認定の仕組みを導入します。 

Q．「放課後児童クラブ」の改善が図られると 

聞きましたが、どうなるのですか？ 
 

Ａ．放課後児童クラブは、新制度では、職員の資

格・員数、施設・設備、児童の集団の規模などにつ

いて新たに基準を定めることとしています。放課

後児童クラブの改善にも消費税財源を活用し、量

の拡充と質の向上を図っていきます。また、小学

校 6年生まで対象となります。 

Q．「放課後児童クラブ」にも多くの待機児童が

いますが、新制度で解消されますか？ 
 
Ａ．就学前に保育を利用していた子どもが、就学

後に引き続き放課後児童クラブを利用できるよう

にすることは重要な課題です。新制度では、放課

後児童クラブについても市町村の「事業計画」に

基づき整備を進めていくこととしています。なお、

新制度の開始（平成 27 年 4 月予定）を待たずに、

平成 26 年度からは、開所時間の延長を行う放課

後児童クラブを支援する取組みを開始していま

す。 

Q．新制度になると現在の幼稚園や保育所はな 

くなってしまうのですか？ 
 
Ａ．現在の幼稚園・保育所は、必ず認定こども園

になるわけではありません。幼稚園・保育所が、ど

のように運営していくかを決めることになってい

ます。新制度のもとで、お住まいの地域の幼稚園・

保育所がどのように運営されるかについては、お

住まいの市町村などにおたずねください。 

▲ 
「子ども・子育て支援新制度」のシンボルマーク 



               
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

※認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置づけを失うことはありません。 

 

 

 

 

 
 

 新制度に隠れた背景を考える 
 

新制度の背景として以下の 3点があげられています。 

新制度の実施主体は基礎自治体です。      

そこで 10 月 26 日千葉市の保育支援課の秋葉課長

補佐を講師にお招きして研修会を実施しました。 

秋庭課長補佐のお話から・・・ 

 

VAIC-CCI では「核家族、地域のつながりの希薄化などによ

る子育て中の孤立感・負担感」の解消策として、2011 年秋か

ら「一時預かり事業たあ～たん」を独自事業として始めてい

ます。一時預かりを希望する声はあちらこちらで聞こえてく

るものの、1 時間 1,000 円の利用料がかかるという理由で実

績数は多いとは言えません。 

「保育認定」の仕組みや「認定こども園」 

の普及に大きく焦点が当てられていて、 

「地域の子育て支援のさらなる充実」の部分 

が隠れてしまっているように思われますが、 

新制度の中に「地域の子育て支援のさらなる充実」があり、

そのひとつとして「一時預かり」があげられています。そこで、

VAIC-CCI が独自事業として展開している「一時預かり」を重

ねられるように進めていきたいと考えています。 

 
新制度への移行に先立って、国が定める

「基本指針」に即した千葉市の事業計画（平

成 27～31 年度の 5 か年計画）を策定し、地

域の実情を踏まえて、今後、どのような施

設・サービスを、どのくらい、いつまでに整

備・実施していくかを定めます。策定時期は、

平成 27 年 3 月を予定しています。事業計画

の策定に向けて、平成 25 年 10 月に、0 歳か

ら 11 歳までの子どもの保護者、無作為抽出

した約 19,000 世帯に対する「ニーズ調査」

を実施しました。この調査等によって、平成

27 年度以降、施設やサービスをどのくらい

整備・実施していく必要があるかを推計して

計画を立てます。 

幼稚園 
３歳～就学前の子どもの幼児教育 

保育所 
０歳～就学前の保育に欠ける子どもの保育

認定こども園 
就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する施設として都道府県が認定。 

地域の実情に応じて下記のような多様なタイプが認められる。 

幼保連携型 

認可幼稚園が、保育に

欠ける子どものための

保育時間を確保するな

ど、保育所的な機能を

備えるタイプ 

認可保育所が、保育に

欠ける子ども以外の

子どもも受け入れる

など、幼稚園的な機能

を備えるタイプ 

幼稚園・保育所いずれ

の認可もない地域の

教育・保育施設タイプ

 
 

認可幼稚園と認可保

育所とが連携して、一

体的な運営を行うタ

イプ 

 

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

・急速な少子化 

・核家族、地域のつながりの希薄化などによる

子育て中の孤立感・負担感 

・共働き家庭の増加、仕事と子育ての両立 

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能 

（保護者が働いている、いないに関わらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能）

地域における子育て支援を行う機能 

（すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能） 

２つの機能をプラス！ 
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人と接することが自信につながる 
 

ボランティア本人からの明確な希望によるスタートではありませんが、活動が

人の役に立っているという自信と喜びにつながると共に、施設利用者の生活の

彩りとなっています。「また来てくださいね」の一言が次のステップへ後押しし

ています。歌とネイルのふたつのボランティア活動を紹介します。  

          （ボランティアコーディネーター：冨永ゆみ） 

 

◆“Space Peer Voice Ensemble”合唱団 

精神障害者支援団体ＮＰＯ法人スペースぴあ

のメンバー十数名が、木村理事長の指揮と夫

人のキーボードに合わせて、季節の唱歌や童

謡などを風の村の施設利用者と一緒に歌いま

す。ダイナミックな指揮と歌唱指導で、思わず

身を乗り出して大きな声で歌った利用者は、

「気持ち良かった！」「すっきりした！」「楽しか

った！」と好評です。利用者の笑顔の拍手と握

手が、メンバーの笑顔とコミュニケーション力

アップにつながるようです。 

 

 

 

ストレス社会と言われる現代社会に生きる私たちにとって、ストレスをため込まないことは、

心の病も含めて体調管理をする上で大切なことです。 

人によってさまざまですが、どんな方法でストレス解消しているのか、心身共に疲れている

とき元気になるものは何か、周りの人たちに聞いてみました。 

★お友達と食べ歩く（毎月に 1 回のランチ）   ★バーゲンで欲しかったものを安く手に入れる 

★家庭菜園でとれた野菜で作ったサラダを食す    ★温めのお風呂にゆっくりと入る 

★音楽を聴きながら、お気に入りのティーカップでアールグレイをいただく 

さて、あなたにとって元気の素は何ですか？ 

◆ネイル （梶原彩さん） 

手の爪にマ二キュアを塗ったり爪をマッサージす

るネイル活動です。交通事故で高次脳機能障害を

負ったあと母親の勧めで、当時通っていた専門学校

で学んだネイルの技術を生かしたネイルのボラン

ティア活動をしています。当初母親が同席していま

したが、今では職員や VAIC-CCI スタッフがサポート

を行いながら、一人で毎回 4～5 名ほどネイルを行

いながら利用者とお話をします。年齢的にネイルへ

の抵抗がないか心配でしたが、女性はきれいな爪

が嬉しいようで順番待ちが出る 

ほど好評です。また、男性希望者 

には香りのする液を付けて爪を 

マッサージし、「オレ生まれて初め 

てだ～」「気持ちいいね～」とニコ 

ニコ顔です。 


