OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

保育所行財政と「高額保育料」問題
一高松市の例を中心に−

山 下 隆 資

Ⅰ．はじめに。ⅠⅠ．戦後保育所政策の変遷。ⅠⅠⅠ．保育所
に対する国庫負担制度と保育料決定のしくみ。ⅠⅤ．高松局

における「高額保育料」問題。

Ⅰ

現在の保育所ほ，実にさまざまな問題をかかえている。
これを，地方自治体の立場からみれば，最大の問題点は，何といっても「超
過負担」の問題である。保育所の設置と運営には，多額の費用を要するが，現
行の国庫負担制度に問題があるため，いわゆる「超過負担」の問題が生じ，こ
れが「地方財政の危枚」をもたらす一つの大きな原因となっているのである。1）
次に，保育所で働く保母の立場からみれば，長時間にわたる過重労働の問題
がある。保育労働は，それ自体，緊張と注意力を要する労働であるが，保育所
の職員数が少ないため，保母は，この保育労働以外に，事務的仕事，施設の掃
除，その他の雑務といった仕事をしなければならない。しかも，保母の定員数
が制限されているために，朝から夕方まで，過密労働の達続となり，保母の肉
体的・精神的疲労が蓄積され，彼女達の健康状態にも大きな影響が出ているの
1）現在では，このはか，いわゆる保育所児童の「定員割れ」の問題が生じており，保育所
行政に新たな問題を生み出している。この問題については，稿を改めて論じることにした
い。
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である。2）また，私立保育所で働く保母にとっては，これに加えて，低賃金といっ
た問題もある。−・般に，私立保育所の保母の賃金は，公立保育所の保母の賃金
にくらべて低く，「賃金格差是正」も，重要な問題となっているのである。
そして最後に，保育所を利用する父母の立場からは，これまでしばしば指摘
されてきたように，産休明け保育，保育時間の延長，夜間保育，障害児保育，
高すぎる保育料などといった，深刻な問題をかかえているのである。
以上で述べたような諸問題は，いずれも早急に解決を要する重要な問題ばか
りであるが，小論では，このなかで特に，「高額保育料」問題と，それに関連す
る若干の保育所行財政問題に焦点をあでて検討することにする。
現在の公立・私立の保育所の保育料は，ともに，後述するように，それぞれ
の市町村の定める「保育料徴収金基準額表」に．もとづいて徴収されているが，
それぞれの家庭の支払う保育料は，その家庭の前年度の所得税・住民税などの
課税額によって異なる。そしてその最高額は，父母の生活実態とかけ離れた高
いものとなっている。たとえば，57年度の高松市の「3歳未満児」の月額保育
料の最高額は，実に，3万9，950円となっており，子育ての時期にある若い勤
労者世帯の家計を大きく圧迫しているのである。そしてまた，この保育料は毎
年値上げされており，「保育料徴収金基準額蓑」自体にも，さまざまな問題点・
矛盾点がある。ここでは，昭和52年に．，高松市が「大幅保育料値上げ」を実施
し，その際，「保育料値上げ反対運動」のなかで，「保育料を考える市民の会」
が，市長に対する「公開質問状」で提起した問題を素材にし，「高額保育料」を
めく る諸問題と，それに関連する保育所行財政問題に焦点をあてて検討するこ
とにする。「保育料を考える市民の会」が提起した問題は，−・地方都市の市長に
対するものであるが，その中には，国の保育所行財政の根本にかかわる重要な
問題が数多く含まれているのである。
なお，「高額保育料」問題の背景には，戦後の国の保育所政策，保育所の建設
2）保育所で働く保母が，厳しい労働条件のもとで，いかに「疲労と疾病の多発」に悩んで
いるか，その保母労働の実態を生々しく報告したものとしては，宍戸健夫編『児童問題講
座回（保育問題）』第6章，及び，三上康子「従事者からみた保育所問題」（『ジュリスt・』
第572号，1974年10月）などがある。
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と運営に対する国庫負担制度の問題，そして，国の保育料決定のしくみなどと
いった問題が深くかかわっており，その点を無視しては理解しがたい。したがっ
て，小論では，まずこの点からみてゆくことにする。
ⅠⅠ

周知のとおり，就学前の児童の保育施設としては幼稚園と保育所がある。
幼稚園は，戦前，幼稚園令（大正15年）により，「家庭教育ヲ補フ」ものと
して位置づけられていた。そして戦後は，学校教育法（昭和22年）のなかに位

置づけられ，同法第77条で，「幼稚園ほ，幼児を保育し，適当な環境を与えて，
その心身の発達を助長することを目的とする」（傍点一引用者）とされている。
そして，同法第78粂で，幼稚園は，前条の目的を実現するため，「健康，安全
で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い，身体諸機能の調和的発達を図
ること」，「園内において，集団生活を経験させ，喜んでこれに参加する態度と
協同，自主的及び自律の精神の芽生えを養うこと」，「身辺の社会生活及び事象
に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと」，「言語の使い方を正しく導き，
童話，絵本等に対する興味を養うこと」，「音楽，遊戯，絵画その他の方法によ
り，創作的表現に対する興味を養うこと」という，5項目からなる目標の達成
に努力しなければならないとしている。そして同法第80条で，入園資格の年齢
を「満3才から，小学校就学の始期に達するまでの幼児とする」と定めている。
ここで戦後における，幼稚園数と在園児童数の推移を示せば第1表のとおり
である。幼稚園数は，昭和23年に，わずか1，529園であったものが，昭和55年
には，1万4，893園となり，約9い7倍に増加しているのである。在園児童数の

方は，昭和23年に，19万8，946人であったものが，昭和55年には，240万7，
113人と約12．1倍にも増加しているのである。だが近年は，児童数の減少など
が影響し，昭和53年をピークに，在園児童数は減少化する傾向にある。
これに対し，保育所の方であるが，これは戦前，社会事業法（昭和13年）に
もとづく「児童保護ヲ為ス事業」として位置づけられ，「託児所」と呼ばれてい
た。そして，それは生活保護をうけるものの援護の施設として，主として貧困
層の児童を保護することに，目的がおかれていたのである。
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第1表 幼稚園数と在園児童数の推移
幼
区 分

稚

園

（毎年5月1日）

数

在国児童．数

国 立 公 立 私 立 計 指 数 計

指 数

33
32
33

701
779
841

795 1，529 100 0 198，946 1000
976 1，787 1169 228，807 115小0
1，226 2，100 1373 224，653 112

26
27
28
29
30

32

920

1，5d3

31
32
33
34
35

35 2110 3，996 6，141 4016 651，235 3273
35 2，277 4，308 6，620 4330 663，253 333 8
35 2394 4，408 6，837 4472 673，879 3387

36
37
38
39
40

35 2650 4，674 7，359 481り3 799，085 401一7
35 2，748 4，737 7，520 491．3 855，909 4302
35 2823 4，829 7，687 502小7 935，805 4704
35 2 939 5，048 8，022 5247 1，060，968 533．3
35 3，134 5，382 8，551 5592 1，137，733 571小9

41

38
38
43
43
45

3311 5，734 9，083 5940 1，221，926 6142
3 441 6，109 9，588 627‖1 1，314，607 6608
3，582 6，396 10，021 6554 1，419，593 713．．6
3744 6，631 10，418 6814 1，551，017 779小6
3，908 6，843 10，796 7068 1，674，625 8417

48
49
50

46
46
46
47
47

4121 7，013 11，180 731，2 1，715，756 8624
4，354 7，164 11，564 7563 1，842，458 9261
4766 7，374 12，186 7970 2，129，471 1，0704
5 024 7，615 12，686 829．7 2，233，470 1，122 6
5，263 7，796 13，106 857‖2 2，292，591 1，1524

51
52
53
54
55

47
47
47
47
48

5436 8，009 13，492 8824 2，371，422 1，1920
5，576 8，232 13，855 9061 2，453，422 1，2332
5773 8，409 14，229 930．6 2，497，895 1，2555
5，951 8，629 14，627 956小6 2，486，604 1，2499
6，064 8，781 14，893 9740 2，407，113 1，2099

昭和23年度

24
25

46
47

244，423

1，893

1，627

2，499

2，573

2，812

3，501

4，496

4，599

4，471

5，426

7，030

7，207

292．4

611，609

354小9

4713

3074

643，683

459一8

3235

699，778

742，367

資料：文部省編『わが国の教育水準』（昭和56年5月）の附属資料「付40」及び「付97」より作

成。

ところが，戦後は，昭和22年12月に成立した児童福祉法のなかに位置づけ
られることとなった。つまり「すべての国民は，児童が心身ともに健やかに生

9

1229

32

35

45

6

1，111 1，731 2，874 1880 370，667 1863
1333 2，125 3，490 2282 519，750 261小2

35

44

160

32
32
32

42
43

2，455

3517

3731
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れ，且つ，育成されるよう努めなければならない」「すべての児童は，ひとしく
その生活を保障され 愛護されなければならない」という「児童福祉の理念」
のもとに，保育所は，同法第39条で，「日々保護者の委託を受けて，その乳児
又ほ幼児を保育することを目的とする」児童福祉施設として制度化されたので
ある。これによって，保育所は，低所得層の児童だけではなく，保護者の経済
的状況のいかんにかかわらず，すべての児童を「心身ともに健やかに」育成す
るための施設となったのである。3）
また，児童福祉法第2粂は，「国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，
児童を心身ともに育成する責任を負う」と定め，国及び地方自治体の責任を明
らかにするとともに，同法第35条第2項で，都道府県は，「児童福祉施設を設
置しなければならない」とし，施設の設置を義務づけている。そしてさらに，
同法は，次節で述べるように，児童福祉施設の設置と運営のための費用の負担
についても，国と地方自治体の責務を具体的に定めているのである。
このように，戦後，保育所は，「児童福祉の理念」にもとづき，広くすべての
児童の健全な成長を保障するものとして制度化されてきたのであり，保育所の
設置ほ，急速に増加することとなった（第2表参照）。そのため「保育所でほ．1949

年（昭和24年一引用者），幼稚園では1951年（昭和26年一引用者）に施設数
および児童数で戦前の最高値をしのくやに至った」4）という状況になったのであ
る。だが保育所の設置よりも，入所希望者の増加の方が大きく，保育所不足が
深刻な行政問題となってきた。

3）このように，保育所と幼稚園は，同じ就学前の児童を対象とし「保育」する保育施設で
ありながら，幼稚園は学校教育施設（文部省所管）として，保育所は児童福祉施設（厚生
省所管）として，別々の法体系のもとに位置づけられ運営されている。そのため，両者の
間で，保育時間に関する問題，自治体の財政負担の問題，保護者の経費負担の問題，幼稚
園教諭と保育所保母の資格と処遇に関する問題，両施設の地域的偏在や混同的運営など
といった，さまざまな問題が生じており，いわゆる「幼保一元化」が，早くから各方面で
論じられている。すべての児童に，ひとしく「保育」を保障するという視点からみた場合，
保育所と幼稚園の「保育」は，基本的に同じものでなければならないと考えられるのであ
り，「幼保一元化」の方向が望ましいと思われる。しかし，文部・厚生の両省は，「幼保二
元化」の方向を強く打ち出しており，「幼保一元化」の実現は困難なものとなっている。
4）宍戸健夫編『児童問題講座［弘，181べ・−ジ。
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第2表 保育所数と在韓児童数の推移
保

育

所

数

年 度
公 立 私 立 計
昭和23年度

（指数） 増加数

（指数）

1，787 100 0 287 158，904 1000
1，816 2，591 1450 804 216，887 1365
2，684 3，684 2062 1，093 236，327 148．7

24
25

775
1，000

26
27
28
29

2 171 3，466 5，637 3154 1，108 434，654 273小5
3 226 3，833 7，059 3950 1，422 566，860 3567

31
32
33
34
35

4649 4，174 8，823 4937 431 595，804 374小9
4 969 4，209 9，178 513．6 355 597，337 375小9
5，199 4，233 9，432 5278 254 592，968 373‖2
5403 4，243 9，646 5398 214 617，849 388小8
5，572 4，281 9，853 551小4 207 643，288 404‖8

36
37
38
39
40

5，801 4，276 10，077 563小9 224 663，519 417．6
6033 4，284 10，317 577．3 240 696，825 438小5

41
42
43
44
45

1469

3，060

4，529

2534

845

272，163

171…3

3 777 3，994 7，771 4349 712 571，391 359小6
4，269 4，123 8，392 4696 621 599，887 377小5

6 294 4，285 10，579 592小0 262 731，582 4604
6 557 4，301 10，858 607 6 279 766，330 482，3
6，885
7224

4，360

4，471

11，245

629．3

11，695

654，4

13，459
14，143

7532
7914

387

450

822，715

517。7

845，216

5319

7 595 4，625 12，220 683小8 525 906，969 5708
8 003 4，791 12，794 715。9 574 972，175 6118
8，424
8，772

5，035
5，371

665
684

1，060，453
1，109，888

6674
6985

46
47
48
49
50

9，170
9650
10340
10995
11，582

5，670 14，840 8304 697 1，181，392 7435
5，904 15，554 8704 714 1，280，740 8060
6，171 16，511 9240 957 1，406，780 8853
6，440 17，435 9757 924 1，504，948 9471
6，707 18，289 1，0234 854 1，605，718 1，0105

51
52
53

12056 7，072 19，128 1，0704 839 1，715，593 1，0796
12，400 7，458 19，859 1，1096 731 1，807，707 1，1389
12，752 7，890 20，642 1，1551 783 1，893，488 1，1916

資料：金園社全福祉協議会編『保育年報』（1979年），133ページをもとに作成。
（注）この表は毎年度2月1日現在のもの（ただし・53年度は・53年12月1日現在）0

しかし，国の保育政策は，国民の期待とは逆に，昭和26年を契機に，当初の
方向から大きく転換することになった。つまり，26年6月の児童福祉法第5次
改正で，国は，同法の第39粂の「保育所の目的」のなかに，「保育に欠ける」
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という言葉を入れ，「日々保護名の委託を受けて，保育に欠けるその乳児又は幼
児を保育することを目的とする」としたのである。これによって，保育所での
保育対象児童は，「保育に欠ける」児童ということになり，「−・般児童を対象と
した保育所の目的・性格を修正する法的根拠づけがなされた」5）のである。この
ように，保育所の目的・性格ほ．，「保育に欠ける」という「制限」がつけ加えら
れることによって，その後，当初の「児童福祉の理念」とほかけ離れてゆくの
である。
当時このような法改正がおこなわれた背景には，（1）保育所入所希望者の増加
に対して，施設の増設が追いつかず，対象児童を制限する必要にせまられた。
（2）そのためには，法制定当時より，あいまいな形をとってきた幼稚園と保育所
との性格を明確に区分し，幼稚園とのちがいを強調する必要があった。6）（3）地方
自治体も深刻な財政赤字におちい、つていた。（4）国も，保育所国庫負担金の増加
を抑制する必要にせまられていた，などの理由が横たわっていたものと考えら
れる。だがしかし，その後も，地域住民の保育所増設への要求はますます強ま
り，地方自治体は，その要求の声を無視することができず，保育所の設置は，
第2蓑で示されているように，27年，28年と更に増加していったのである。そ
のため地方自治体の財政赤字は，解消されるどころか，むしろ増加してゆくこ
ととなった。
このような状況のなかで，行政管理庁は，35年1月から3月にかけて，保育
所を行政監察し，その結果，「入所措置が適正でない」，「保育所運営の幼稚園化」
等を指摘することとなる。そして厚生省に対し，「入所措置を適正に実施するた
めの要保育児童の概念を明確に．し，これを全国的に統一・的な取扱いがなされる
よう」勧告したのである。26年の法改正で，児童福祉法第39粂のなかに，「保
育に欠ける」という言葉を入れたが，この「保育に欠ける」という解釈が，そ
れぞれの地方自治体によって，まちまちであったのである。

5）宍戸健夫編，前掲香，189ページ。
6）文部省も，37年5月，「幼稚園基準について」という「通達」を出した。そのなかで，
幼稚園では「一月の保育時間数は4時間が原則」であると示し，この保育時間の制限が，
それ以降，幼稚園と保育所を区分する具体的な基準とされるようになった。
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これを受けて厚生省は，36年2月，「児童福祉法に・よる保育所への入所の措置
基準について」という児童局長の「通達」を出すこととなった。その「通達」
のなかで「市町村が，児童福祉法第24条本文の規定に・より保育所への入所の措
置をとる場合においては，事前にその家庭の状況を実地につき十分調査，把握

し，その家庭構成の状況とくに保育担当者である母親の労働形態，家庭環境そ
の他の状況等を十分勘案し，入所の可否を決定すること」とし，次に示すよう
な「保育に欠ける」という全国画一・の保育所入所措置基準を示したのである。
（居宅外労働）

（1）児童の母親が日中居宅外で労働することを常態としているため，その児童の保育がで
きず，かつ，同居の親族その他の暑がその児童の保育に当たることができないと認められ
る場合
（居宅内労働）

（2）児童の母親が日中居宅内で児童とはなれて日常の家事以外の労働をすることを常態と
しているため，その児童の保育ができず，かつ，同居の親族その他の暑がその児童の保育
に当たることができないと認められる場合。ただし，父親がその業に従事しており，かつ，
そのための使用人がいる家庭を除く
（母親のいない家庭）

（3）母親の死亡，行方不明，拘禁等の理由により，母親がいない家庭であって，かつ，同居

の親族その他の暑がその児童の保育に当たることができないと認められる場合
（母親の出産等）

（4）母親が出産の前後であり，又は疾病の状態にあり，若しくは心身に障害があるため，そ
の児童の保育ができず，かつ，同居の親族その他の暑がその児童の保育に当たることがで
きないと認められる場合
（疾病の看護等）

（5）その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害ある暑があり，母親が居宅内又ほ
居宅外で常時その看護に従事しているため，その児童の保育ができず，かつ，同居の親族

その他の暑がその児童の保育に当たることができないと認められる場合
（家庭の災害）

（6）火災，風水害，地震等の災害によってその児童の居室を失ない，又は居宅を失なわない
が破損した場合において，その復旧のためその児童の保育ができない場合
（特例による場合）

（7）前各号に掲げるもののほか，それらの場合に照らして明らかにその児童の保育に欠け
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ると市町村長が認めた事例につき，都道府県知事が承認した場合

厚生省ほ，このように「保育に欠ける」児童の概念を「明確に」示すことに
より，児童の保育所への入所措置にあたっては，このいずれかの事情に該当す
る場合に限りおこなうよう指導した。そして，この36年2月の「通達」に示さ
れた「保育に欠ける」児童の入所措置基準は，現行としていまも貫かれている
のである。
続いて，38年10月には，文部省初等中等局長・厚生省児童局長連名による「幼
稚園と保育所との関係について」という「通達」を出す。そのなかで，幼稚園
は幼児に対し学校教育を施すことを目的とし，保育所は「保育に欠ける児童」
の保育をおこなうことを目的とするものであるから，「保育所に入所すべき児童
の決定にあたっては，今後いっそう厳正にこれを行なうようするとともにり 保
育所に入所している〈保育に欠ける〉以外の幼児については，将来幼稚園の普
及に応じて幼稚園に入園するよう措置すること」とし，「幼保一・元化」という多
くの地域住民の要求とほ逆に，「幼保二元化」をさらにおしすすめる方向を打ち
出したのである。
さらにその後も，厚生省は，44年12月「保育所の入所措置及び運営管理の適
正化について」，50年6月「保育所入所措置等の適正実施について」，52年12月
「保育所への入所措置：及び運営の適正実施について」といった「通達」を次々
に出し，常に「保育に欠ける」という点を強調し，36年2月に示した「措置基
準」の徹底化をほかるよう，地方自治体に強く要請してきた。
だが，ここで示されている厚生省の「保育に欠ける」という意味の保育観は，
田村和之氏が指摘するように，「保育を養苦（保護）と同じ意味に理解しようと
する保育観」であり，「異に正しく子どもの保育の権利を保障しようとする」視
点に欠けているといわざるをえない。7）っまり，厚生省のいう「保育に欠ける」
という見解は，基本的にほ，家庭内で児童を「世話する暑がいない」「めんどう
をみる者がいない」という考え方と同じであり，「もっぱら家庭内の事情に限定
して判断している」のであり，「家庭外の事情，たとえば，その家庭がどのよう

7），8）田村和之『保育所行政の法律問題』，93ページ。
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な地域的条件・環境にあるのか等は，ほとんどかえりみられていない」8）といっ
てよい。われわれは，児童福祉法のなかで述べられている「児童福祉の理念」
から考えても，「保育に欠ける」という状況を，厚生省のいうように「限定的」
に解釈するのではなく，もっと広く「子どもの成長発達を阻害する状況を〈保
育に．欠ける〉 と考える」9）べきであるという田村氏の主張に賛成である。
周知のように，昭和30年以降，高度経済成長に．ともなう経済・社会情勢の変
化によって，児童をとりまく家庭内・家庭外の生活環境は大きく変化した。核
家族化の進行，婦人の社会進出にともなう共働き世帯の増加，都市部での住宅
難と住宅の狭陰化，騒音・歓楽街地域での生活，市街地での公園や遊び場のい
ちじるしい不足，遊び友達もなく母親と子どもだけの孤立した生活，道路上に
おける児童の交通事故の多発等々で示されるように，児童をとりまく家庭内・
家庭外の生活環境は急激に変化し，児童の「健全な成長・発達を阻害する状況」
が多く生み出されているのである。そしてこのような状況を背景に，保育所に
対する需要も多様化し，保育所は，広く地域住民の生活に必須な施設として，
ますますその重要性を増しているといわなければならない。
このような社会・経済情勢の変化を反映し，中央児童福祉審議会保育対策特
別部会も，「今後における保育所のあり方」（52年12月）という「中間報告」を
発表することとなった。そしてその中で次のように述べている。「保育所が登場
してきた契機は，わが国においても，また，諸外国においても，家計を維持す
るため母親が就労すること等により生じる保育需要に対応するためであった
が，近年においては，母親の就労は家計維持のために加えて，より高い水準の
消費生活を志向するため，専門的技能を生かすため，積極的な社会活動の場を
得るため等々檀めて多様な動機に基づく」ものとなっている。また「このよう

な母親の就労をめく
る状況の変化のなかにも，幼児の教育についての意識の変
●◆＝＝＝＝＝◆◆●●●●●●●
● 化，核家族化の進行に伴う両親の育児に対する不安感の増加等が従来とは異
な、つた保育所に対する需要を生み出す要因となっており，また乳幼児の生活環
境の変化もその要因として見逃すことはできない」10）（傍点一引用者）と。この

9）田村和之，前掲書，104ページ。
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ように，社会・経済情勢の変化によって，保育所に対する需要が多様化してき
ていることを，まず認識すべきであると強調している。
そしてさらに，この「中間報告」は，多様化する保育需要に対応して，「保育
所の現実的漸進的な改善充実」を求めて次のように述べている。「保育所は，従
来家庭における保育に欠ける乳幼児の保育を行なう施設として位置づけられて

きたのであるが，乳幼児は心身発達，人格形成等の面でその基礎をつちかう重

要な時期にあり，また次代を担うものであるから母親など保護老の事情のみで
なく，乳幼児自身のためにその心身の健全な育成を群棲的に図ることを目的と
する施設として位置づけることを検討すべきであろう」11）（傍点一引用者）と。
これは，厚生省が36年2月に示した「保育に欠ける」という入所措置基準の「制
限的」解釈を一歩超える解釈を国に求めたものとして，注目すべきであると考
える。
以上で見てきたように，児童福祉法第39粂でいわれている「保育に欠ける」
という状況を，厚生省がこれまでとってきたように「制限的」に解釈すること
によって保育所を運営したのでは，もはや現在の保育所に対する多様な需要に
対応することはできないと考える。児童福祉法の中で述べられている「児童福
祉の理念」からいっても，すでに述べたように，家庭内における「保育に欠け
る」状況ばかりでなく，家庭外における児童の生活環境の悪化などといった要
因も十分考慮に入れ，広く「児童の健全な成長・発達を阻害する状況」を「嘩
育に欠ける」状況としてとらえるべきであると考えるのである。そして，そう
することによってほじめて，すべての児童は，ひとしく「心身ともに健やかに」
成長する保障が与えられることになるのである。

10）行政管理庁行政監察局編『保育所の現状と問題点山199−200ページ。
11）行政管理庁行政監察局編，同上，200ページ。
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（1）保育所の建設費と運営費

さて，保育所の設置には，多額の建設費と運営費を要する。そして，その費
用が，現在の地方自治体の財政を大きく圧迫している一つの大きな原因をなし
ているといわれている。ここでは，保育所の建設費と運営費に関する地方自治
体の，いわゆる「超過負担」の問題を中心にみてゆくことにする。
まずはじめにり 現在の保育所は，どこが設置主体・経営主体になっているの
か，その点からながめてゆく。
児童福祉法第2条は，「国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，児童
を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と定め，国及び地方自治体に，児
童福祉施設を設置すべき茸任があることを明らかにしている。
そして，同法第35条1項で，「国は，別に法律の定めるところにより，児童
福祉施設を設置するものとする」と定めている。しかし現在，法律で国に設置
を義務づけている児童福祉施設としては，教護院と精神薄弱児施設があるだけ
であり，保育所は除かれている。したがって現在，国立保育所は一つも無いの
である。
次に，同法第35粂2項で，「都道府県は，命令の定めるところにより，児童
福祉施設を設置しなければならない」と定めているが，現在「命令」で都道府
県に設置を義務づけているのは教護院のみである。したがって，都道府県の設
置する保育所ほ，第3表で示されているように，54年10月1日現在，わずか総
数27となっているにすぎない。そしてこのうち，直接経営主体となっているの
は19施設であり，残りの8施設は，その経営を各種法人などに委託しているの
である。
さらに，同法第35粂3項で，「市町村その他の者は，命令の定めるところに
より，都道府県知事の認可を得て，児童福祉施設を設置することができる」と
定めている。これにより，市町村及びその他の各種法人は任意に保育所を設置
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第3表 経営主体別，設置主体別保育所数 昭和54年相月1日現在
体

主
公

経営主体

総 数
総数

前年総数

公

20，604
数

総

稔

数

立

私

総 数 都道 府県 指定 都市 その他 の
市町村
法人

12，916 24 713 12，179 7，688 5，526 499 558 1，105

21，381 13，313 27 746 12，540 8，068 6，021 479 530 1，038
12，737

13，092

13，057

19

648

12，390

35

5

ロ

12

17

都道府県 19 19 19 18

指定都市 622 653 648

648

5 2

ロ 2

呂
級

数

7，867

8，289

256

8

98

150

8，033

6，016

478

518

1，021

私
社団・財
団・日赤

515 享99 25

9 16 474 4 469 ロ

立

9 514

そ の他

1，130

1，061

50

2

25

23

510 3

1，011

資料：厚生省小社会福祉施設調査報告，全国社会福祉協議会編『保育年報』（1980年）による。

することができるのであるが，その場合，「都道府県知事の認可」を必要とする。
そして現在，第3表に示されているように，児童福祉施設の一つである保育所
の大部分は，この市町村及びその他の各種法人によって設置され，運営されて
いる。

公立保育所の大部分が市町村立となっている最大の理由は，児童福祉法第24
条で，「市町村長は，保護者ゐ労働又は疾病等の事由により，その監護すべき乳
児，幼児又は第39条第2鄭こ規定する児童の保育に欠けるところがあると認め
られるときは，それらの児童を保育所に入所させて保育しなければならない」
と定め，市町村長に，「保育に欠ける」児童を，保育所に入所させることを義務
づけているためである。

この場合，市町村長は，「保育に欠ける」児童を，私立保育所に入所措置する
ことができる。私立保育所も，公立保育所と同様，「日々保苦者の委託を受けて，

1，010
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保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」であること

に何ら変りはない。市町村長と私立保育所（認可保育所）との関係は，市町村
長が私立保育所に対し，「保育に欠ける」児童の入所を委託し，私立保育所がこ
れを受託するという関係になっている。そして，現在の私立保育所に在籍する
児童のほとんどすべては，市町村長から入所を委託された児童である。そして
この場合，市町村長ほ私立保育所に対し「委託費」を支払うことになっており，
この「委託費」が，私立保育所運営のためのもっとも重要な財源となっている
のである。

第4蓑ほ，経営主体別の保育所施設数の推移を示したものである。この表か
らわかるとおり，昭和55年10月1日現在，全国の保育所総数は公立・私立あ
わせて，合計2万2，036である。そのうちの56・9％にあたる1万2，542は市町
村によって運営されており，39．6％にあたる8，725は各種法人などの私立に
第4表 年度・経営主体別保育所数の推移
年

都 道 指 定 その他 公 立 社 会 社 団 その他 その他

私 立

計

公立
私立

度

国

36
37
38
39
40

33 四 5，511 5，655 603 351 812 2，597 4，363 10，018
33 113 5，705 5，851 660 386 852 2，498 4，396 10，247
33 155 5935 6123 713 398 820 2470 4401 10524
30 154 6；226 6，410 827 397 795 2，393 4，412 10，822
25 176 6，570 6，771 970 424 827 2，207 4，428 11，199

41
42
43
44
45

27 96 6，942 7，065 1，090 516 830 2，115 4，551 11，616
31 198 7，216 7，445 1，327 515 798 2，073 4，713 12，158
22 224 7590 7 836 1606 586 746 1958 4，896 12，732
24 242 7，980 8，246 1，915 591 L786 1；878 5，170 13，416
23 271 8，390 8，684 2，260 604 749 1，804 5，417 14，101

46
47
48
49
50

22 299 8，821 9，142 2，603 679 666 1，716 5，664 14，806
20 402 9245 9 667 2948 680 645 1615 5888 15555
22 438 9，828 10，288 3，317 609 715 1，482 6，123 16，411
20 466 10，446 10，932 3，729 596 657 1，427 6，409 17，341
20 508 11，017 11，545 4，117 590 636 1，350 6，693 18，238

51
19 551 11，447 12，017 4，586 564 617 1，270 7，037 19，054
52 20 594 11,759 12,373 5,102 549 564 1,206 7,421 19,79494
53
19 622 12，096 12，737 5，666 515 556 1，130 7，867 20，604
54
19 653 12，420 13，092 6，203 499 526 1，061 8，289 21，381
55
19 750 12，542 13，311 6，761 480 502 982 8，725 22，036
資料：厚生省・社会福祉施設調査報告，全国社会福祉協議会漏r保育年報』（1982年）による。
軸 昭和46年までは12月31日現在，47年からは10月1日現在。
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よって運営されている。つまり，全国の保育所の96い5％は，市町村及びその他
の各種法人によって運営されていることになっているのである。
ここで香川県における経営主体別・設置主体別保育所数と児童定員数をなが
めてみると，第5表のようになっている。昭和57年4月1日現在，香川県の保
育所総数は229であり，そのうちの69．4％にあたる159は市町村による公立保
育所となっている。これに対し私立保育所数ほ70で，全体の30小6％を占めてい
る。さらに，児童定員数についてみれば，定員数合計2万3，560人となってお
り；このうち，公立保育所の定員数合計は1万6，035人で全体の68い1％を占め，
私立保育所の定員数合計は7，525人で全体の31．9％を占めている。
また，高松市における公立・私立別保育所数と，その児童定員数をみれば，
第6表のとおりとなっている。昭和55年度末現在，保育所数は，公立31，私立
24で，合計55となっている。そして，児童の定員数合計は6，540人で，このう
ち，公立保育所定員数は，3，685人で全体の56．3％を占め，私立保育所定員数
第5表 香川県経営主体別・設置主体別保育所数
昭和57年4月1日現在

私

立

施設数 定員数 施設数 定員数

施設数

設置・経営主体

計

計

社 財 宗 私
高 松
丸 亀
坂 出
普通寺

29 3，580
14 1，895
7 680
5 340

観音寺
大 川
小 豆
中 部
仲 多度

5 610
24 1，775
510
35 4，095
810
1，740

f事旦 ■＿ 上ゴ．

計

159

24

53
17
13
7
8
33
13
48
18
19

2，865 22
3 620 3

ロ
2
3
9
3

180
280
765
210

2
3
9
3

825 9
7 720 6

16，035

70

7，525

資料：香川県民塵部調査
（注）中部とは木田，香川，綾歌の3郡をさす。

3 1

62

ロ

5

2

229

6，445
2，515
1，740
520
890
2，540
720
4，920
1，530
1，740
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第6表 高橙市保育所数・児童定員数（各年度未）
保
公 立

私

育

所

数

計

立

昭和35年度

40
45
50
55

23
29
31
31

児

5

9

16
24

公

27
28
38
47
55

立

私

1，876
2，613
3，193
3，685

童

定

男

立

計

556
1，110
1，835
2，855

資料 『高松市統計年報』（各年度）。

は2，855人で全体の43．7％を占めているのである。
さて，以上でみてきたように，現在の保育所は，その大部分が市町村及びそ
の他の各種法人によって設置・運営されている。国は全く保育所を設置してい
ないのである。だがしかし，国は，市町村が保育所を設置した場合，その建設
費の叫・部を負担することが，法律で義務づけられている。すなわち，公立保育
所の場合，児童福祉法第52条及び同法施行令第15条〜第17粂で，市町村が「支
弁」した建設費用から，寄付金等の収入を控除した精算額の2分の1ないし3
分の1を，国が負担することになっている（都道府県は，同じく，3分の1な
いし4分の1を負担することになっている）。また，地方財政法第10条第8号
及び第10条の2第5号でも，国は，「児童福祉施設その他の社会福祉施設の建
設に要する経費」について，「その経費の全部又は−・部を負担する」と定めてい
る。
だがしかし，この国庫負担の条文は，実質的に空洞化されてきたといってよ
い。当初ほ「児童福祉法（第52条）の規定に近い補助がなされてきた」12）よう
だが，公立保育所新設件数が増加するにつれ，国庫負担のための予算計上総額
がそれに追いつかず，不足するようになった。そのため国は，国庫負担の対象
とする保育所の建設件数を抑制するとともに，保育所一パケ所平均の負担金額も，
減少させるという方向に転じたのである。特に昭和30年度の予算においては，
12）宍戸健夫編，前掲善，192ページ。

2，072
2，432
3，713
5，028
6，540
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国庫負担方法を，従来の方法から「定額打切り方式」に大幅に改正し，保育所
−サ所当りの国庫負担金額ほ，70万円で打切りとし，またそのう．えに，国庫負
担の対象件数も減少させたのである。そのため，30年度以降，保育所の新設件
数はいちじるしく減少することとなった（第2表参照）。
だが，高度経済成長の過程で，働く婦人が増加したことなどもあって，地域
住民の保育所設置への要求は，弱くなるどころか，ますます強くなる傾向に．あっ
た。そして40年代に入って，その傾向ほさらに強くなり，地方自治体も，その
地域住民の要求を無視することができず，国庫負担金があまりにも少なく，ま
た，国庫負担金の対象となる保育所が制限されていたにもかかわらず，保育所
を増設せざるをえなかった。そのため，地方自治体の「超過負担」ほいちじる
しく増加し，地方自治体の「財政危機」をもたらサー山つの大きな要因となった
のである。
保育所建設に対する国の負担金がいかに少額であり，また，地方自治体の「超
過負担」がいかに．多額なものであったかは，48年の摂津訴訟で，世間−・般の注
目をあびることとなった。
摂津訴訟とは，48年に，大阪府摂津市が，国を相手どって，保育所建設にか
かる「超過負担」の支払を求めて，行政訴訟をおこしたものである。摂津市の
主張によれば，昭和44年から46年にかけて市内に四ケ所の保育所を建設し，
その建設費用として合計8，765万5，000円を支出した。ところが国ほ，ニケ所
の保育所についてのみ国庫負担対象とし，計250万円を国庫負担したにすぎな
い。国は本来，児童福祉法第52粂によって，保育所の建設のために市町村が支
出した経費の2分の1を負担する義務がある。したがってこの場合，8，765万5，

000円の2分の1，つまり4，382万7，500円負担する義務があるのに，わずか
250万円を負担したにすぎず，その差額分4，132万7，500円は市の「超過負担」
となっている。そこで市は，市の「超過負担」となっている差額分に，負担対
象からはずされていた保育所の門や外櫛などの付帯工事費も含め，計4，386万

4，955円を支払うよう国に求めたのである。13）
13）遠藤晃「福祉財源の負担をめぐる争点」（『ジュリスト』第572号，1974年10月）47−48
ページ
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このように，地方自治体の保育所建設をめく る「超過負担」が深刻化するな
かで，国は48年度から，従来の「定額打切り方式」を「単価積上げ方式」に改
め，厚生大臣の定める建築基準面積や基準単価等にもとづいて，国庫負担金額
を算定することにした。これによって，従来の「定額打切り方式」におけるよ
りは幾分改善されることになった。だがしかし，厚生大臣の定める児童1人当
りの建築基準面横や基準建築単価が低く抑えられており，また，当然国庫負担
対象となるべき附属設備（たとえば，保育所建設の際の門や外軌 あるいは保
育に欠かせない机や椅子，食器，運動器具など）が，国庫負担の対象からはず
されていることもあって，地方自治体は，相変らず多棟の「超過負担」を強い
られているのが実情であった。

たとえばここで高松市の例を−・つあげよう。
高松市は，昭和49年に，城東保育所（鉄筋コンクリート2階建て，建物延面
積1，184い9m2）を建設した。その総事業費は，国庫負担対象外の設備費も含め，
総額1億3，677万円であった。このうち国庫負担金は，わずか3，785万円であ
り，総事業費の27い7％を占めるにすぎない。このように，改善されたとはいえ，
国の基準ほ，m2当りの建築単価，児童1人当りの建築面積などを低く抑え，ま
た，本来必要なものを，国庫負担の対象からはずすなどしているため，実際の
建築費との間に大きな差が生じ，それが地方自治体の「超過負担」となってい
るのである。地方自治体の「超過負担」を解消するためには，少なくとも国が，
児童福祉法第52条にもとづき，実際に要した保育所建設費用の精算額の2分の
1を負担する必要があると思われる。

次に，保育所の運営費についでながめてみよう。
行政当局は，保育所の運営費を，一腰に「措置費」と呼んでいる。この「措
置費」は，市町村長が児童福祉法第24粂本文の規定による保育所への入所の措
置をとった場合における同法第50粂第6号又は第51粂第1号に規定するその
児童の「入所後の保護につき第45粂の最低基準を維持するために要する費用」

として性格づけられている。そしてこの「措置費」は，市町村長が「保育に欠
ける」児童を入所措置した公・私立の保育所に対し「支弁」することになって
いる（同法第51条）。
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国の定める「措置費」には，（1）事業費（これは，措置児童の給食に要する材
料費，保育に直接必要な保育材料費，炊具食器費，光熱水道費，措置児童の冬
期の採暖費等をいう）。（2）人件費（これほ，措置児童の保育に必要なその保育
所の長，保母，調理員その他の職員の人件費をいう）。（3）管理費（これは，保
育所の管理のために必要な経費をいう），という3つの項目が内容として含まれ
ている。

そして，児童福祉法は，市町村長が「支弁」した「措置費」の総額から，寄
付金や父母からの保育料徴収総額を控除した残額を，精算額として，その10分
の8を国が負担し（同法第53粂），10分の1を都道府県が負担することを定め
ている（同法第55粂）。14）したがって，法では，精算額の残りの10分の1だけ
を，市町村が負担することが義務づけられていることになっている。
だがしかし，ここで注意を要することは，国が負担金を精算する場合の基準

●●●◆…＝◆……●◆●●●●●

＝………＝＝＝＝◆

となる「措置費」とは，市町村が実際に支出した保育所運営費を意味するので
はなく，あくまでも，国の定めた基準にもとづいて計算した保育所の運営費で

ある。そしてこの「措置費」は，実際に保育所を運営するに必要な費用よりも，
一・般に低くおさえられている。（同様に，国が負担金を精算する場合の基準とな
る保育料徴収額も，後述するように，国の定めた「徴収金基準額表」にもとづ
いて算定したものであり，実際に市町村が父母から徴収した保育料徴収額を意
14）この「措置費」国庫負担制度も，これまで，歴史的変遷をとげてきた。現行の「措置費」
国庫負担制度は，23年4月の児童福祉法の施行とともに発足した。しかし，シャープ勧告
にもとづく地方財政平衡交付金制度の実施にともない，保育所「措置費」も，25年度から
この平衡交付金制度に編入され，その費用の運用は，地方自治体にまかされることとなっ
た。ところが「平衡交付金制度の下では，措置費の算定が年度当初の要保諺児童数にもと
づいてなされ，年度途中で増加した要保護児童の経費については自治体で負担しなけれ
ばならないというシステムであった」（宍戸編，前掲書，199ページ）ということと，また，
地方自治体も，財政支出を抑制しようとしたため，さまざまな幣害を生み出すこととなっ
た。たとえば「国が児童の最低保障費として，その費目や金額を地方に示しても都道府県
や市町村から施設に対して実際に支払われる額がこの基準を下廻り，あるいは施設への
毎月の支払いが遅延したり，あるいは支払われず，あるいは措置児を私的契約児に切り換
えたり，富裕児童のみを入所させる債向など，行財政の両面にわたり厚薄を生み，こうし
た傾向は，とくに財政力の軌、地方に顕著であった」（厚生省編『児童保護措置費手吼
昭和57年版，58〜59ページ）というような事態が生じたのである。そのため，28年度か
ら再び「措置費」は，国庫負担制度に復活することになったのである。
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味するのではない）。
このようにり 国の定める「措置費」は，あくまでも，国及び都道府県が負担
金を精算する場合の基準を示すにすぎず，市町村が保育所を運営するにあたっ
て実際に必要とする経費を意味するのでほない。 地域や保母の年齢構成など
によって，当然，保育所運営に必要な経費が異なるし，国の「措置費」が低く
抑えられているため，多くの市町村では，国の示す「措置費」以外に，保育所
運営のために多額の経費を支出している。他方，負担金精算のために定められ
た保育料「徴収金基準額」も，次節で検討するように，父母の負担能力を無視
した高額のものとなっており，多くの市町村では，国の基準以下の保育料を徴
収せざるをえず（国の基準をそのまま適用している市町村もあるが），その差額
分が，市町村の「超過負担」となっている。このように，国ほ，−・方では「措
置費」を低く抑え，他方では保育料「徴収金基準額」を高くすることによって，
国庫負担金を抑制する政策をとっており，そのため地方自治体の「超過負担」
が必然的に増加することになっているのである。
ここで，一例として，高松市に．おける保育所運営費の「超過負担」の状況を
ながめてみよう。第7表は，49年度から56年度にかけての，高松葡の保育所の
運営費，国の措置費，国及び県の負担金，保育料徴収額等を示したものである。
56年度についてみると，国が，国庫負担金の精算基準として定めた「措置費」
総額は約20億7，125万円で，「保育料徴収金総額」は約9億2，864万円となっ
ている。そして，これを基準にして算定した国の負担金総額は約9億1，410万
円，県の負担金総額は約1億1，426万円で，「国及び県の負担金」合計額は，約

10億2，836万円となっている。これに対し，市が保育所運営のために実際に要
した「経常経費」は，約24億1，糾6万円で，父母から徴収した「保育料徴収金
総額」は約7億9，171万円となっている。したがって，保育所運営のための市
の「実支出額」は，「市の経常経費」から，「国及び県の負担金」と父母からの
「保育料徴収金絶額」及び寄付金等を差引いた額で，約5億9，799万円となっ
ている。このうち，市の「義務的負担金」（これは，国庫負担金の精算基準によっ
て算定した，県の負担金と同額）は，約1億1，426万円であるから，結局，市
の「実支出額」から，市の「義務的負担金」を差引いた額，約4億8，373万円
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が，保育所運営のための市の「超過負担」となっているのである。
このように，保育所の建設の場合と同様，保育所の運営においても，地方自
治体の「超過負担」ほかなり大きく，これが地方自治体の「財政危機」をもた
らしている大きな要田の一つとなっているのである。15）

第7表 高松市における保育所運営費・保育料徴収額等の推移
（単位：千円）

50

述

54

52

55

946，636 1．293，723 1，278920 1，531．843 1．655，010 1，870，057 2，022，169 2′071，252

呂
費

に

保 育 料
徴 収 金 稔 額
⑦国及び県の負担金

432r042 610，054 733，032 868：504 924，194 1，024，823 1，049∩530 1028，357

⑧市の肇務的負拍金

⑨市の（芸鳥竺讃

48，005

67／784

81448

96．500

102，6S8

113，869

116，614

301．122 370，613 369′486 145，530 462，037 444，663 523934 597，989

⑳市の讐濃易）拍箸貞

253．117 302，829 2鎚038 49，030 359．349 330794 407，320 483．727

資料：各年度「決算杏」による。

15）大阪府下の市町村（大阪市を除く）の，保育所の建設費と運営費に関する負担の実態を
明らかにしたものとして，尾崎晋「地方財政の危機と保育所」（『保育年報』，1977年）が
ある。それによると，大阪府下の市町村の，昭和50年度の保育所建設にかかる総事業費
は35億5，000万円で，これに対する国庫負担金額は15億2，000万円となっている。した
がって，その差額20億3，000万円が，市町村の負担となっている。又，保育所運営費に
ついてみると，大阪府下市町村の，50年度実支出額ほ261億6，700万円であるが，国の支
弁額は117億8，300万円で，その差額143億8，400万円が，市町村の負担となっており，
これが「地方財政危機」をもたらしていると述べている。

114，262
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（2）保育料決定のしくみとその徴収
保育料の徴収については，児童福祉法第56粂第1項で，「市町村長は，第51
粂第1号に規定する費用（保育所の入所に要する費用及び入所後の保護につき，
同法第45条の最低基準を維持するために要する費用一引用者）」を，「本人又は
その扶養義務者から徴収しなければならない」と定めている。続いて，同条第
2項で，「前項に規定する費用の徴収にあたり， …‥本人及びその扶養者がその
費用の全部又は−・部を負担することができないと認めるときは，当該費用ほ，
……国，都道府県又は市町村が代って負担しなければならない」と定めている。
そして，この第56条第1項が受益者負担の原則を定めたものであり，第2項が
応能負担の原則を定めたものであると一・般にいわれている。18）
さて，保育料の徴収ほ．，昭和28年度までは，市町村長が，それぞれの「徴収
金基準」を定め，それに．もとづいておこな、つていた。そのため，各地の「徴収
金基準」は異なり，また，措置費総額に占める保育料徴収金総額の比率も低く，
国庫負担金が増加することとなった。この増加する国庫負担金を抑制するため，
そして全国的に保育料徴収の公平を図るため，国は，29年度から，全国的に統
一Lした「保育料徴収金基準」を定めることとなった。この「保育料徴収金基準」
は，生活保護法による級地（1級地甲から5級地まで）ごとに，児童の扶養義
務者の収入を認定し，その収入状況に応じて負担能力を定め，それぞれの世帯
の保育料を決定するというものであった。その際，国は，特に児童の扶養義務
者の収入を厳しく認定するよう地方自治体を指導し，次のような，収入認定の
基本原則を示した。
（1）収入の認定は，費用の徴収義務老が，児童の扶養義務者の申告に基づき，実地調査によ
りこれを行い，且つ必ず社会福祉主事又は児童委員の意見を聞くこと。
（2）収入の認定に当っては，当該世帯の動産，不動産等の資産の状況，世帯員の職業，技能，
稼動能力等の状況，扶養義務者又は縁故等からの援助等を参考として，その世帯における
現物収入，金銭収入等のすべてについて綿密な調査を行うこと。この場合所得税課税額等
をも参考とすること。
（3）収入の認定は月額による。この場合，収入が定期的である世帯については，前3ケ月間
16）川崎宏「保育料問題をめぐって」（『保育年報』1978年）82〜83べ、−ジ。
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程度における平均収入月額によることを原則とし，農業その他季節的に収入に多寡のあ
る世帯については，年間の収入の実情につき調査し，平均収入月額を認定すること。
（4）収入の認定は，児童を保育所に入所せしめるときは，必ず実施し，更に入所後において

も，年4回以上収入の認定をねうこと。
このように，国は，収入認定の基本原則を示し，児童扶養義務者の資産や収
入状況を詳しく調査することによって，厳しく収入認定をおこない，保育料徴
収の徹底化をはかるよう，市町村を指導したのである。
だが，この資産調査などによる「収入認定方式」は，厚生省自身が認めてい
るように，極めて「複雑多岐」であり，専門職員のいない市町村では運用上多
くの問題を生じた。そのため，国は，33年度から，「保育単価」制度を導入する
とともに，それまでの「収入認定方式」を廃止し，新たに課税階層区分によっ
て，児童扶養義務老の負担儲力を定め，それにもとづいて保育料徴収金基準額
を設定したのである。

つまり，国は，措置児童1人当りの「措置贋」の月額単位を算出し，これを
「保育単価」と呼び，他方，「措置児童の属する世帯」を，所得税・住民税など
によって課税階層区分し，その課税額に応じて，この「保育単価」の全部ない
し劇部を，児童の扶養義務者から保育料として徴収するという方法に変更した
のである。これが現在まで続いている，いわゆる「税制転用方式」である。
さて，国の算定する現行の「保育単価」は，次のような内容の経費からなり
たっている。
（1）人 件 費

この経費は，措置児童の保育に必要な保育所の所長，主任保母，保母，調理
員その他の職員の人件費で，（1）本俸，（2）特殊業務手当，（3）扶養手当，（4）調整手
当，（5）期末勤勉手当，（6）管理職手当，（7）超過勤務手当，（8）社会保険料事業主負
担金，（9）通勤手当，（10）住居手当，ql）嘱託医手当，（1カ被服手当，（1劫非常勤保母賃
金，（14）非常勤調理長賃金，（用事務職員雇上費，㈹年休代替職員費，などからな
る。

なお，保母の定数は，「3歳未満児」6人につき1人，「3歳児」20人につき
1人，「4歳児以上」30人につき1人となっている。ただし，定員90人以下の
施設においては，この数のはか1人が加算される。
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（2）管 理費
これほ，保育所の管理に必要な経費で，（1）旅費，（2）庁費，（3）修理費，（4）保健
衛生費，（5）職員研修費，（6）特別管理費，（7）職員健康管理費，（8）業務省力化等勤
務条件改善費，などからなる。
（3）一・般生活費

この経費ほ，措置児童の給食に要する材料費（「3歳未満児」については主食
及び副食給食費，その他の児童についてほ副食給食費）及び保育に直接必要な
経費で，保育材料費，炊具食券費，光熱水道費などである。
（4）児童用採暖費

この経費は，措置児童に対する冬期の採暖に要する経費である。
国は，基本的にほ，上記のような経費内容からなる「保育単価」を算定する
のであるが，具体的にほ，さらに，（1）地域差を人事院規則の調整手当の支給地
域区分にあわせて，「特甲地域」，「甲地域」，「乙地域」，「丙地域」の4つに区分
し，（2）保育所の定員規模別に6区分し，（3）所長がおかれているかどうかによっ
て，「設置」，「未設置」に区分し，（4）年齢別に「3歳未満児」，「3歳児」及び「4
歳児以上」の3区分し（ここで「3歳未満児」とは，入所の措置がとられた月
の初日において3歳に達していない児童をいい，その児童が，その年度の途中
で3歳に達した場合においても，その年庭中は「3歳未満児」として取扱われ
るのである。たとえば，市町村は，大多数の児童に対し，毎年4月1日に入所
の措置をとるが，たとえその措置児童が4月3日に3歳の誕生日を迎えても，
その児童は，その年度中は「3歳未満児」として取扱われるのである。同様に，
「3歳児」の場合も，入所の措置がとられた日の属する月の初日において4歳
に達していない児童をいい，その児童が，たとえその年度の途中で4歳に達し
ても，その年庭中ほ「3歳児」として取扱われる。），そしてさらに，（5）民間保
育所について，民間施設給与等改善費，（6）寒冷地手当の支給地域に所在する保
育所については寒冷地加算，（7）北海道に所在する保育所については事務用採暖
費，（8）豪雪地帯対策特別措置法第2粂第2項に所在する民間保育所については
除雪費を加算する，などして，毎年，個々の保育所に実際に適用する「保育単
価」を決定しているのである。
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第8表は，57年度における「丙地域」の，国の定めた「保育単価表」である。
高松市は，この「丙地域」に入るが，この「丙地域」の「3歳未満児」の「基
本分保育単価」の最高額は，月額60，070円という高いものになっている。また，
同年度の「保育単価」の一・番高い「特甲地域」（東京都，神奈川県，愛知県，京
都府，大阪府及び兵庫県）の「3歳未満児」の最高月額は，64，480円となって
いる。

そして国ほ，一方で，前記のような「保育単価」を毎年定めると同時に，他
方で，保育料の徴収に閲し，第9表で示されるような，課税対象階層区分によ
る「保育所徴収金基準額表」を定めている。この第9表で示されているように，
児童の扶養義務者は，その前年度の所得税，市町村民税，あるいは固定資産税

などの課税額によって，A階層，B階層，C階層，D階層という階層に区分さ
れているのである。
ここでA階層とは，その児童の属する世帯が，各月初日現在において生活保
護法による被保護世帯である場合をいい，B階層とは，A階層を除いて−，前年
度分の市町村民税が課税されていない世帯をいうのである。そしてC階層とは，
A階層とD階層を除き，前年度分の市町村民税の課税世帯をさし，課税額によっ

てCl階層−C3階層に区分される。最後に，D階層とは，A階層とB階層を除い

て，前年度分の所得税が課税されている世帯をさし，その課税額によってDl階
層〜D12階層に区分されている。なお，「附加基準」に示されているように，固
定資産税の多額納付者は，1ランク上位の階層が適用されることになっている。
そして国は，児童の扶養義務者を，このように，前年度の課税額によって階
層区分し，負担能力のある暑からは「保育単価」全額を保育料として徴収し，
負担能力のない暑からは，その能力に応じて「保育単価」の一・部を保育料とし
て徴収するか，あるいは全く徴収しないという方法をとっているのである。い
うまでもなく，ここで「保育単価」をすべて保育料として徴収されている世帯
は，国及び県の負担金対象外の世帯ということになる。
なお，ここで重安なことほ，毎年国が定めるこの「徴収金基準額表」は，厚

17）厚生省編『児童保護措置費手帳』（昭和57年版），48ページ及び51ページ。
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生省自身が述べているように，「国と地方公共団体との間における国庫負担金を
交付するにあたっての算定基準」17〉にすぎないということである。実際の保育
料の徴収にあたってほ，市町村が独白の「徴収金基準額表」を定めるなどして，
保育料を独自の方法で徴収してもかまわないことに．なっている。国の定めた「徴
収金基準額表」ほ，決して，市町村を法的に拘束する性質のものではない。
だが，実際上の問題として，国は，市町村が，国の定めた「徴収金基準額表」
に．もとづいて保育料を徴収したものとみなして，国及び都道府県の負担金を算
定するため，国の「徴収金基準額表」にもとづいて計算した保育料徴収金総額
と，市町村が独自に定めた「保育料徴収金基準額表」にもとづいて徴収した実
際の保育料徴収総額との差額分ほ，市町村が負担せざるをえなくなっている。
そのため，市町村では，国の定める「徴収金基準額衰」をそのまま適用したり，
あるいほ，それを少し程度手直しをして保育料を徴収し，できるだけ自治体の
負担を少なくしようとする。これが「高額保育料」を生み出す最大の原因となっ
て−おり，次節で述べる高松市の保育料値上げ反対運動も，市が急激に，国の「徴
収金基準額表」に近づけようとしたため生じたものである。
第10表は，高松市の57年虔の「保育料徴収金基準額表」を示したものであ
る。国の負担金交付の算定基準となっている第9表「徴収金基準額表」とくら
べてみると，若干低くなっているものの，しかし，父母の生活実態からみれば，
非常に高いものとなっている。
ここで，過去49年度から56年度にかけての，高松市の実際の保育料徴収額
と，国が負担金交付の算定基準としている「徴収金基準額表」にもとづいて算
定した保育料徴収額とを比較してみることにす−る。第7表（⑥）で示されてい
るように，国の基準による保育料徴収総額に対する，市が実際に父母から徴収
した保育料徴収総額の比率は，49年度72い3％，50年度77小6％となっており，
それが51年虔には83い4％へと引き上げられている。そしてさらに，52年度に
は「大幅保育料値上げ」がおこなわれ，市民の聞から激しい「値上げ反対運動」
が生じ，年度途中で，市は部分的に「修正」したものの，それでも，実に，国
の基準の90い4％にまで引き上げられているのである。そしてその後も，若干値
上げは抑制されているものの，国の基準に対する市の保育料徴収額の比率は，

ノタ鉛
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第8表 昭和57年度国の保育単価表（丙地域）

その保 その保育 その保育所の長 その月初日 基本分保 民間施設給与等改善
育所の 所のその がその月初日に
費加算額（第2欄）
所在す 月初日の おいて設置又は
105％ 85％ 45％
き几尊（欠
区分
置
45人

まで

丙

60人

3歳未満児 53，200 4，850 3，930 2，070
3 歳 児 27，500 2，390 1，930 1，020
4歳以＿上児 24，150 2，040 1，650 870

未 設 置

46人 設
から

置

置

未 設 置

地
91人 設
から

置

域

未 設 置

121人 設
から
150人

まで

置

151人

以上

未 設 置

3歳未満児 47，700 4，280 3，470 1，830
3 歳 児 22，000 1，820 1，470 780
4歳以上児 18，650 1，470 1，190 630

3歳未満児 46，270 4，130 3，340 1，760
3 歳 児 20，570 1，670 1，340 710
4歳以」二児 17，220 1，320 1，060 560
3歳未満児 44，210
3 歳 児 18，510
4歳以上児 15，160

未 設 置

…設

4，670 3，780 1，990
2，210 1，780 940
1，860 1，500 790

3歳未満児 45，120 4，010 3，250 1，710
3 歳 児 19，420 1，550 1，250 660
4歳以＿上児 16，070 1，200 970 510

120人

まで

3歳未満児 51，430
3 歳 児 25，730
4歳以上児 22，380

3歳末溝児 47，990 4，310 3，490 1，840
3 歳 児 22，290 1，850 1，490 790
4歳以上児 18，940 1，500 1，210 640

90人

まで

3歳未満児 56，380 5，190 4，200 2，220
3 歳 児 30，680 2，730 2，200 1，170
4歳以」ニ児 27，330 2，380 1，920 1，020
3歳未満児 51，230 4，650 3／770 1，980
3 歳 児 25，530 2，190 1，770 930
4歳以」ニ児 22，180 1，840 1，490 780

未 設 置

61人 設
から

3歳未満児 60，070 5，570 4，520 2，380
3 歳 児 34，370 3，110 2，520 1，330
4歳以＿上児 31，020 2，760 2，240 1，180

置

3，910 3，170 1，670
1，450 1，170 620
1，100 890 470

3歳未満児 45 780 4，070 3，300 1／740
3 歳 児 20080 1，610 1，300 690

4歳以上児 16，730 1，260 1，020 540

3歳未満児 44，070 3，890 3，160 1，660
3 歳 児 18 3、70 1，430 1，160 610

4歳以上児 15，020 1，080 880 460

（注）「保育単価表」は，「特甲地域」，「甲地域」，「乙地域」，「丙地域」の4つの地域に区分
されているが，これは「丙地域」のものである。高松市はこの「丙地域」にはいる。
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第9表 昭和57年度国の保育所徴収金基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分
階層

義

疋

区分

徴収金基準額（月額）

3歳未満児
の場合

A 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

0円

0円

B A階層を除き前年度分の市町村民税非課税せ帯

0

0

Cl

A階層及びD階層を 均等割の額のみ

6，850

4，650

村民税の課税世帯で

あってその市町村民

7，500

5，300

8，550

6，350

9，350

7，150

除き前年分の所得税

11，000

8，800

課税世帯であってそ
の所得税の額の区分

13，150

11，000

税の額の区分が次の

区分に該当する世帯

Dl A階層及びB階層を

が次の区分に該当す

D4

る世帯

30，000円以上60，000円未満

保育単価（ただ
し，その額が，

17，800

15，650円をこえ
るときは15，650
円とする）

D5

60，000円以上90，000円未満

保育単価（ただ
し，その碩が，

23，500

21，350円をこえ
るときは21，350
円とする）

保育単価（ただ

D6

90，000円以上120，000円未満

し，その筋が，

29，550

27，400円をこえ
るときは27，400
円とする）

D7

120，000円以上150，000円未満

36，950

保育単価（ただ
し，その碩が，

33，300円をこえ
円とする）

るときは3 ，30

保育単価（ただ

D8

150，000円以上180，000円未満 41，700

38，850円をこえ

し，その額が，

るときは38，850
円とする）
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保育単価（ただ
し，その扱が，

180，000円以上210，000円未満 45，650円をこえ

D9

るときは45，650
円とする）

保育単価（たた
し，その族が，

210，000円以上240，000円未満 49，400円をこえ

DlO

保育単価

るときは49，400

円とする）

240，000円以上270，000円未満 51，700円をこえ

Dlユ

保育単価（ただ
し，その筋が，
るときは51，700
円とする）

270，000円以上

Dユ2

附 加 基 準

保 育 単 価

Cl階層に属し，前年度分の固定資産税課税額が4，000円以上
である世帯は，C2階層と認定する
C2階層に属し，前年度分の固定資産税課税額が6，000円以上
である世帯は，C3階層と認定する
C3階層に属し，前年度分の固定資産税課税額が8，0 0円以上
である世帯ほ，Dl階層と認定する

Dl階層に属し，前年度分の固定資産税課税感が10，000円以上

である世帯は，D2階層と認定する
（注）1 この表の「保育単価」とは，3歳未満児，3歳児又は4歳以上児の保育単価から民
間施設給与等改善費加界額及び除雪費を控除した額をいう。したがって，保育単価
表の基本分保育増価に（1）児童用探鳴響加算のほか，（2）寒冷地加算及び（3）事務用採暖
響の加弟が行われている場合においては，それらの単価を加算した績が「保育単価」
となる。

（注）2 同一せ背から2人以上の児童が措置されている場合は，Cl−D4階層に属する世
帯では，まず年令の高い児童1人は徴収金基準額が適用され，それ以外の児童は徴
収金基準額の半額となる。D5−D9屑に属するせ帯では，まず年令の低い児童1人
は徴収金基準額が適用され，それ以外の児童は徴収金基準額の半韻となる。
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第10表 昭和57年度高橙市保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍槽諾児亜の属する世帯の階層区分

徴収金基準統（月額）

義

定

固定資産磯研による 附 加 基 準

階層 区分 3歳未満 児の場合 3歳以上児の場合

生活保磯法lこよる被保線世常（即給世帯を含む）
A階層を除き前年度分の市町村民禎非諜報世常

前年度分の 固定資産棚 認定する 階 層

円

A

B

0

0

0

前年度分の市町村民魂のうちの均等剤 G 6050
A階層及び

円

0

（3020）

4，150
（2070）

4，0 0円以 G階層とす

上の場合 る

4700 6，000円以 G階J留とす

（2，350）

B階層を除

漑世帯

上の場合 る

5′650 8．000円以 Dl階J宵とす

課税額が5000円以上である世帯

（2，∂20）

前年分の所得税課税額が3000円 玖 8300

未満である世帯

（4，150）

前年分の所得顔課税研が3，000円 拠 9 750
以上15000円未満である世帯

上の場合 る

6350 10．000円以 m階層とす

（4，870）

（3170）

上の場合 る

7800

（3，900）

前年分の所得顔課税執が15，000円 払 11650
以上30．000円未満である世帯

（5820）

前年分の所得税課税統が30，000円 m 15，L750
以上60000円未満である世帯

（7．870）

前年分の所得税課税額が60，000円

20800

以上90，000円未満である世帯 払 （10，400）
A階層及び

き前年分の
所得顔決税

の，
のが．

26．150

払
DT

33100

前年分の所得税殊税額が150，000

円以上180′000円未満である世帯 払 （19，520）
前年分の所得税課税銃が180、000
円以上210000円未満であるせ常 払

17．細0 14．850

39，050

39，950
（19970）

前年分の所得税課税額が210，000

円以上240．000円未満である世儒 no

前年分の所御税課税額が240．000

39950 17，800 14′850

前年分の所得税課税額が270000 円である Dl℡

以上世帯

（注）1 この裏の階層区分Gからm階層までの保育料の欄の（）内の数値は同一世帯から2人以上の児蕊が入
所している場合における半鮫保育料を適用する児盤の保育料です。
この場合保育料の適用はGからn階層に属する世辞にあって軋 まず年令の高い児意1人は一般分保
管料を通用しその他の児亜にあっては半額保育料を通用する。Ⅰ丸から払階J馴こ属する世帯にあっては．
まず年令の低い児亜1人は一般分保育料虻適用し√ その他の児亜にあっては√ 半額保育料を適用する。
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毎年85い0％〜87 9％という高い水準に維持されているのである。このため，特
に，「高額保育料」を徴収されている若い勤労者世帯では，住宅ローンなどの支
払も加わり，「家計」は深刻な状況におちいっているのである。
そこで次節でほ，まず，52年度におこなわれた高松市の「大幅保育料値上げ」
とは，−り体どのような内容のものであったのか，そしてまた，市民の「値上げ
反対運動」は，どのように展開されたのか，その経過を簡単に述べることにす
る。そして続いて，値上げ反対運動の中心となった「保育料を考える市民の会」
が，市長に対して提出した「公開質問状」と，それに対する市長の「回答」を
素材にし，現在の「高額保育料」のかかえている諸問題を検討することにする。
「保育料を考える市民の会」が提起した問題は，一」地方部市の市長に対してな
されたものであるが，その中には，現在の国のかかえる保育所行財政問題の根
本にふれる重要な問題が数多く含まれており，検討するに十分催するものと考
えられるのである。
ⅠⅤ

（1）昭和52年度高松市の「保育料大幅値上げ」と，その「値上げ反対運動」

昭和52年4月1日，高松市は，昭和52年度高松市の保育料を告示した。新
聞などの報道によると，「平均で月1，883円，14．5％のアップである」というこ
とであった。
子どもを保育所にあずける多くの父母は，高松市の「3歳未満児」の保育料

最高月額が，50年度1万1，000円，51年度1万7，650円であったことから（第
11表参照），そして又，52年度は前年度にくらべ「平均14小5％アップ」という
報道から判断して，最高月額は恐らく，2万1，000円〜2万2，000円ぐらいま
で引き上げられるものと予想していたのである。
ところが，それから約1週間後，保育所に子ぜもをあずけるそれぞれの家庭
に届いた高松市福祉事務所長からの「入所決定通知書」を見て，多くの父母は
びっくりしたのである。その「通知書」の「保育料」欄には，「平均で月1，883
円，14．5％アップ」という発表からは，およそ想像もできないような，高い金

ー∴：姶J−
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額が記入されていたのである。第12表は「51年度高松市保育料徴収金基準額
表」であり，第13表ほ52年度の高松市の「保育料徴収金基準額表」である。
そして，第14表は，それぞれの階層における保育料の値上げ額と値上げ率をわ
かりやすく表にまとめたものである。

さて，第14蓑からわかるとおり，52年度の保育料の借上げ吼 51年度にD5
層に属していた世帯に極端にしわよせされているのである。51年度にD5層に
属していた世帯は，52年度は，それぞれの世帯の所得税額の増加に応じて，D6
層，D7層，D8層に上昇・分解してゆくのであるが，特にD7層に属する世帯は，

「3歳末滞児」の保育料が，前年度の月額1万7，650円から月額3万1，700円
に値上げされ，金額にして1万4，050円，率にして79．6％の大幅値上げとなっ
ている。そしてさらに，D8層に属する世帯では，保育所の定員規模によって差

異があるが，前年度の月額1万7，650円から，月額3万3，830円〜月額4万4，
850円に値上げされており，金額にして1万6，180円〜2万7，200円，率にして
91．6％−154．1％と驚くはど値上げされているのである。参考までに述べておけ
ば，52年度の春闘での，主要企業の平均の賃上げ額と賃上げ率は1万2，536円
（8．．8％）であり，中小企業のそれは1万609円（9．4％）であり，三公社五現
業のそれは1万224円（6り8％），国家公務員のそれは1万2，005円（6‖9％）で
あった（第15表参照）。いうまでもなく，保育所に子どもをあずけている世帯
は，父母ともに年齢が若い。したがって，春闘での平均賃上げ額よりもー・般に
第11表 保育料最高額
の推移（高松市）

金額3歳未満児年度 50 1 7，650 24，850 ※（35，0）
（月 額）

昭和49年度

6，900
11，000

（注）52年度は，年度の途中
で，35，050円に減績さ
れた。

円
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第12表 昭和51年度高校市保育料徴収金基準額表
山 般 分 イ呆 育 料
3オ未満
3オ以上
F
ぶ
乙

閲定資産税勧による附加基準

前年度分の
資産

（月 客貞）

円

円

A 生活保護法による被保瀾世帯
0

0

0

0

（嘩給世帯を含む）

B A階層を除j前年度分の市町
村民税非課現世滞
前年度分の市町村

2．050

民税のうちの均等 測のみの課税世帯

Cl
A階層お
G

3，000

よびB階 層を除き

前年分の
円未満である世帯
戸斤待機非
∴‖：せヒ

0

C3

円以上である世帯

， （2，020）

前年分の所得梢課 4＝900

10000円以上 D2階層

G

8′000円以上 Dll；皆層
4r400

旗扱が3000円末

満である世帯
前年分の所得税課 6900
税紋が3iOOO円以

D2

（3，450）

6，700
（3．350）

A階層お
よびB潤 層を除き

前年分の

税額が30，000円以

8，550

ある世帯

所・待機課

・−ん ごノ

D,

イ某ずデJiり血（た

上90，000円未満で

D5

だしその鮪

￣ ′良 ；知l

12 350

ある世帯

12000円とす

荊年分の所得額課

†某−庁．I毒i佃】（た

る。〉
丈二しそ￠り省一i

税徹か90，000円以

上である世帯

17200円とす
る。〉

（注）1 ニの表の階層区分Cl．G GおよぴDl，D2の保育料の欄の（）内の数仙は同一せ幣から

2人以上の児改が入所している場合における2人目以降の児敢に適用される保育料（以下

「半富田呆育料」という。）とする。

この場合，同一・せ帯から3オ以上児と3オ未満児とが入所しているときは，まず3オ以
上児1人については一般分保管料をその他の児兼については半頼保育料をそれぞれ通用す
る。

2 この棄のCl，G√ GおよぴDl階J削二層する世帯で前年度分の固定資産械課税徹が各階層
区分に示す抑こ該当する場合においては，それぞれ右欄に柑げる階層として認定するもの
とする。
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第13表H 昭和52年度高松市保育料徴収金基準額表
国宝資産税紺に
よる附加基鞄

一般分保育料（月餅）
各月初日の在英措逆児魔の属する世帯の階層区分

走

p好 個

我

3 歳未満児

3 歳以上児

前年度分の

区分 の 場 合 の 場 合
円

生活保磯法による被保蔵世帯（単総世帯

認定する

税 補 固定資産
階 層
円

0

0

0

0

を含む）

A階層を除き前年度分の市町村民械非課

B

税世帯
前年度分の市町村民税の
うちの均等割のみの課税 C．
A階層及び
B階層引取

き前年分の
所得顔非裸

2，30 4，0 0円以 G階層とす
（1150） 上の場合 る

3，750

前年度分の市町村民税の

うちの所紳剖課税航が G
5，0 円以上である世帯

前年分の所得税親機額が

帯世るあで満未円03lD

き前年分の

所得顔獣叔

3，950 80 円以 玖階層とす
（1970） 上の場合 る

4350
（2，170）

5200

4，80 10 0円以 D2階層とす
（2．400） 上の場合 る

（2600）

前年分の所得税課税蛮が
30 0円以上150 0円未 D倉
溝である世帯
前年分の所得税諷税舐が
150 0円以上30 0 円未 払
満である世帯
A階層及び
B階層を除

3 50 6rO O円以 G階層とす
（1，670） 上の場合 る

（1870）

税世帯

世帯

2，700
（1350）

満である世帯

7100

7，400
（3700）

（3，550）

7300

7′550

（3770）

（3．650）

9700

9，300
保育朋価（ただし，

満である世帯
前年分の所得税脱税舐が
90，0 円以上120，0 円
未満である世帯
前年分の所得税課税額が
120， 0 円以上150JO 円
未満である世帯
前年分の所得械の深頼額

13，40 その仰が13′0 0円

をこえるときは

13，0 円とする。）
保育埋価（ただし．

19nO その折か1860円ことは

をえるき

18，60円とする。）

保育単価（ただし．

31，−70 その昔穴か2640円をこえるときは
26，40円とする。）

が150000円以上である

世帯

（注）1 この裏は，昭和51年皮に匡が示した徴収金基準街であります。

2 この衷の階層区分Cl，G，GおよぴD1．D2，払の保育料の欄の（）内の数他は．同一世帯から2人以上の児酸か
入所している場合における2人目以降の児蕊に適用きれる保育料（以下「半紙保管料」という。）です。

この場合，同職世帯カら3オ以上児と3オ未満児とが入所しているときは．まず3オ以上児1人について．一般
分保育料をその他の児蕊については，半徽保育科をそれぞれ適用します。
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第13表⇔ 昭和52年度高校市保育単価表
その保育所 竺の保育 その保育所の長が竺 その月初日の 基 本 分
の所在する 所のその 月初日の の月初日において設 置または未設置（欠 措 置 児 童 保 育 単 価

地域区分 定員区分 員・無給）の区分 年 令 区 分

（第1欄）

3オ未満児
設

3 オ 児

置

4オ以上児

45人まで

3オ未満児

未 設 置

3 オ 児

4オ以上児
3オ未満児
設

3 オ 児

置

4オ以上児

46人から
60人まで

3オ未満児

3 オ 児

未 設 置

4オ以上児
3オ未満児

設

3 オ 児

置

4オ以上児

61人から
90人まで

3オ未満児

3 オ 児

未 設 置

4オ以上児

丙 地 域

3オ未満児
設

3 オ 児

置

4オ以上児

91人から

3オ未満児

120人まで

3 オ 児

未 設 置

4オ以上児
3オ未満児

150人まで

設

未 設

3 オ 児

4オ以上児
3オ未満児
置

37，900
16，950
14，320
35，460
14，510
11，880
36，300
15，350
12，720
34，470
13，520
10，890

33，870
12，920
10，290

3オ未満児

151人以上

38，780
17，830
15，200

3オ未満児
4オ以上児

置

42，440
21，490
18，860

35，330
14，380
11，750

3 オ 児

未 設 置

39，970
19，020
16，390

3 オ児

4オ以上児

121人から

44，850円
23，900
21，270

3 オ 児

4オ以上児

35，050
14，100
11，470
33，830
12，880
10，250
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第14表 高松市における51・52年度の保育料比較と引上板（率）
（3歳未満児）

51年 度

52 年 度

引 上 韻

引 上 率

A

0￠瑚

0印）

0印）

B

0

0

0

Cl
C2
C3

2，450
3，450
4，050

2，700
3，750
4，350

Dl
D2

4，900
6，900

5，200

D3
D4
D5

8，850
12，350
17，650

250
300
300
300
500
650
850
1，050
1，350
14，050
16，180

D3 7，550
D4 9，700
D513，400
D619，000

D731，70 D8（； …；：

27，200

第15表 民間企業・公企体・国家
公務員の賃上額（率）
（昭和52年度）

貨上紙 買上率
円
大 企 業
12，536 88
中 ′ト 企 業 10，609 9 4
三公社五現業 10，224 68
国家公務員 12，005 69
資料：民間企業は労働省調査，三公社
五現菜は公労委調査，国家公務
月は人事院調査。
（注）中小企業とは従業員300人未満
の企業である。

％

0囲

102
86
74

61
72
9−4
96
85
76
79 6
91 6
1541
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低い。しかしこのような社．会・経済的状況のなかで，高松市のD、7層，D8層に属
する勤労者世帯の1人の子どもの保育料が，上記のように「想像もできないは
ど」大幅に値上げされたのである。
いうまでもなく，D7層，D8層に属する世帯にとってほ，このような保育料の
大幅借上げは，大変な衝撃であった。何人かの父母は，市当局からの「入所決
定通知書」に記入されている保育料金額を見た時，−・瞬，これは何かのまちが
いそはないかと思ったという。そして，市の保育課に直接たずねたり，あるい
ほ，知り合いの市議会議員などを通じて，調査してもらったのである。だがし
かし，結果は「まちがいございません」という返事だけであった。
このような状況のもとで，市のあちこちで，何人かの父母が個別的に抗議行
動を開始しはじめ，市に対し保育料の再検討を求めた。だが，新聞などで報道
されているように，市当局の回答は，いつも「保育料はすでに決っており，修
正ほ無理」というものであった。そこで，これまで個々ばらばらに市当局と交
渉してきた何人かの父母が集まって相談し，「なぜ，このような大幅な値上げに
なったのか」，「市議会でほ，−‥体どのような議論がなされたのか」といったよ
うな問題をまず調査し，検討することになった。そしてその過程で，市当局は，
財政負担／を軽くするために，53年度までに，国の定める「徴収金基準額」にま
で保育料を引き上げる計画をもっており，52年度は，それに近づける第一・歩で
あったということ（これまでは，高松市は，国の定める「徴収金基準療表」の
2年遅れを適用し，しかも最高額をおさえていた），また，保育所関係の予算案
を審議する市議会文教厚生委員会では，市当局が，52年度の保育料値上げは「平
均14い5％である」という説明をしただけで，それぞれの世帯（階層）でどのよ
うな借上捌こなっているかといった問題については，何の説明も資料も示さず，
したがって，文教厚生委員会では52年度高松市の「保育料徴収金基準額表」に
ついては何の審議も検討もしていない，といったような重要な問題が次々に判
明したのである。
そこで，父母達が中心となって，市当局の「無責任な態度」と「無謀な値上
げ」に抗議するとともに，「大幅な保育料の値上げ」を白紙還元し，保育料値上
げを再検討することを求めて，幅広い市民運動をおこすために，「保育料を考え
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る市民の会」を結成することになった。
「保育料を考える市民の会」（以下「市民の会」と略称する）の設立準備会が，
「市民の会」への入会と，市民の協力と理解を求めた「署名用紙」の文面のな
かにほ，高松市の過去3ケ年間の「3歳未満児」の保育料最高月額の推移を示
す−・覧表とともに，次のような文章の−・節が書かれていた。
「高松市の52年度の保育料が4月1日に告示され，新聞などでは，昨年度に
くらべ，平均14．5％の値上げであると報道されております。そして，市当局者
の見解として，「大幅値上げとなっているのはごく少数の高額所得者にすぎな
い」という談話も報道されております。／ところが現実には，母親の月給（税引
後）が8万円程度，父親の月給（税引後）が12万円程度の給与所得者の世帯で
あればそのほとんどが「大幅値上げの対象者」といわれるD7，D8むと該当し，そ
の人達の負担する保育料の値上げは実に1い8倍−2．5倍に達しているのです。
しかも2人の子どもがいた場合その値上げ額は父母の賃上げ額をはるかに上回
るという，社．会常識ではとても考えることのできない状態となっているのです。
そのため，ある母親は2人の子どもの保育料が自分の月給を上回りとうとう会
社をやめてしまいました。又，ある母親ほ幼い2児をかかえて保育料の安い私
立の無認可保育所を探し求めております。／市民の皆さん。′ 香川県内では最
も財政が豊かであり，しかも福祉優先をスロ、−・ガンとしている高松市の保育行
政が，果してこれでよいのでしょうか…／／私達市民は，このような保育行政の
実態を深く憂え，今回の無謀ともいえる保育料の値上げに対し，強く反対する
ものです−。／多くの市民の皆様の御協力を心からお願いいたします。」
そして，保育料の値上げ額が，−・般常識では考えられないほど異常に高いも
のであっただ桝こ，「市民の会」の設立運動は，市民に大きな反響を呼びおこし
た。「市民の会」への会員としての入会申込者は，最終的にほ105名に達し（入
会申込者は，現在保育所に子どもをあずけている人，出産を間近にひかえてい
る人，これから結嬉しようとする人など，主として若い人達であった），激励の
ための「市民の会」に対する「賛同署名」も，署名を開始してわずか−・週間後
の4月末日までに，1，300名にも達したのである。
5月8日「保育料を考える市民の会」は正式に発足し，第1回の総会が開か
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れた。そこで，「市民の会」の「規約」が作成され，役員と，基本的な運動方針
が決定された。基本的な運動方針としては，（1）現行保育料を白紙還元し，新し
く，市民の生活実態にみあった，適正な保育料を作成するよう，市長及び市当
局に働きかける。そして，市長宛の「保育料引下捌こ関する請願書」を提出す
ることにし，そのための署名活動を開始する。（2）保育料のかかえる問題点につ
いては，今後，「市民の会」で数回にわたって研究会を開き，徹底的に検討する。
（3）保育行政ならびに保育料のかかえる諸問題を，広く市民の問題として考え討
議してもらうために，市長に対して公開質問状を提出し，その回答を求める，
などであった。

そして，5月17日，市長に対し20項目からなる「公開質問状」を提出し，
「回答」は，少なくとも，「市民の会」と市長との第1回の交渉がもたれる前日
までに提示して欲しいと求めたのである。「市民の会」が，「市長交渉」の前日
までに「回答」を求めたのは，その「回答」をめぐって，限られた交渉時閣内
に煮詰めた議論を展開しようとする意図からであり，そしてその旨，「公開質問
状」の提出時に，市当局に説明しておいたのである。だが，市長は，前もって
「回答書」を提示することほせず，「市長交渉」の場で，はじめて「回答書」を
「市民の会」に手渡したのである。（第劇回目の「市長交渉」は5月27日に予
定されていたが，途中で，市長の都合により，5月31日に延期された）。
そのため，5月31日の，第1回目が市長交渉」の場では，市長が−・方的に・，
自己の保育所行政や福祉行政などについての「政治姿勢」や「理念」を抽象的

に長々と述べるだけで終ることとなった。この「市長交渉」の場では，「市民の
会」が前もって提出していた「公開質問状」のなかで述べている具体的で切実

な問題については，市長はほとんどふれず，又，その場での市長の述べた見解
に対する「市民の会」側の反論も，「時間切れ」ということで，はとんどなされ
ないままに打ち切られたのである（交渉時間は，前もって，1時間に制限され
ていた）。そして，「市民の会」でほ，このように市長が−・方的に自己の見解を
述べるだけで終る「市長交渉」に不満をもち，第2回目の「市長交渉」を要求
した。しかし，その要求は「多忙で時間の都合がつかない」という理由で拒否
されることとなった。
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だが，この第1回目の「市長交渉」の場で明らかにされたことは，今回の「大
幅借上げ」の理由は，「財政的理由」とともに，「社会的不公正の是正」という
ことであった。ここで「社会的不公正の是正」というのほ，市長の説明によれ
ば，「保育所を利用するのは−・部の人に限られている」「保育所に入所したぐて
も入所できなかった人が500名〜600名おり，これらの中には低所得者層も半
分ぐらいいる」。したがって「保育料を安くしておくことは社会的不公正になる」
「この社会的不公正の是正のために，今回の保育料の値上げを実施した」とい
うものであった（「市民の会」の「市長交渉の記録」による）。そして，このよ
うな理由で，保育料の「全面的な見直しはできない」と強い姿勢を示したので
ある。そしでさらに，「私の考えでは，所得の高い人は保育に欠けるとはいえな
い」のであり，「社会的公正のため，比較的お金持の人（D7層，D8層の世帯を
さす一引用者）は保育所ではなく別の施設砿子供を預けてほしい」（「毎日新聞」

6月1日）と強調したのである。
このような，「市長交渉」の場での市長の発言に驚きと失望を感じた「市民の
会」は，次に残された方法として，6月定例市議会に向けて「高額保育料の減
額に関する請願書」を出すことを決定し，積極的な活動を開始することとなっ
た。そして，6月3日，市議会議長宛に3，878名の署名簿をそえて，保育料の
「減額請願書」が提出されたのである。ところが，「市議会で一度決定したもの
を軽々しく修正してほならない」といった議員の発言や，与・野党各会派の思
惑などが複雑に入りみだれ，6月9日，市議会の議会運営委員会は，この「請
願書」を文教厚生委員会に付託しないことを決定し，市議会議長も，「市民の会」
に対し，「請願を陳情に変えてほしい」と求めたのである。結局，「保育料の減
額請願書中ぶらりん」（「毎日新聞」6月10日）という異常な事態となった。
いうまでもなく，市議会側のこのような姿勢に対し，市民やマスコミの聞か
ら「法に認められた請願権を無視するもの」という強い批判がでることとなっ
た。翌10日，市議会議長は，こうした「世論の批判」を無視することができな
くなり，−・方では，市当局に対し，保育料の手直し案を出させ，それを文教厚
生委員会の調査会で審査する方針を示し，他方では，そのことを条件に，「市民
の会」に対しては，「請麻書」を取り下げるよう提案したのである。これに対し
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「市民の会」は，「実質的に保育科の上げ幅が減額されれば，請願の趣旨採択に
はこだわらない」という柔軟な姿勢を示したが，「請願を取り下げるか否かは，
手直し秦の中身を見てからでないと返事ができない」という態度を明らかにし
た。

このような事態のもとで，6月13日，市当局は，市議会文教厚生委員会の調
査会に対し保育料減額の「修正案」を提出した。そして，調査会は「賛成多数」
でこの「修正案」を認め，4月1日にさかのぼって実施することを決定したの
である。
だが，この市当局の「修正案」は，「保育料徴収金基準額表」を根本的に修正
したものではなく，「ちょっぴり修正」（「四国新聞」6月14日）と報道されて
いるように，ごく一・部分を手直ししたものにすぎず，D7層，Dさ層の保育料は，
依然として「平均で月1，883円，14∩5％のアップ」とはおよそかけ離れた高い
状態のままにすえおかれていたのである（この「修正案」の内容については，
次節の「（質問20）」のなかで述べる）。そのため，「市民の会」では，「請願書」
を取り下げることを拒否することとなった。
そのため市議会側は，やむをえザ，その「請願書」を文教厚生委員会で審査
することになった。そして，審査の結果，文教厚生常任委員長から，市議会議
長に対し，「請願の願意である52年度保育料の見直しについては，6月13日文
教厚生常任委員会調査会において，市当局の方針が提示され検討したところで
あるが，請願についても改めて審査の結果，趣旨採択することにした」という
「請願審査報告書」が提出され，6月15日の定例市議会において，「市民の会」
から提出されていた「請願書」は，満場一・致で採択されることとなったのであ
る。
以上でみてきたのが，昭和52年度に，高松市が実施した「保育料大幅値上げ」
の内容と，それに対する市民の「保育料値上げ反対運動」の，簡単な経過であ
る。
次に，この「保育料値上げ反対運動」のなかで，「保育料を考える市民の会」
が市長に提出した「公開質問状」と，それに対する市長「回答」の内容につい
て述べ，「高額保育料」に悩む勤労者世帯の生活実態や，市の「保育料徴収金基
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準額表」のもつ問題点，あるいは保育所行財政のかかえている諸問題などにつ
いて，検討することにする。
（2）市長に対する「公開質問状」とその「回答」，及びその問題点
昭和52年5月17日，「保育料を考える市民の会」は，市長に対し，保育料の
大幅値上げにともなうさまざまな問題点について「公開質問状」を提出した。
この「公開質問状」は次のような文章で始まっている。「高松市の保育料は，昨
年・今年と驚くはど値上げされました。その結果，香川県内ではいうにおよば
ず，全国的に見ても，指折の保育料の高い市となっております。／私達は，ある
程度の保育料の値上げはやむをえないと思っております。しかし，■今回のよう
に前も、つて何の説明もなく，父母の賃上げ額をはるかに上回るようなひどい値
上げを一・方的に強行することは，民主主義のルールに反していると考えます。
高松市の長い歴史の中で，これはど市民生活を破壊するひどい値上げがあった
でしょうか。今回の突然の値上げによって市民の受けた精神的衝撃・経済的打
撃は，言葉ではいい尽し難いものがあります。／私たち市民は，今回の値上げさ
れた保育料に関し，数回にわたって研究会を開き，真剣な討論をおこなってき
ました。その結果今回の保育料値上桝も あまりにも問題点が多すぎるという
結論に達しました。そこで，とりあえず以下の点に閲し，市長の御見解をお伺
いするとともに，関係資料などを明示していただくことを決定いたしま′した。
恐れ入りますが，文書でもって御回答をお願い申し上げます。なお，質問内容
につきましてほ若干重複する点もあるかと思いますが，多くの市民が，それぞ
れの立場から是非お聞きしたいということですので，よろしくお願い申し上げ
ます」。そして，この「公開質問状」は，これから述べるように，20項目の「質
問」からなりたっているのである。
これに対し，市長は，5月31日，「公開質問状について（回答）」という公文
書で，「市民の会」に回答をしてきた。
以下において，「市民の会」の「公開質問状」における「質問」と，それに対
する市長の「回答」を対比して示し，それぞれの「質問」と「回答」に対する
解説と問題点を指摘することにする。
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（質問1）

今回の保育料値上げほ「14．5％」と発表されております。ところが，D7・
D8に属する世帯などでは，1．8倍〜2．5倍の値上げとなっており，1人の子ど
もの保育料の値上げ額だけで，父母2人分の賃上げ額を上回るという世帯も
出ています。子どもが2人いれば，さらに事態は深刻です。そこで特にD7・
D8に属する世帯に対し，インフレで苦しんでいるこの時期に何故にこのよう
な大幅値上げを強制しなければならなかったのか，その理由をお聞かせ下さ
い。私達市民は，こんなに．ひどい値上げを強制されながらその借上げ理由に
ついては，これまで何の説明も受けておりません。
（※もし財政的理由によるものであれば，その資料を明示して下さい。香川
県「市町財政要覧」によれば，高松市の財政は県内の他の市町にくらべると
はるかに豊かです。しかもこのほど新たに事業所税適用都市の指定を受け4
億8千万円程度の税増収が見込まれるということも聞いております）。
（市長回答）

保育所への入所措置に伴う費用（措置費）については，児童福祉法第56条
の規定により扶養義務者から徴収することとなっており，保育所に入所した
児童の家庭から，費用の負担ができるものからほ徴収し，負担できないもの
については，国・県・市が代って負担することになっております。
国では，この負担能力についての設定基準を明確にするため，「徴収金基準
額蓑」を定めるとともに，措置費の国庫負担計算の基礎といたしております。
本市としては，きびしい地方財政の環境下ではありますが，毎年施設整備
に力を入れ，その定員の増加を図るとともに保育料についても，措置費の増
加に対応する適正負担を図るため，昭和49年度から前年度の国の基準額表を
適用することとしました。
また，その上限額については，段階的に適用階層をD3D4D5（D6）と順次
引き上げてきたものであり，本年度は施設利用者の負担の原則，応能負担お
よび社会的不公正の是正等の見地から前年度の国の基準どおりD8階層まで
としたものであります。
（解説と問題点）
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この「（質問1）」の主旨ほ，財政的に「豊かな」高松市が，「特にD7・D8に
属する世帯」に対し，何ゆえに，このような大幅な値上げをしたのか，その理
由を聞いているのである。これに対する市長の「回答」ほ，「措置費の増加に対
応する適正負担を図るため」，「施設利用者の負担の原則，応能魚担および社会
的不公正の是正等の見地から」このような値上げをしたというのである。
すでに述べたように，52年度春闘での主要企業の賃上げ額と賃上げ率が平均

1万2，536円（8い8％）という状況のもと．で，この春闘での平均賃上げ額にも達
しない多くのD一，・D8層世帯の「3歳未満児」の1人の子どもの保育料が，月額

1万4，050円〜2万7，200円という「驚異的」な値上捌こなっており「1人の
子どもの保育料の値上げ額だけで，父母2人分の賃上げ額を上回るという世帯」
も出ているのである。ここでもし，「3歳未満児」が2人いる世帯なら（年度の
途中で「3歳児」になっても，その年度は「3歳未満児」として教われるため，
「3歳未満児」が2人いる世帯は十分考えられる），2人の子どもの月額保育料

ほ，2万8，100円−5万4，400円も値上げされることに．なり，毎月，2人の子
どものために支払う保育料だけで，6万3，400円−8万9，700円にも達するの
である。文字通り「市民生活を破壊するひどい値上げ」といってよい。だが市
長の目からみれば，このような値上げも，「適正負担」であり，「社会的不公正
の是正」につながるというのである。
でほここで，市長が強調する「社会的不公正の是正」とは，一・体どのような
ことをいうのであろうか。それは，5月31日におこなわれた「市長交渉」の場
での市長の説明によれば，「保育所を利用するのほ一・部の人に限られている」「保
育所に入所したぐても入所できなかった人が500名〜600名あり，これらの中
には低所得者層も半分く小らいいる」。したがって，「保育料を安くしておくこと
は社会的不公正になる」というものであった。
しかし，この「社会的不公正の是正」についての市長の説明は，「市民の会」
や多くの市民を納得させることが困難である。
まず第1に，「保育所を利用するのは一・部の人に限られている」とする見解に
ついてであるが，第16表に示されているように，毎年保育所を利用する人は増
加しており，長期的な時間の流れで考えると，決して，「保育所を利用するのは
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第16表 高松市保育所・公立幼稚園の在籍児童数比較
46

47

48 49

50

51

保育所在特児童数 年3月1日） 3，275 3，318 3，490 3，990 4，335 4，887 5，216
（毎

公立幼稚園在踏児童数 （毎年5月1日） 1，346 1，283 1，484 1，684 1，676 1，723 2，161
資料：『高松薄統計年敵』（各年度）。

ー・部の人に限られて−いる」とはいいがたいのである。特に高松市の場合，公立
幼稚園の数が少ないこともあって，この表に示されているように，公立幼稚園
在籍児童数よりも保育所在籍児童数の方が多いのである。
そしてまた，ここで高松市の52年度「当初予算書」をみると，保育所への入
所見込児童数は5，633名で，公立幼稚園入園見込児童数2，400名の2い3倍と
なっている。ところが，保育所運営のための−・般会計からの「持ち出し総額」

は3億630万円で，児童1人当り月平均4，531円となっており，幼稚園運営の
ための−・般会計からの「持ち出し総額」は3億391万円で，児童1人当り月平
均1万552円となっている（後述の「（質問12）」の第19表を参照）。つまり，
児童1人当りの一・般会計からの「持ち出し額」を比較すると，幼稚園児童の方
が保育所児童よりも，2。．3倍多いのである。「保育所を利用するのほ−・部の人に
限られている」，だからその「一・部の人」のために多くの予算を使用することが
できないとする市長の論理からほ，幼稚園と保育所とのこの「格差」は，どの
ように説明されるのであろうか。しかも，「3歳未満児」のD8層世帯及び「3歳
以上児」のD6〜D8層世帯の人は，保母の人件費を含め保育に必要なすべての費
用（「保育単価」）を全額支払っているのである。いいかえれば，「保育単価」を
支払っている世帯では，「高い市民税」を支払っているにもかかわらず，保育所
での保育にかかる費用に対し，市からの援助は無いに等しく，また，これらの
世帯では，母親が働いているため，「保育料」の安い幼稚園を利用することもで
きないのである。父母の側からすれば，このような点こそ「社会的不公正」に
思えるのである。
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第2に，「保育所に入所したくても入所できなかった人が500名〜600名お
り，これらの中には低所得者層も半分く らいいる」。したがって「保育料を安く
しておくことは社会的不公正になる」という点についてであるが，ここで，多
くの「保育に欠ける」児童が保育所に入所希望しながら入所できないというの
ほ，これほ全く市長の責任である。児童福祉法第24粂で，市町村長ほ「保育に
欠ける」児童を，「保育所に入所させて保育しなければならない」と定めている
のであり，「保育に欠ける」児童が入所できないこと自体が「社会的不公正」で
あり，それは，はかならぬ市長自身の責任なのである。「保育所に入所したくて
も入所できなかった人が500名−600名いる」ということと「保育料」とは何の
関連性もなく，したがってそれを「保育料大幅値上げ」の理由に．することは，
「責任回避のための論理のすりかえ」といわれても仕方がないと思われるので
ある。
なおここで，市長が指摘する「きびしい地方財政」についても，一言ふれて
おく必要があると思われる。全国市卑会の調査によると，保育料大幅値上げが
おこなわれた前年度（51年度）の高松市の普通会計決算は，23億7，000万円の
黒字を出しており，これは全国644市の中で第10位にあたる黒字決算であっ

た。又，この他競輪事業による黒字も約10億円あった。さらに，52年3月31
日にほ，高松市の人口が30万人に達したため，全国では56番目の事業所税適
用都市となり，そのため，約4億8，000万円の税収増が見込まれていたのであ
る。このように，当時の高松市の財政は，「全国有数の豊かな財政」といわれる
ような状況であった。それにもかかわらず，市が「驚異的」な保育料値上げを
「強行」したことは，多くの市民にとって納得しがたいことであったのである。
（質問2）

もし，D」7，D8に属する世帯が「高額所得者」であり，大幅な値上げに対し
負担能力があると判断されたのでしたら，その判断の根拠となった客観的な
資料を明らかにして下さい。たとえば，何らかの生活実態調査でも実施され
たうえで判断されたのでしょうか。
（※D7，D8に属する世帯の多くは決して経済的に余裕のある生活を送って
いるのではありません。夫の給料だけでは妻や子どもを養い，高い家賃や住
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宅ローンなどとても支払うことができません。それが故に妻が働いているの
です。ところが今回の大幅値上げによって2人の子どもを保育所にあずけ家
計補助のために妻が外で働くとかえって赤字になる（妻の手取収入から保育
料や必要諸経費を差し引いてみて下さい）という深刻な事態になっているの
です）。
（市長回答）

D7，D8の世帯は，徴収金基準額表のAからD8までの13段階のうち，上位
のランクにあり比較的所得が多い階層であります。
措置費の徴収につきましては，その家庭における所得等経済状況に応じて，
−L定の徴収額を定めようとするものでありますがその尺度を何に求めるか
は，理論上も実際上も多くの困難を伴う問題であります。
いずれにしても客観的に．妥当性のある方式を見いだすべきものであると考
えますが，現行制度においては運用の実態をも勘案して，個々の家庭につい
て複雑多岐にわたる所得，資産調査を行なわずに，その個々の負担能力を正
確かつ，客観的に把握できる方法として，課税階層の区分によることとして
おるものであります。
（解説と問題点）

市長は，「質問」の主旨に答えているとはいえない。これは市当局が，D7・D8
層世帯は「高額所得者」であり，高額保育料を負担する能力が十分あるとした
点に対する質問である。D7・D8層に属する世帯は，ごく普通の勤労者世帯であ
り，「3歳未満児」の1人の子どもの保育料を，月額3万1，700円〜4万4，850
円も支払ったのでは，とても生活ができないと，悲痛に訴えているのである。
保育所に子どもをあずけている父母は，−・般的にいって年齢も若く，たとえ
D7・D8層に属する世帯といえども，決して「経済的に余裕のある生活」を送っ
ているのではない。これらの多くの世帯では，子供の扶養や「高い家賃や住宅
ローン」の支払いで苦しんでいるのである。ここで今回の保育料借上捌こよっ
て，D−7・D8層に属する勤労老世帯がどれはど家計の「赤字」に苦しむことになっ
ているのか，「市民の会」に寄せられた「生活実態」の報告のなかから2〜3の
例を示すことにする。
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まずAさん夫妻の場合（「3歳未満児」の子ども1人）。Aさん夫妻ほともに
給与所得者であり，2人の毎月の税込み月給は，合計約22万円である（ボーナ
スを含めた年間所得は約370万円ぐらい）。しかし，所得税・住民税・社会保険

料等が差引かれるため，2人の実質的な「手取月給」は約20万円足らずである。
さてAさんの家計の支出の方であるが，（1）子供の保育料3万7，000円（「父母の
会」会費などをふくむ），（2）住宅ローンの支払い4万5，000円，（3）自動車維持費
平均月額約2万円（保育所の時間制約が大きいため自動車は必需品。ガソリン
代・自動車税・保険料等を含む），（4）Aさんの必要経費約3万円（昼食費，タバ
コ代，小遣いなど），（5）同様に．，奥さんの勤務にともなう必要経費約1万5，000
円，（6）家庭での3人の生活費約10万円（食事費，水道・光熱費，電話代，生命
保険料などで，夫妻の衣服代などは除いている）となっており，合計約24万7，

000円となる。したがって，毎月の税引後の「手取月給」では，約2万7，000円
の「赤字」を覚悟しなければならず，これはボーナスなどで穴うめしなければ
ならない（ボ・−ナス時には，住宅ローンの支払いも増えるため，ボーナスはそ
れほど余裕がない一）。しかも，まもなく奥さんは，第2子の出産をひかえている
のである。Aさんは，住んでいたアパートの家賃が高かったことなどもあって，
昨年，P、−・ソで念願の住宅をやっと購入したのであるが，思いがけぬ保育料の
大幅値上げで，ローンの支払いなど全く臥処がたたなぐなったとなげいている
のである。
次にBさん夫妻の場合（子ども2人）。Bさん夫妻の税込みの月給は約25万
円（ボーナス込みの年収は約430万円く らい）で，「徴収金基準額蓑」にいうD8
層で，いわゆる「高額所得者」といわれる層である。だが，所得税・市民税・

各種社会保険料・組合費・生命保険料などを差引いた，2人の実質の「手取月
給」は，約22万円である。そして，Bさんの家計の支出の方をみると，（1）2人

の子どもの保育料7万2，500円（2人の子どものうち1人は公立保育所に通っ
ており，年度途中で3歳になるが，「3歳未満児」扱いで，「父母の会」会費等
を含め，月額3万7，500円。もう1人は零歳児で，まだ認可保育所に入所でき
ず，無認可保育所にあずけており，その保育料は，ミルク代，貸オムツ代など
の雑費込みで月額3万5，000円），（2）家貴1万5，000円（職場の補助があるた
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め），（3）自動車維持費とタクシー代で約3万円（Bさんの勤務時間の都合で，奥
さんは月のうち何回かはタクシー・を使って，2ケ所の保育所に子どもを送り迎

えしなければならない），（4）Bさんの必要経費約3万5，000円（昼食費，タバコ
代，書籍代，小遣いなど），（5）同様にり奥さんの勤務にともなう必要経費約1万

5，000円；（6）家庭での4人の生活費約11万5，000円（食事費，水道・光熱費，
電話代などで，比較的高額な夫妻の衣服費などは除いている），（7）年老いた両親
への仕送り約2万円（病弱で，年金だけでは生痛ができないため），となってお

り，合計約30万2，500円となってこいる。したがって，毎月の税引後の「手取月
給」だけでは約8万2，500円もの「赤字」となり，Bさんの場合も，ボーナス
やこれまでの預貯金で穴うめしなくてはならないのである。

上記2つの例で示されているように，たとえば，Aさんの家庭では，子ども

の保育料と住宅ローンの支払いだけで，毎月の「手取月給」の41．0％を占め，
Bさんの家庭では，2人の子どもの保育料と家賃だけで，「手取月給」の39。8％
を占めており，いくら家計支出を「節約」しても，もはや，毎月の「手取月給」
だけでは，家計の「赤字」を防くヾことが不可能な状態となっているのである。

そして，ここで示されたような具体例は，決して「例外」ではなく，「市民の会」
に寄せられた訴えのはとんどは，上記の例と大同小異であった。なかには奥さ

んの勤務の関係で，午後5時以降，再び別の無認可保育所にあずけなければな
らない例や，3人の子どもを保育所にあずけているため，家計のやりくりに悩
んでいる家庭の例などもある。
夫妻共に働いている世帯の所得は，確かに，−・般世帯に比べると多いといえ

る。だがしかし，妻が働き子どもを保育所にあずけているために，保育料・自
動車の維持費・妻の勤務にともなう必要経費等々，−・般世帯にくらべ，より多
くの諸経費を必要としている。したがって，表面的な所得・収入だけを見て，

これを一・般世帯と比較し，「高額所得者」であると判定することには，問題が残
るのである。「高額所得者」といわれるD−7・D8層の世帯でも，あまりにも保育

料が高くなったため，「手取月給」から「保育料や必要諸経費」などを差引くと，
多くの世帯では，家計が「赤字」になるという深刻な事態になっているのであ
る。上記の2世帯の家計の例からもわかるとおり，たとえ保育料の値上げがな
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くとも，決して「余裕のある生活」を送っているわけではない。そして，ここ
での質問ほ，このような現実の「生活実態」をふまえたうえで，もし市長が「D7・
D8層に属する世帯が〈高額所得者〉であり，大幅な借上捌こ対し負担能力があ
ると判断されたのでしたら，その判断の根拠となった客観的な資料を明らかに
して下さい」とたずねているのである。だが，市長の「回答」は，このような
「質問」の主旨には，全く答えていない。
（質問3）

保育料は，所得の高い人が相対的に高い料金を支払うという「応能主義」
の立場をとっております。ところがわずかの所得格差を基準にあまりにも大
きい保育料格差をつけたため，2人の子どもがいた場合，実質の手取収入（所
得総額から所得税，住民税，各種社会保険料，保育料などを差引いた残額）
ほ，所得が高い人はど，逆に低くなるという社会常識ではとても考えられな
い「逆格差」が生じています。
私たちは，このような「逆格差」を生むような料金体系は不合理と考えま
すが，市長さんのお考えをお聞かせ下さい。
（※又，これを別の視点から見れば，次のようなことがいえます。つまり，
所得が上昇するにつれて所得税も上昇します。そうすると，D6の人は翌年D7
へ，D7の人は翌年D8へというように牒皆層があがり，それにつれて保育料も急
激に高くなります。そのため，同一世帯でも所得が上昇するにつれて実質の
手取収入ほ逆に減少するということも生じます）。
（市長回答）

保育料の体系は，前述のとおり保育に要する措置費を限度に応能負担の原
則を適用しようとするものでありまして，この保育料の考え方，方式は保育
所の性格からいって基本的には，ほぼ妥当なものであると思っております。
なお，基準額表の合理化，適正化については国に対し改善方を要望して参
りたいと考えております。
（解説と問題点）

これも市長の「回答」は，「質問」の主旨に全く答えていない。「質問」の主
旨は，わずかの所得格差しかないにもかかわらず，あまりにも大きな保育料格
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差をつけたため（第13裏目及びと）を参照），所得の多い人が，かえって「手取
収入」が大幅に少なくなるという「不合理」を指摘したものである。「52年度高
松市保育料徴収金基準額表」が，いかに「不合理」で矛盾に満ちたものである
か，ここで具体例を2つだけ示すことにする。

その第1例。第13表Hを見ればぁかるとおり，たとえば，ある世帯の前年度
の所得税額が11万9，000円であれば，その世帯はD6層となり，「3歳未満児」

の保育料は月額1万9，000円である。ところが別の世帯ほ，前年度の所得税額
が12万1，000円であったために，D7層となり保育料は月額3万1，700円と大
幅に上昇する。この場合，両世帯の所得税額は，わずか2，000円の差にすぎな
い（したがって，年間総所得の差は2万円程度と考えられる）。それにもかかわ
らず，1人の子どもの月額保育料の差は1万2，700円（3万1，700円−1万9，
000円）となり，年間の保育料差は15万2，400円（1万2，700円×12ケ月）に
も達する。もし「3歳未満児」の子どもが2人いれば，年間保育料差は，さら
に大きくなり，30万4，800円（15万2，400円×2人）となる。もう−・度繰返そ

う。この例で，D7層に属する世帯ほ，D6層に属する世帯よりも，年間総所得が
……＝●◆●●●●

わずか2万円程度多いにすぎない。ところが「3歳未満児」の子どもが−・人い

れは，年間15万2，400円，「3歳未満児」の子どもが2人いれば，年間30万

4，800円，D7層に属する世帯はD6層に属する世帯よりも多く保育料を支払わ
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なければならないのである．／この例のように，D7層に属する世帯は，所得か

ら各種税金や保育料等を差引いた「手取収入」は，D6層に属する世帯よりも低
くなり，「3歳未満児」の子どもが2人いれば，D5層に属する世帯並みに低くな
るのである。こんな大きな「不合理」が果して許されるであろうか。

この「質問」の中でいわれているように，同様な現象は同一せ帯でも生じる。
たとえば，D6層に属していた世層が，所得が増え，翌年D7層になると，保育料
は月額1万2，700円も高くなり，年間では15万2．400円も高くなる。したがっ
て，所得が上昇したために，実質的な「手取収入」は，かえって，前年度より
も低くなるのである。

第2例。このような大きな「不合理」は，D6層とD8層の間にも生じうる。D8
層に属する世層の方が年間所得が多いにもかかわらず，「手取収入」は，かえっ
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てD6層世帯よりも少なくなる場合があるのである。たと．えば，先はどの例と同
じように，ある世帯の前年度の所得税額が11万9，000円で，D6層に属し，他方
の世帯の前年度の所得税額が15万1，000円でD8層に属し，共に「3歳末滞児」
が2人おり，定員90人規模の保育所に通っていたとする。この場合，D6層世帯
の1人の子どもの月額保育料は1万9，000円で，D8層世帯の1人の子どもの月
額保育料は3万7，900円となる（第13表H，仁）参照）。そしてこの場合，両世
帯の所得税額の差ほ3万2，000円であることから，年間所得総額の差ほ30万円
程度と推定される。ところが，両世帯の2人の子どもの年間保育料の差は，45
万3，600円となるのである。したがって，明らかに「実質の手取収入（所得総
額から所得税・住民税・各種社会保険料・保育料などを差引いた残額）」は，D8

層に属する世帯の方が，D6層に属する世帯よりも低くなるのである。
上記の例で示されるように，「わずかの所得格差を基準にあまりにも大きい保
育料格差をつけたため」，「実質手取り収入は所得が高いはど，逆に低くなると
いう社会常識ではとても考えられない〈逆格差〉」を生じることになっているの

である。市長は「回答」の中で，「基準萌表の合理化，適正化については国に対
し改善方を要望して参りたいと考えております」と述べているが，これは全く
「責任回避」にすぎない。なぜなら，すでに述べたように，国の示す「基準額
表」は，国庫負担金交付の際の精算基準にすぎず，実際の保育料徴収は，自治
体の「自由裁量」にまかされているからである。それゆえ，多くの地方自治体
でほ，国の「基準額表」の不合理を是正するなどして独自の「保育料徴収金基
第17表10大都市の保育料最高額の比較（52年度）

郡価名 川 崎 市 横 浜 市 東 京 都 札 幌 市 名古屋市
所得税額 30万円以上 21万円以上 90万円以上 90万円以」ニ 30万円以上
保育料最高額 22，900円

22，000円

30，400円

19，320円

14，000円

都市名 京 都 市 神 戸 市 大 阪 苗 北九州市 福 岡 市
所得税額 18フラTq以上 30万円以上 30万円以上 30万円以上 15万円以上
保育料最高額 18，000円

21，000円

29，000円

33，000円

19，200円
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準額表」を作成しているのである。なお第17表は，10大都市における保育料の
最高月額と，それを支払う世帯の所得税額を示したものである。そして，第18
表ほ，東京都の「52年度保育料徴収金基準額表」の詳しい内容を示したもので
ある。これらの諸資料からもわかるとおり，それぞれの都市では，国の「基準
額義」をそのまま適用するのではなく，それぞれの都市の父母の生活実態を十
分考慮したうえで，国の「基準額表」よりもはるかに．「合理的」な独自の「基
準額表」を作成し，適用しているのである。
（質問4）

保育料は「応能主義」の原則によって決定されております。ところが，D8
の人に対しては保育所の定員規模によって保育料格差がつけられており，こ
れは「応能主義」の原則に反すると考えます。この点について市長さんのお
考えをお聞かせ下さい。
（※なお，高松市の場合，小規模保育所はど設備などが劣っているという現
実を見落さないで下さい）。
（市長回答）

D8階層に対する保育所の定員規模による保育料の格差につきましては，そ
の施設が児童福祉法第45粂に定める最低基準を維持するために要する費用
を措置費として負担する建前から保育単価（措置費の措置児童1人当り月額）
に差があります。
（解説と間患点）

これも，「質問」に対する回答になっていないと思われる。保育料は，所得の
高い世帯ほど，つまり「支払能力」の高い世帯はど，高い保育料を負担すると
いう，「応能主義」の原則によっている。ところが第13表0に示されているよ
うに，「保育単価」を適用される階層（「3歳未満児」のD8層，「3歳以上児」の
D5層−D8層）は，同一の「支払能力」の階層であっても，保育所の定員規模に
よって，保育料格差がつけられているのである。もし，保育料が「応能主義」
の原則に立つのなら，所得の同一・階層の世帯は，同一の保育料にしなければ，
論理が−・貫■しないと考えられるが，それについての市長の「回答」を求めてい
るのである。この「質問」に対し市長は，保育所の定員規模によって「措置費」
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第18表 昭和52年度東京都保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍措置児蜜の属する世儒の階層区分

基 準 挽（月額）

義

3歳未満
児の場合

A 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護せ帯

円

階層
区分

定

B A階層を除き，前年度分の住民税非課税世帯

0

Cl A階層及びB階
C2

1，600

分の所得税非課
税世帯

前年度分の住民税のうち所得割課税額が

5，000円以上の世帯

Dl A階層及びB階

屑を除き，前年

分の所得税課税 16，801円未満の世帯
世簡

D3

前年分の所得税課税額が16，801円以上
30，000円未満の世帯

D4

前年分の所得税課税額が30，000円以上
60，000円未満の世帯

D5

前年分の所得税課税額が60，000円以上
90，000円未満の世帯
前年分の所得税課税額が90，000円以上
120，000円未満の世帯
前年分の所得税課税扱が120，000円以上
150，000円未満の世帯
前年分の所得税課税紡が150，000円以上 10

8，000円未満の世帯

前年分の所得税課税紋が180，000円以上
210，000円未満の世帯

D6 D7

前年分の所得税課税額が210，000円以上 2
40，000円未満のせ帯

前年分の所得税課税額が240，000円以上 270
，000円未満の世帯

前年分の所得税課税額が270，000円以上
300，000円未満の世帯

0

0

800

屑を除き，前年

円

円
0

（単給世帯を含む。）

1，200■

800
1，200
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前年分の所得税課税額が300，000円以上 330
，000円未満の世帯

D13

前年分の所得税課税額か330，000円以上 0

D14

36，000円未満の世帯

前年分の所得税課税額が360，000円以上

D15

390，000円未満の世帯

D16

前年分の所得税課税績が390，000円以上 420
，000円未満の世帯

前年分の所得税課税額が420，000円以上

D17

450，000円未満の世帯

前年分の所得税課税儲が450，000円以上 00

D18

6，000円未満の世帯

D19

前年分の所得税課税額が600，000円以上

D20

前年分の所得税課税額が750，000円以上 900
，000円未満の世帯

D21

前年分の所得税課税額が900，000円以上 の 30，400 11，000 8，600
世常

750，000円未満の世帯

付加基準

Cl階層に屈し，前年度分の固定資産税課税額が4，000円以上の世帯は，

C2階層と認定する

。

C2階層に属し，前年度分の固定資産税課税額が6，0 0円以上の世帯は，
C3階層と認定する。

C3階層に属し，前年度分の固定資産税課税額が8，000円以上の世帯は，
Dl階層と認定する。

Dl階層に属し，前年度分の固定資産税課梢額が10，0 0円以上の世帯は，
D2階層と認定する。
（注）1この表において住民税とは，市町村民税及び特別区民械をいう。

23歳児又は3歳未満児として措置された児童については，当該年度中は，同一年齢とみなし
てこの表を適用する。
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が異なり，「保育単価に差があります」と述べているが，上記以外の階層，たと
えば，「3歳未満児」のCl層−D，層，「3歳以上児」のCl層〜D4層でも，「保
育単価」に差があるが，保育科格差がつけられておらず，首尾一首していない
と思われる。
（質問5）

保育内容についてみますと，たとえば保育料は3歳未満児の高額をとりな
がら，実際はいろいろな理由で3歳児あるいはそれ以上の年令の保育をおこ
なっているところが多く見受けられます。私たちは，実際の保育内容に見合っ
た保育料を徴収するのが社会的ル、−ルに合、つた考え方だと思います。この点
について，市長さんのお考えをお聞かせ下さい。
（市長回答）

保育料は保育内容に対応したものであるべきであると思います。
従いまして保育内容につきましては，児童福祉施設最低基準および保育指
針に準拠して適正な運営を行なうよう指導いたしております。
（解説と問題点）

この「質問」は，保育所が，しばしば定員をオーバ・−して保育をおこなって
いることに対して，市長がどのような見解をもっているのか，たずねたもので
ある。たとえば，厚生省「通達」では，保母1人につき，「3歳未満児」は6人，
「3歳児」は20人，「4歳以上児」は30人，となっており，それを基準に「保
育単価」を算出し，「高い保育料」を徴収している。だが実際には，「通達」に
ょって示された保母1人当りの児童数をこえて保育をおこなっている保育所が

みられるのである（私立保育所などで，定員以外に，しばしば「ヤミ入園者」
がみられ，その保育料が，私立保育所の別途収入になっているといわれている0
また，実際にいる保母の数も，保母定員数に足りない，といったところもある
と指摘されている）。

だがしかし，現実の問題として，父母の側も，いわゆる「ヤミ入園者」を排
除して欲しいとはいえない。なぜなら，保育所定員をフトーリベーすることによっ
て「排除」された児童は，無認可保育所へ行くか，母親が退職しなければなら
ないからである。したがって父母の立場からすれば，保育所不足のもとでは，
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定員オ・−バ・−の入所を黙認せざるをえ．ない。ただその場合，一人当りの「保育
単価」は，当然安ぐなるはずであるから，せめて，それに見合った保育料に引
き下げるべきであるといっているにすぎない。
（質問6）

現在の徴収基準額による保育料ほ，保母さんなど職員の人件費，児童処遇
費，管理費などすべての経費が含まれています。従って地方自治体の職員で
ある公立保母さんの場合は，その人件費を父母が支払っているということに
なり，明らかに，税金の2重負担になっていると私達は考えます。この点に
ついて，市長さんのお考えをお聞かせ下さい。
（市長回答）

保育所の運営に要する費用（措置費）は事業費（一・般生活費として給食に
要する材料費および保育に．直接必要な保育材料費，光熱水費，給食用燃料費
のはか児童用採暖費）と人件費（措置児童の保育に必要な職員費）および管
理費（保育所の管理に必要な庁費，研修費，補修費，保健衛生費等の経費）
とからなっており，公私立を問わず当然に人件費ほ含まれております。
（解説と問題点）

これも全く回答になっていないと思われる。「質問」の内容は，誰が読んでも
わかるとおり，保育料のなかに，地方自治体の職員である「保母さんの人件費」
を含めることが果して是か非か，その点について市長の見解をたずねているの
である。地方財政法第27粂の4，および同法施行令16粂の3で，「市町村の職
員の給与に要する経費」を「住民に対し，直接であると間接であるとを問わず，
その負担を転嫁してはならない」と定めているのである。地方自治体の職員の
人件費は，本来，税金でまかなうのがスジであると「市民の会」は考えている
のである。
すでに述べたように，保育料が高いのは，「保育単価」のなかに，保育所所長，
保母，調理員その他の職員の「人件費」や保育所の管理のために必要な「管理
費」などが含まれているからである。52年度の高松市の「当初予算書」では，
公立保育所の運営費に占める保母などの「人件費」の割合は約80％となってい
る。そしてこれが高額保育料を形成する最大の要因となっているのである。父
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母の側からすれば，いわゆる「人件費」や「管理費」などは，保育料のなかに
含まれるべきでほなく，ここで市長の言っている「事業費」のみを保育料のな
かに含めるべきであると考えているのである（52年度の高松市の「当初予算書」
をみると，児童の給食に要する材料費，保育に直接必要な保育材料費，光熱水
費，給食用燃料費，児童用採曖費などといった費用からなるいわゆる「事業費」
の，保育所運営費に占める割合は，約14％にすぎない）。
（質問7）

同じ就学前の保育施設でありながら，公立幼稚園の場合ほ，施設の維持費
や人件費などほ基本的に公費でまかなっているため安い保育料（高松市は月
額1，500円）となっております。同一・自治体における幼稚園の保育料と，保
育所の保育料のあまりにも大きい格差ほどう見ても公平の原則に反すると考
えられます。この点について市長さんのお考えをお聞かせ下さい。
（市長回答）

幼稚園は幼児に対し学校教育を行なうことを目的とし，保育所は，「保育に
欠ける児童」を保育することをその目的とするもので，両名は明らかに設置
目的および機能が異なり，公立の幼稚園の授業料は利用者負担であることか
ら使用料，保育所の保育料は措置費の負担金とその性格を異にするものであ
ります。
公私立幼稚園の授業料は応益の原則による使用料で，保育所の保育料（入
所者負担金）ほ受益範囲内の応能の原則によるものであります。
（解説と問題点）

父母の側からすれば，公立幼稚園も保育所も，ともに「就学前の保育施設」
である。保育所は，「保育に欠ける」児童を保育するのであるが，この場合，保
育所の「幼児の保育」も，「教育に関する事項を含み保育と分離することはでき
ない」（38年10月28日，文部省・厚生省両局長連名に．よる「通達」）のである。

保育所での保育も，幼稚園における保育も，ともに保露と教育の両面を含む保
育なのである。児童にひとしく保育を保障するという視点からすれば，保育所
と幼稚園の保育は，本質的に同じものでなければならないはずである。ただ保
育所と幼稚園とでは，保育時間の長さが異なるにすぎない。
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そして，このような視点に立つとき，保育所の保育料も，公立幼稚園の保育
料と同じように「公共の施設」に対する使用料として，位置づけるべきである
と「市民の会」は主張しているのである（市長ほ「回答」のなかで幼稚園の場
合は授業料といっているが，これは明らかにまちがいで，幼稚園の場合も，父
母ほ保育料という名目で，「公共の施設」の使用料を支払っているのである）。
ところが実際には，「質問」のなかでもいわれているように，高松市では，同じ
就学前の6歳児であっても，公立幼稚園に．行桝ど，その保育料は「公共の施設」
に対する使用料として月額1，500円であるが，保育所であれば，その保育料に
は職員の人件費，児童の−・般生活費，管理費などすべての経費が含まれている

ため，保育所規模によって差ほあるが，月額1万250円−2万1，270円の保育
料が必要となっているのである。保育所の児童は，給食などがあるため，その
ための「児童の一・般生活費」は，当然父母が負担するとしても，保育所と幼稚
園のこの大きな保育料格差は，父母の側にすれば，どうしても「公平の原則に
反する」と見えるのである。しかし，これに対する市長の「回答」は，父母を
納得させるような内容になっているとはいえない。
（質問8）

保育料とは一り体何なのでしょうか。又，保育料に応能主義の原則をとり入
れた理論的根拠及び大幅な保育料格差をつけた理由に／ついても御説明をお願
いいたします。
（※私たち市民の中には，保育料格差は逆に縮小させるべきであるという強
い意見もあります。その理屈ほ．，（1）すべての子どもは，同一・の保育サービス
を受けている。（2）多くの給与所得者の場合，所得格差は即生活の余裕を意味
するのではなくむしろ必要生活諸経費の格差を意味するにすぎない。従って，
大幅な保育料格差によって実質手取収入を−・律に平均化することはかえって

不公平となるということです。これらの点を考慮して御回答をお願いいたし
ます）。
（市長回答）

保育料とは，児童福祉法第56粂第1項に定める扶養義務者からの費用徴収
であり，応能負担の原則は同法第56粂第2項に基づくものでございます。

一JO9一

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
−4JO−

香川大学経済学部 研究年報 22

すなわち，入所した児童の家庭について措置二費を負担できる暑からは徴収
し，負担できない者については階層区分により格差をつけて国・県・市が代っ
て負担するのであります。
（解説と問題点）

これも「市民の会」の「質問」に対する適切な回答に．なっていない。ここで
「質問」していることは，まず第一・に，保育料とは−・体何なのかその本質を市
長にたずねているのである。そして第二に，保育料に「応能主義の原則」をと
り入れた「理論的根拠」と，第三に，「大幅な保育料格差」をつけた理由をたず
ねているのである。
まず第一・点と第二点に閲しでであるが，父母の側からすれば，保育所は幼稚
園と同様に，多くの児童の保育にとって不可欠な「公共の施設」であり，した
がって保育料は，その「公共の施設」の利用に対する使用料として性格づける
べきものであり，現在のように「応能主義の原則」をとり入れ，「大幅な保育料
格差」をつけるのは不当であると考えているのである。このような父母の立場
からすれば，どうしても，保育料とは何なのか，その本質と，保育料に「応能
主義の原則」をとり入れた「理論的根拠」を，市長にたずねなければならない
のである。これに対し，市長の「回答」は，第一・点については，単に保育料徴
収の法的根拠を示しているにすぎない。また保育料に「応能主義の原則」をと
り入れた点についても，その法的根拠を示しているにすぎず，父母がたずねて

いる保育料に「応能主義の原則」をとり入れることが，果して理論的に正しい
といえるかどうかといった「理論的根拠」については何も答えていない。
次に．，第三点の「大幅な保育料格差をつけた理由」については，全く何も答
えていない。今回の保育料値上げの最大の問題点は，「大幅な値上げ」とともに，
「大幅な保育料格差」をつけた点にある。そしてこの「大幅な保育料格差」に
対しても，父母は大きな「不満」をいだいているのである。ではなぜ「不満」
が生じたのか。
その第1点は，「質問」のなかでも述べられているように，「すべての子ども
は，同一・の保育サービスを受けている」のである。したがって，わずかの所得
格差を根拠に，「大幅な保育料格差」をつけることには「不満」が生じるのであ
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る。たとえ所得が相対的にわずかばかり高くとも，借家住いの人，老父母の扶
養義務のある人，病人をかかえている人など，いろいろな事情があり，相対的
に所得の低い世帯よりも苦しい生活を強いられている例はいくらでもある。そ
の人達にとって，子どもが「同叫・の保育サ・−ビスを受けている」にもかかわら
ず，「大幅な保育料格差」をつけられることは，どうしても納得しがたいのであ
る。
第2点は，第1点とも関連するが，「多くの給与所得者の場合，所得格差は即
生酒の余裕を意味するのではなくむしろ必要生活諸経費の格差を意味するにす
ぎない。従って，大幅な保育料格差によって実質手取収入を一・律に平均化する
ことはかえって不公平に．なる」という点である。確かに，賃金労働者の場合，
賃金が相対的に高いのは，それだけ必要生活費が高いことを意味している。そ
の点を無視して，単純に所得（賃金）が高いからといって「大幅な保育料格差」

をつけ，「手取収入」をすべて−・律に平均化することは，明らかに「不公平」で
あり「不満」が生じることになる。特に「（質問3）」で指摘したように，所得

の多い人が，かえって「手取収入」が少なくなるという「逆格差」を生むよう
な「大幅な保育料格差」は，いかなる理由でもっても，これを正当化すること
が困難であり，「不満」が生じるのは当然といえる。
第3点は，この「質問」のなかではふれられていないが，保育料徴収と「不
公平税制」との関連から生じる「不満」である。現行の保育料は，それぞれの
世帯の所得税・住民税にリンクさせて決定されている。ところが，この税の「捕
捉率」が「クロヨソ」と呼ばれているように，「不公平」にな、つているのである。
つまり「サラリーマンは所得の9割，個人事業主は6割，農業所得者は4劃し
か所得が描捉されていない」といわれているはど「不公平」になっているので
ある。そのため，所得税の「捕捉率」の低いといわれる自営業者や農家などの
世帯は，一・般的に保育料が安く，逆に，サラリーマン世帯ではひどく高くなり，
この「所得課税の不公平」が，さらに拡大されることになっているのである。
たとえば，「ある自営業者の家庭では，店舗と，それとは別に立派な自宅を持ち，

2人の子供の保育料が月額1万950円である。又，ある農家は市内に時価数千
万・数億円といわれる広い田畑と，広い敷地の自宅を持っているが，2人の子
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供の保育料が月額3，850円にすぎない。ところが，貸アパート住いのサラリー
マン家庭である自分のところは，2人の子供の保育料が月額5万1，650円にも
なる」といった「不満」の声が，「市民の会」に寄せられているのである。自宅
を待つために，夫婦で働き，現在貸アパートに住んでいるサラリー・マン世帯に
とって，「同一・の保育サ・−ビス」を受けながら，自宅などの多額の固定資産を持
ち，自分達よりもはるかに「安定」した生活を送っているこれら自営業者や農
家よりも，ほるかに高い保育料を支払わなければならないということは，どう
考えても「不公平」であり「不満」が生じるのである。
以上でみてきたように，「大幅な保育料格差」ほ，あまりにもさまざまな問題
点を生じている。そしてこのようなことも考慮に入れながら，「市民の会」は「保
育料格差ほ逝に．縮小させるべきである」と主張し，これに対する市長の見解を
聞いているのである。しかし市長は，この「質問」には全く答えていない。
（質問9）

保育所の保育料は応能主義の原則によって決定されております。ところが，
同一・自治体における同じ就学前の保育施設である公立幼稚園の保育料は応能
主義の立場をとっておりません。
私たちほ，この点は矛盾していると考えますが，市長さんのお考えをお聞
かせ下さい。
（市長回答）

質問7と同じであります。
（解説と間患点）

「（質問7）」での市長の「回答」は，「幼稚園の幼児に対し学校教育を行なう
ことを目的とし，保育所は，く保育に欠ける児童〉を保育することを目的とする
もの」であり，「両者ほ明らかに設置目的および枚能が異なる」。したがって，
前者の保育料は「応益の原則」による「使用料」であり，後者の保育料は「応
能の原則」による「負担金」であるとしている。
だがしかし，父母の側からすれば，「質問7」で述べたように，幼稚園も保育
所も「同じ就学前の保育施設」であり，又，両施設における保育も本質的に全
く同じであり，単に，保育時間が異なるにすぎない。したがって，両施設の保
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育料も，同じ「原則」によって決められるべきであるが，−・方が「応益の原則」
に．より，他方が「応能の原則」によって決定されているのは「矛盾」している
と主張しているのである。このように両者の主張ほ大きく食いちがっている。
ここで私見を述べるならば，保育所も幼稚周も，ともに，就学前の児童の保
育をひとしく保障するという同一・の「目的および機能」をもつ施設として理解
すべきである。したがって，父母側の主張のように，両施設での児童の保育は
本質的に同じであり，ただ前者の保育所では「保育に欠ける児童」を対象とし，
後者の幼稚園では「保育に欠ける児童」以外の児童を対象にしているにすぎず，
そのため保育時間の長さが異なるにすぎない。このように，両施設の「目的お
よび機能」は本来同一・であると考えるのがすなおな理解の仕方であり，行政当
局者のように，あえて両施設の「目的および機能」は「異なる」とする方が無
理な理解のように思えるのである。そしてこのように．，児童の立場にたって，
児童にひとしく保育を保障するという視点から，両施設の「目的および枚能」
を同一・と考えるなら，当然，保育所と幼稚園の保育料は，同じ「原則」にもと
づいて決定されるのが妥当であると考えるのである。
（質問10）

現在，国が認めている子どもの扶養控除は，年額1人当り26万円です。と
ころが現実には同じ国が決めたというD8の人の保育料は，年額53万8千2
百円となります。同じ国の政策でありながら，互いに矛盾していると私たち
は考えますが，市長さんのお考えはいかがでしょうか。
（市長回答）

税法上の扶養控除と保育料は次元が異なるものであり，それは現行の税制
なり，保育料徴収基準をどのように理解するかの問題であります。
（解説と問題点）

これほ税法上の扶養控除と保育料との関連について質問したものである。52
年度現在，国の税法上の児童の扶養控除は，年額1人当り26万円であった。と
ころが高松市の52年度のD8世帯の保育料の最高額は，年額53万8，200円とな
り，保育料だけで，国の児童扶養控除額の2倍をこえているのである。いうま
でもなく，子どもを扶養するには，この保育料以外に家庭での食費・衣料費等々
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多額の費用を必要とするのであり，保育料は子どもを扶養するに必要な経費の
−・部分を占めているにすぎない。このような点を考えると，国の税法上の児童
扶養控除額が，いかに現実とかけ離れて低いものとなっているか，又「同じ国
の政策」がいかに「矛盾している」かを，父母が指摘し，その点についての市
長の考えをたずねたものである（すでに述べたように，国の定める保育料「徴
収金基準額表」は，国の負担金交付の算定基準を示したものにすぎないが，高
松市当局が，保育料は「国が決めた」といっているため，「市民の会」もここで，
「国が決めたという……・保育料」という表現をとっている）。だが市長は，「税
法上の扶養控除と保育料は次元が異なる」と述べたにすぎず，−‥体どのように
「次元が異なる」かについては，何の説明もしていない。保育料があまりにも
高く，父母の側にサーれば，せめて，地方自治体の定めるこの保育料ぐらいは，
扶養控除として認めて欲しいと願っているのである。
（質問11）

今回の保育料は「平均14い5％」の値上げと発表されておりますが，その計
算の根拠となった基礎資料及び計算式を明示して下さい。
（市長回答）

昭和52年度当初予算の児童1人当り保育料見積額は，7，395円であり，前
年度当初予算対比が14．5％増となっているものであります。
（解説と問題点）

これは，市当局が「平均14．5％」の値上げと新聞等で発表しているが，「市民
の会」側からすれば，どう考えても，それをはるかに上回る値上げになってい
ると感じ，このような「質問」になったのである。これに対し，上記のような
「回答」を示しているが，「市民の会」の要求にもかかわらず，「計算の根拠と
なった基礎資料および計算式」を何ら示していない。
そこで市が発表した「決算書」で計算してみることにする。高桧市の51年度
「決算書」では，保育料徴収総額3億8，722万円で，児童数は5，234名。した
がって，児童1人当り月額平均保育料は6，165円となっている。そして，53年
に入ってから発表された52年度「決算書」では，保育料徴収総額5億1，223万
円で，児童数は5，755名。したがって，児童1人当り月額平均保育料は7，417円
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これから計算すると，保育料ほ「平均20い3％」値上げされたこ

とになっており，市当局が当初発表した「平均14．5％」をほるかに上回ってい
るのである。
なお，それよりも重要なことは，多くの父母の側からすれば，このような「平
均の値上げ率」の発表ほ全く意味をもたず，むしろ「市民をごまかすもの」と
して受けとめている点である。今回の値上げでは，それぞれの世帯で値上げ率
が0％〜154％というように大きくぼらついており，これを単純に平均して，
「何％値上げ」といっても，それほ実態を正しく反映した数値とはなりえない。
昨年，月額保育料1万7，650円であったものが，今年にはそれが4万4，850円
へと．，実に，額にして2万7，200円，率にして154％も値上げされた家庭にとっ
て，「平均で月1，883円，14い5％のアップ」という発表が，−り体，どのような意
味をもつのであろうか。
（質問12）

保育所及び公立幼稚園に関する過去2年間の決算書と本年度の予算書を明
示して下さい。
（※この場合，国からの補助金，県からの補助金，高松市の負担金，保母さ
んの人件費等々，収入（財源）及び支出の項目ができるだけ詳しくわかるよ
うな資料を明示して下さい）。
（市長回答）

別紙のとおりであります。
（解説と問題点）

市長が「市民の会」に振出した，保育所・幼稚園に関する「過去2年間の決
算書」のコピーでほっ「収入（財源）及び支出の項目」が詳しくわかる内容のも
のではなかった。しかし，市長が提出した52年度「当初予算書」では，保育所・
幼稚園に対する国・県からの補助金，高松市の負担金，保育料徴収総額，保母
の人件費，などが比較的詳しく記入されており，したがって，ここでは52年度
「当初予算書」における保育所費と幼稚園費の財源内訳を表示し，比較してみ
ることにする（第19表参照）。
この資料から計算すると，児童1人当りの月額保育料は，保育所7，388円，
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第19表 52年度高松市当初予算における保育所・幼稚園真の財源内訳
（単位∴千円）
財

予算総額
保育所費
（児蛮見込数5，633名）
1，687，325 881，323

幼稚園費

（児遠見込数2，400名）

訳

内

源

の 他 一般財源
固い県そ負担金
地方債 保育
499，407

502，965 30，228 133，000 35，617

290 306，305
208 303，912

幼稚園1，237円となっている。また，市の−・般財源からの児童1人当りの「持

ち出し額」は，月餅で，保育所4，531円，幼稚園1万552円となっている。そ
して，保育所児童1人当りの市の一・般財源からの「持ち出し額」が，幼稚園児
童のそれにくらべ，約2分の1以下（約43％）にすぎないことから，「（質問1）」
に関連し，「市民の会」から厳しい批判が出ることになったのである。
（質問13）

3歳児未満，3歳児，4歳児以上にわけ，それぞれについて現実に要して
いる1人当りの平均費用を明示して下さい。
（※計算の根拠となった基礎資料及び計算式も明示して下さい）。
（市長回答）

別紙保育単価のとおりであります。
なお，公立保育所につきましては超過負担分がこれに加算されることとな
ります。
（解説と問題点）

市長は「別紙保育単価のとおり」と答え，52年度の「高松市保育料徴収金基
準額表」に示されている「保育単価表」を示している。しかしこれは，国が提
示した51年度の「保育単価表」であり，決して，高松市の各年齢層の「現実に
要している1人当りの平均費用」でほない。また「計算の根拠となった基礎資
料及び計算式」も明示していない。このようなことから，高松市の「45人以下
規模」の保育所での，「3歳未満児」の「保育費用」が，果して，1人当り4万
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4，850円にも達するのかどうかという「市民の会」の「疑問」ほ．，解消していな
い。
（質問14）

保育行政に関する高松市の超過負担率及び各階層ごと各年令ごとの高松市
の1人当り援護率を一・昨年，昨年，今年（予定）の3年間にわたって明示し
て下さい。
（※その計算根拠となった基礎資料も明示して下さい）。
（市長回答）

保育行政に．関する本市の超過負担額につきましては，別紙のとおりで，保
育料徴収額と徴収基準額表による額との差額運営費の超過負担，公立施設整
備上の超過負担と市独自施策としての私立の施設整備に対する市費助成額等
があります。

第20表 高を市の保育料徴収に関する資料
49

50

51

52

①国（㌫登り品1措） 309，503（千円） 419，929（千円） 464，440（千円） 566，838（千円） （5，696円） （7，161円） （7，395円） （8，208円）
⑧父邑久彗管掌侵諸，） 223，904（千円） 325，682（千円） 837，220（千円） 512，234（千円） （4，121円） （5，554円） （6，165円） （7，417円）
⑨市（て先発品（謂） 85，599（千円） 94，247（千円） 77，220（千円） 54，604（千円）
，574円）

（1，607円）

（1，229円〉

（1
（791円）

④父母私為）樋率

723％

776％

834％

904％

⑤市の払鳥〉堰率

277％

224％

166％

96％

（参措 置 児 変 数

4，528人

4，887人

5，234人

5，755人

資料：各年度「決算沓」及び「高松市統計年報」による。52年度についても，「52年皮決界雷」の発表を
まって，それを利用することにした。
（注）1「①固の基準」とは，国庫負担金の相好基準のため定めた国の「徴収金基準額表」にもとづいて

計算した場合の保育料捻額である。
2「（参父母の保育料」とは，高松市の「徴収金基準額表」にもとづいて，実際に父母から徴収した

保育料総放である。
3「③市の代負担」とは，「①国の基準−②父母の保育料」で，市が代負担している保育料稔額の
ことである。
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（解説と間毘点）

市長が提出した資料，及びその他市が公表している諸資料を集めて，高松市
の保育料代負担率などを計算すると，第20表のようになっている。
さて，この第20表からわかるとおり，市は毎年，保育料の徴収基準を，国の
「徴収金基準額表」に近づけているため，保育料の「父母の負担率」は，49年
度の72り3％から52年度には90．4％へと上昇している。そして逆に，保育料の
「市の代負担率」は，49年度の27、7％から52年度には9‖6％にまで，いらじる
しく低下しており，市の保育行政における「福祉の後退」が明らかに示されて
いるのである。
なお，この「質問」のなかで，「各階層ごと各年令ごとの高松市の1人当り援
苦率」を「明示して下さい」といっているのは，特に，高い保育料を支払わな
ければならないD7・D8層の人達が，「高い市民税」を支払っているのに，一・体
どのくらいの市からの「援護（公費負担）」がなされているのか，その点を知り
たいと強く希望したためである。だがこの点については，市長は，何の回答も
また何の資料も示していない。
（質問15）

高松市の現在のような保育料決定方式にほ，あまりにも大きな問題があり
ます。そこで私たちは，市当局老，父母，学識経験老などの代表者からなる
審議会を設置するとか，あるいほ，幼稚園の保育料と同様に，議会で議決す
るといった方法に，かえる必要があると考えます。この点について市長さん
のお考えをお聞かせ下さい。
（市長回答）

保育料は，高松市保育所条例第3粂および高松市保育所規則第10条の定め
るところにより実施しているものであります。
（解説と問題点）

前節で述べてきたように，今回の突然の「大幅保育料値上げ」は，「市民生活
を破壊するひどい値上げ」であり，しかも，市議会文教厚生委員会などで，十
分審議・検討された結果，決定されたものではない。明らかに「民主主義のルー
ルに反した」ような方法で，「値上げを−・方的に強行」したものといってよい。
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そしてまた，この節でこれまで検討してきたように，高松市の「保育料徴収金
基準額表」自体，あまりにも多くの大きな問題点を含んでいるのである。した
がって「市民の会」では，今後再びこのような事態をくり返さないためにも，
そしてまた，市民生活の実態に見合った「適正」な「保育料徴収金基準額表」
を作成するためにも，「現在のような保育料決定方式」を再検討する必要性があ
ることを訴え，それに対する市長の考えを聞いているのである。しかし市長の
「回答」ほ，この「質問」を回避したものとなっている。
（質問16）

保育料の決定は，地方自治体の自由裁量となっています。従って「国の制
度が悪い」というように，責任をすべて国に転嫁させることはできないと考
えます。特に高松市の場合は県内の他の市町にくらべ，財政が豊かであり，
しかも市長さんは「福祉優先」「流した汗のむくわれる政治」をスP、−ガンに
してきたはずです。それだ桝こ，今回の保育料の突然の大幅借上桝も 多く
の市民にとって非常な衝撃でした。
私たち市民は，福祉行政の一層である保育行政でのこの実態と，市長さん
がこれまで力強く主張されてきた政治姿勢とのくいちがいを，どのように理
解すればよいのでしょうか。この点について市長さんの御説明をお願いいた
します。
（※私たちは決して値上げ−・般を否定しているのではありません。今回の値
上げがあまりにもひどいから，問題にしているのです）。
（市長回答）

次代をになう児童の健全育成の見地にたって児童をとりまく環境の変化等
を適確に把握するとともに，社会情勢の変化，生活環境の変化等に対応し，
計画的に実態に即した施設整備と保育所の適正な運営について，今後とも積
極的に推進してまいりたいと考えております。
（解説と間毘点）

この「質問」は，市長がこれまで主張してきた「福祉優先」，「流した汗のむ
くわれる政治」という政治スロ・−ガンと，現実の保育所行政における「福祉の
後退」とのくいちがいについて市長の見解をただしているのである。勤労者の
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「賃上げ額」をはるかに上回るような「保育料の突然の大幅値上げ」を実施し，
勤労者世帯の家計を「赤字」に追いやることが，一・体どういう意味で「福祉優
先」，「流した汗のむくわれる政治」なのか，多くの市民は，どうしても市長の
「説明」を聞きたいのである。だがしかし，市長は，この点については何の「説
明」もせず，「保育所の適正な運営について，今後とも横極的に推進してまいり
たいと考えております」と述べているにすぎない。
（質問17）

婦人の地位向上のためには，まず婦人が社会に出て働くことだと考えます。
そして，そのためには婦人が家庭外に出て働きやすい生活環境をつくること
が最も重要だと考えます。ところが，このような大幅な保育料の値上捌こよっ
て，婦人は育児期間中ますます家庭にしばりつけられる結果となります。こ
の点に閲し，市長さんほどうお考えでしょうか。御見解をお聞かせ下さい。
（市長回答）

社会経済情勢の変化に伴い，既婚婦人の職場進出が増加していることは，
十分承知しておりますが，特に乳幼児の育児問題につきましては，種々論議
されているところでありまして働く婦人の福祉については，育児休業制度の
普及等をはじめ労働条件，福利厚生の改善等幅広い見地から検討しなければ
ならない問題であると考えております。
（解説と問題点）

これは，「婦人の地位向上」という視点からの質問である。この「質問」のな
かでいわれているように，「婦人の地位向上のためには，まず婦人が社会に出て
働くことだと考えます」と主張し，「婦人の地位向上」のためには，婦人が積極
的に社会に進出し，職業を持ち，社会における婦人労働の役割を増大させるこ
とが重要であると指摘している。ところが，あまりにも保育料が高く，又，勤
務にともなう諸経費のことも考えると，「社会に出て働く」ことが，かえって家
計の「赤字」をまねき，その結果，「婦人は育児期間中ますます家庭にしばりつ
けられる結果となります」と訴え，この点に関する市長の見解を聞いているの
である。しかし市長は，このような「婦人の地位向上」という視点からの切実
な訴えに対し，直接的な回答を避けている。
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（質問18）

育児は家庭の中で母親の手によって私的に．行われるべきである，という考
え方があります。他方では，今日の育児問題は家庭で母親が個人的に解決し
ようとしてももはやできない点が多く，それは社会的に解決されなければな
らない問題であるという考え方もあります。これらの点について市長さんの
率直な御見解をお聞かせ下さい。
（市長回答）

乳幼児の育児問題は，家庭での保育と家庭外での保育の意義と役割りを社
会の変動との関係でどうとらえ，遠けいさせていくかが基本問題であり，あ
くまでも乳幼児の福祉を基本として母親と社会の要請との調和を図るべきで
あると考えます。
（解説と問題点）

これは，今日の保育所行政の根本にかかわる重要な質問である。なぜなら，
市長が，今日の「育児問題」をどのように把握し理解しているか，またどのよ
うな「育児観」をもっているかによって，市の保育所行政は大きく左右される
からである。
わが国における児童の生活環境をながめてみると，それは，高度経済成長の
過程のなかで大きく変化した。人口の都市集中化にともなう核家族化によって，
若い母親は，年寄達から育児についての必要な知識を学ぶことが困難となった。
そのため，都市の狭陰な閉された住宅のなかで，それぞれの母親がまっ2たく孤
立した状態で育児をしており，しばしば育児ノイロ、−ゼにおちいっている。ま
た，子ども達も，遊び場や遊び友達がうばわれ，狭いわが家で，母親とだけの
生活を強いられている。このほか，騒音・過密地域やいわゆる「歓楽街」地域
での住居といったような問題も加わり，「質問」のなかでもいわれているように，
「今日の育児問題は家庭で母親が個人的に解決しようとしてももはやできな
い」という状況が，しばしば見られるのである。
そして，このような状況を考えるとき，保育所は，子どもの健全な成長と発
達を保障する場として，又，若い母親達の「育児」のコミュニケーショソをほ
かる場としても，重要な意味をもっていると考えられるのである。

−42J−

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

−422−

香川大学経済学部 研究年報 22

そして「市民の会」では，このような問題意識を持ったうえで，市長が，今
日の「育児問題」をどう理解しているのか，そしてまた，それによ、つて，今後
の市の保育行政がどのようにおこなわれて行くのかを判断するために，上記の
ような質問内容となったのである。しかし，この「質問」に対する市長の「回
答」は，明確さを欠き，実に「わかりにくい」ものとなっている。
（質問19）

現在の保育所問題については，基本的にほ国の補助制度に最大の問題があ
ることを私達は十分承知しております。そこで市長さんは，国の制度改善の
ために今後どのような具体的な行動をとられるのでしょうか。又，改善され
るまでほ，どのような方針でゆかれるのでしょうか。保育所の増設や来年度
以降の保育料の問題も含めて，市長さんの基本方針をお聞かせ下さい。
（市長回答）

保育行政の問題点は，施設整備費にかかる超過負担や保育所の運営に要す
る措置費等の超過負担問題で，本市もこれら改善について従来から機会ある
ごとに市長会ならびに議長会等を通じ国に要望してまいったところでありま
す。
なお，保育所の増設および来年度以降の保育料については，議会のご意見
をふまえて慎重に検討してまいりたいと考えております。
（解説と問題点）

これまで検討してきたように，現在の保育所がかかえている諸問題が生じる
最大の原因は，保育所に対する，現在の国庫負担制度にある。この国庫負担制
度を改善しない限り，保育所の増設や高額保育料といった諸問題を，根本的に
解決することがむつかしい。そこでこの「質問」は，市長が国に対し，「制度改
善」のため，今後具体的にどのような行動をとられるのか，その点をたずねた
ものである。「市民の会」としても，市長の今後の積極的な行動を期待している
のである。
なお，「国の制度」が「改善」されるまでの間，「保育所の増設や来年度以降
の保育料」など，どのようにされるのかという，市長の「基本方針」について
の「質問」に対しては，「議会のご意見をふまえて慎重に検討してまいりたいと
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考えております」と述べるにとどまり，市長自身の具体的な「基本方針」につ
いては，何も明らかにしていない。「市民の会」をはじめ多くの父母は，市長が，
国庫負担制度のもつ「欠陥」を，そのまま市民に「しわ寄せ」することのない
よう，強く希望しているのである。
（質問20）

最後に，今年度の保育料を白紙還元し，再検討するお考えはおありでしょ
うか。又，そのために「予備費」を使うとか，6月の市議会に対し予算修正
の提案を行なうといったような具体的なお考えがあるのでしょうか。その点
について市長さんの御見解をお伺いいたします。
（市長回答）

本年度の保育料につきましては，既に決定告示をいたしておるところであ
りますが，過般国から示された昭和52年度の徴収金基準額表との関係等を検
討し，議会のご意志をふまえて対処してまいりたいと考えております。
（解説と問題点）

市当局は，6月13日，市議会文教厚生委員会の調査会に対し，保育料の「減
額手直し案」を示した。そして調査会は，「賛成多数」で，この「減額手直し案」
を認め，4月1日にさかのばって実施することを決定した。
その「減額手直し案」の内容は，（1）D8層の「3歳未満児」の保育料を最高月
額4万4，850円から，3万5，050円に減額する。（2）「3歳以上児」のD7層，D8
層の月額最高保育料を2万3，900円から1万8，600円に減額する。（3）同一世帯
から2人以上入所している場合，2人目から半額にする適用世帯を，これまで
のD3層からD。層まで広げる，といった内容のものであった。
しかし，この「減額手直し案」は，新聞などで「ちょっぴり修正」と報道さ
れているように，「市民の会」が期待していた「修正案」とは，ほど遠いもので
あった。まず，「3歳未満児」の最高月額保育料を3万5，050円に減額すること
によって，保育所規模による保育料格差は大幅に解消された。しかし，前年度
の月額1万7，650円にくらべると，なお額にして1万7，400円，率にして98
6％もの値上捌こなっているのである。しかも，52年度の国の告示した「徴収金
基準額表」によれば，D8層の最高月額保育料は3万9，000円であり，市のD8層
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の最高月額保育料4万4，850円は，明らかに国の基準を越えていたため修正せ
ざるをえなかったのである。したがって，市のD8層の保育料は，国の基準にく
らべ，3，950円（3万9，000円−3万5，050円）減額されたにすぎない。又，第
二了の半額免除についても，国の基準が，52年度ほ，51年度のD3層からD4層
へと広げられたため，市も，この国の基準にしたがったにすぎず，何ら高松市
独自の半額免除案ではない。このように，市の「減額手直し秦」は，市の52年
度保育料告示後，国の52年度の基準が示され，国の基準をこえて高くなってい
る部分を，あわてて修正した程度のものにすぎなかったのである。
しかし，53年度以降は，52年の「市民の会」を中心とした「値上げ反対運動」
や，その他多くの地域住民の厳しい批判などの影響もあって，第21表に示され
ているように，「3歳未満児」の最高月額保育料の値上げは抑制されている。し
かし，52年度の保育料値上げがあまりにも大きかったため，依然として，保育
料の最高月額は，父母の生活実態からかけ離れた高い状態のままになっている
のである。
第21表 保育料最高額の
推移（高松市）

昭和52年度

53
54
55
56
57

35，050 円
35，940
37，100
37，900
38，500
39，950

くむすびにかえて〉

以上で検討してきたように，現在の「高額保育料」問題は，つきつめてゆけ
ば，結局，現在の保育所に対する国庫負担制度に最大の原因があることが判明
した。保育所の建設ならびに運営に対する国庫負担金交付の算定基準を改善し，

ノダβ2

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

保育所行財政と「高額保育料」問題
地方自治体の「超過負担」を解消しない限り，「高額保育料」問題ほノ，根本的に
解決しないと考えられる。
しかしだからといって，地方自治体は，国の保育料の「徴収金基準額衰」を
そのまま安易に適用することが許されるわけではない。国の定める「徴収金基
準額表」は，あくまでも，国庫負担金交付の算定基準にすぎず，これまで検討
してきたように，これを実際の保育料の徴収基準として適用すると，あまりに
もさまざまな「不合理」な点を生み出すのである。保育料の徴収ほ，地方自治
体の「自由裁量」にまかされているのである。したがって，地方自治体は，「逆
格差」を生むといったような多くの「不合理」な点を有する国の「徴収金基準
額表」を安易に適用するのではなく，その地方の勤労者の生活実態に見合った，
より「合理的」な「保育料徴収金基準額表」を作成し，それにもとづいて，父
母からの保育料を徴収すべきであると考えるのである。
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