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認定こども園制度の在り方に関する検討会（第１回） 
 

 

１．日時 平成２０年１０月１５日（水）１５：００～１７：００ 

 

 

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室 

 

 

３．出席者 

 

安藤 哲也    ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事 

池本 美香    日本総合研究所主任研究員 

猪熊 律子    読売新聞東京本社編集局社会保障部次長 

長田 朋久    横川さくら保育園園長 

清原 桂子    兵庫県理事（知事代理） 

駒村 康平    慶応義塾大学経済学部教授 

齋藤 正寧    秋田県井川町長 

田村  哲夫    認定こども園青葉学園野沢こども園園長 

中澤 卓史    高知県教育長 

森  貞述    愛知県高浜市長 

山縣 文治    大阪市立大学生活科学部教授 

吉田 敬岳    自由ヶ丘幼稚園園長 

吉田 正幸    （有）遊育代表取締役 

若盛 正城    認定こども園こどものもり園長 

渡邉 英則    認定こども園ゆうゆうのもり幼保園長 

 

 

４．議事要旨 

 

○川又参事官 それでは、定刻となりましたので始めさせていただきます。安藤委員が少々

遅れているようでございますが、進めさせていただければと思います。 

 本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまより、

認定こども園制度の在り方に関する検討会の第 1回の会合を開催いたします。私は、内閣

府で少子化対策担当をしております参事官の川又と申します。どうぞよろしくお願いいた
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します。議事に入りますまでの間、私の方で進行させていただきます。 

 なお、本検討会は公開という取り扱いをさせていただいておりますので、御了承いただ

ければと思います。 

 本来、内閣府で少子化を担当しております小渕大臣から御挨拶を申し上げるところでご

ざいますが、本日国会審議のため欠席をさせていただいております。代わりまして、内閣

府の統括官、松田より皆様方に御挨拶をさせていただきます。 

○松田政策統括官 内閣府で少子化対策推進室長を兼務しております共生社会政策統括官

の松田でございます。委員の皆様におかれましては、お忙しいところお集まりいただきま

してありがとうございます。 

 今、司会の方から申し上げましたように、少子化担当の小渕大臣は本検討会の出席を強

く希望しておりましたけれども、ちょうど参議院予算委員会の総括審議ということで、全

大臣出席ということで、やむを得ず欠席をさせていただくことになりました。おわび申し

上げます。 

 なお、小渕大臣から、くれぐれも委員の皆様方によろしく御伝言願いたいということで

承っておりますので、御紹介申し上げます。２回目以降、大臣には可能な限り出席してい

ただく予定でございます。 

 さて、本夏に取りまとめられました骨太 2008、それから５つの安心プラン、これで認定

こども園の制度改革につきまして平成 20 年度内に結論を得るということになっておりま

す。この検討を具体的に進めるために、このたび内閣府特命担当大臣（少子化担当）、文部

科学大臣、厚生労働大臣の合意の下に本検討会を開催することになりました。 

 認定こども園につきましては、アンケート結果を見ますと、利用者から大変高い評価を

いただいておりますけれども、一方で認定件数が伸び悩んでいるといったような実態もご

ざいます。 

 本検討会には、有識者、自治体関係者、認定こども園、保育所・幼稚園と様々な関係者

に御参加いただいておりますので、幅広い観点から、また利用者の視点に立った御議論を

いただきたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○川又参事官 それでは、資料の確認をさせていただきます。議事次第の次に資料１とし

て、「認定こども園制度の在り方に関する検討会」の開催について、続きまして資料２、認

定こども園について、それから付属の参考資料という縦型の資料がございます。その後、

本日委員からの配付といたしまして、安藤委員配付資料として１枚紙、「ファザーリング・

ジャパン」がございます。それから、兵庫県の井戸知事からの配付資料として、「認定こど

も園制度についての提案」という資料がございます。あと、委員の皆様方には認定こども

園の関係法令の冊子が机上に配付されておりますので、御確認いただければと思います。

よろしいでしょうか。 

 続きまして、検討会の委員の皆様の御紹介をさせていただきます。委員の皆様方には後

ほど自己紹介も兼ねまして御発言をいただきたいと思いますが、まずお名前のみ御紹介さ
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せていただきます。先ほどの資料１に名簿がございますので、あいうえお順に御紹介させ

ていただきます。 

 初めに、座長の御紹介をさせていただきます。本検討会の座長といたしまして、大阪市

立大学生活科学部教授の山縣文治先生に座長をお願いしておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 続きまして、御出席の委員の皆様を順に御紹介させていただきます。初めに、ＮＰＯ法

人ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也委員でございます。続きまして、日本総

合研究所主任研究員、池本美香委員でございます。次に、兵庫県知事、井戸敏三委員でご

ざいますが、本日御都合により代理で兵庫県理事、清原桂子委員代理でございます。読売

新聞東京本社編集局社会保障部次長、猪熊律子委員でございます。横川さくら保育園園長、

長田朋久委員でございます。慶応義塾大学経済学部教授、駒村康平委員でございます。秋

田県井川町長、齋藤正寧委員でございます。認定こども園青葉学園野沢こども園園長、田

村哲夫委員でございます。高知県教育長、中澤卓史委員でございます。愛知県高浜市長、

森貞述委員でございます。自由ヶ丘幼稚園園長、吉田敬岳委員でございます。遊育代表取

締役、吉田正幸委員でございます。認定こども園こどものもり理事長、若盛正城委員でご

ざいます。 

○若盛委員 後ほどと思いましたが、理事長は法人の方でございまして、園長でございま

す。よろしくお願い申し上げます。 

○川又参事官 失礼いたしました。認定こども園ゆうゆうのもり幼保園長、渡邉英則委員

でございます。 

 また、本日は御欠席でございますけれども、東京大学大学院教育学研究科教授、秋田喜

代美委員、白梅学園大学教授、無藤隆委員にも本検討会の委員として御参加をいただいて

おりますので、御紹介させていただきます。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。先ほど御挨拶申し上げました内閣府

の統括官、松田でございます。文部科学省でございます。金森初等中等教育局長、德久初

等中等教育局担当大臣官房審議官、濵谷幼児教育課長でございます。厚生労働省でござい

ます。村木雇用均等・児童家庭局長、今里保育課長でございます。 

 以上でございます。 

 それでは、ここからは山縣座長の方に議事の進行をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○山縣座長 改めまして、大阪市立大学の山縣と申します。諸先輩方を差し置きまして、

座長ということになってしまいました。図らずもというところでしょうが、恐らく図られ

まして座長になったのではないか、しっかり勉強しろということだと思いますので、皆さ

ん方の十分な御意見を伺いながら、子どもたちのための制度になれるような議論ができた

らと思っております。しかしながら、私は大阪の方に住んでおりまして、ときには遅れて

しまったり、どうしても都合がつかないことがあろうかと思います。この検討会につきま
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しては、特に細かい規定はないようですが、申し訳ないですけれども、座長代理を置かせ

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。本日は御欠席ですが、白梅大学の無藤

先生に内々に御了解をいただいておりますので、皆さん方の御了解を得ましたら、また無

藤先生の方に公式にお願いをしたいと思います。 ありがとうございます。 

 それでは、早速議事に入っていきたいと思います。先ほど紹介がありました資料につき

まして、事務局から簡単に説明をお願いしたいと思います。 

○川又参事官 それでは、資料１をお願いいたします。本検討会の開催について再確認の

意味で御説明をさせていただきます。 

 資料１、２枚紙でございますけれども、本検討会の趣旨といたしましては、先ほど統括

官の挨拶でも申し上げましたが、経済財政改革の基本方針、いわゆる骨太の方針という予

算編成の基本方針の中でも言及されておりまして、５つの安心プランという７月に取りま

とめられたプランの中にも、平成 20 年度中に認定こども園制度の改革について結論を得る

とされているところでございます。資料１の次のページにそこの抜粋を備考として記載し

ておりますので、御覧いただければと思います。 

 本検討会は、認定こども園の運用改善につきましては、これまでも文部科学省、厚生労

働省という所管省庁におきまして様々に検討が行なわれてきておりますけれども、このた

び内閣府少子化担当大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、３大臣合意によりまして年度内

の制度改革の検討を行なうということで、本検討会を開催することとなったものです。 

 ２番の検討会の委員につきましては、先ほど御紹介させていただきましたとおりでござ

います。 

 なお、ここには記載してございませんけれども、今後の大ざっぱなスケジュールとして

事務局が考えているところをお話をさせていただければと思います。回数としては、皆様

お忙しい先生方で恐縮でございますけれども、概ね月１回程度の開催をさせていただけれ

ばと考えております。また、この閣議決定などによって 20 年度中に結論を得るとされてお

りますので、期限としては来年の３月までに取りまとめをいただく予定といたしておりま

す。また、可能であれば、年内にでも中間的な論点整理なりともお願いできればと考えて

おります。また、具体的な進め方等につきましては、今後委員の皆様方の御意見も伺いな

がら、また山縣座長と御相談をさせていただいて議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 資料１につきましては以上です。 

 引き続き、資料２につきまして、所管部局より認定こども園の現状等につきまして御説

明をさせていただきます。 

○濵谷幼児教育課長 幼児教育課長でございます。それでは、資料２に基づきまして、認

定こども園の現状につきまして簡単に御説明させていただきます。 

 １ページをめくっていただきます。認定こども園の制度化の背景でございます。皆様御

承知のことかと思いますけれども、改めて御説明いたします。少子化の進行、教育・保育
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ニーズの多様化に伴いまして、これまでの保育所、あるいは幼稚園といった取り組みだけ

では対応できない状況が顕在化したということでございます。例えば、親の就労の有無で

利用施設が限定される、親が働いていれば保育所、働いていなければ幼稚園、それから、

少子化が進む中で、幼稚園と保育所別々では集団としての規模が小規模化し、運営も非効

率になるということでございます。特に過疎地域等でこういった状況が生じているという

ことでございます。他方、特に都市部中心でございますけれども、保育所の待機児童が２

万人以上存在する一方で、幼稚園については平成７年から 19 年の 10 年余りで 10 万人程度

減少しているというような偏在がある、それから、特に家庭教育という面では育児不安の

大きい専業主婦家庭への支援が大幅に不足している、こういった状況がございます。 

 こういった状況を踏まえまして、新たな選択肢としての認定こども園制度が必要ではな

いかというようなことでありまして、親の就労の有無にかかわらず施設利用が可能になる

とか、適切な規模の子ども集団を保ち子どもの育ちの場を確保する、あるいは資源の有効

活用という観点から、既存の幼稚園の活用によりまして待機児童が解消される、あるいは

育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域の子育て支援が充実する、こういった

ことを目的とするものでございます。 

 ２ページでございます。認定こども園制度でございますけれども、古くは約５年前から

骨太 2003、あるいは規制改革の推進計画で閣議決定され、その後中央教育審議会と社会保

障審議会の部会の合同部会におきまして検討され、更に 17 年度に 35 か所での試みの事業

を先行実施しまして、こういった先行事業の評価を踏まえまして、18 年 10 月から制度が

施行されたという経緯でございます。 

 ３ページでございます。認定こども園制度の概要でございますけれども、機能としては

大きく２つということでございまして、就学前の子ども、６歳未満の子どもに対しまして

幼児教育と保育を総合的に提供するということで、保護者の就労の有無にかかわらず教

育・保育を一体的に行なうという機能が１つ。もう一つが、先ほど申し上げた中で地域に

おける子育て支援を行なう機能ということで、子育て家庭を対象にして相談活動、あるい

は親子の集いの場の提供などを行なう機能と、大きく分けてこういった２つの機能を果た

すという目的で設置をされております。 

 こういったことで、下の図にありますけれども、幼稚園については幼児教育を目的とし、

３歳以上の子どもを対象にする。一方で、保育所についてはゼロ歳から６歳まででござい

ますけれども、保育に欠ける子どものみを対象とするということで、それぞれ一部欠けて

いるところがあるわけですけれども、そういったものを総合的に提供するという施設でご

ざいまして、都道府県が認定するという形で制度化されているものでございます。 

 認定こども園のタイプでございますが、４類型ございまして、幼保連携型ということで

幼稚園と保育所の双方の認可を取って一体的な運営を行なうタイプ、それから幼稚園が保

育に欠ける子どもも受け入れて、幼稚園をベースにして一体的な運営を行なうタイプ、逆

に保育所が保育に欠けない子どもを受け入れて、幼稚園的な機能も行なうタイプ、最後に
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地方裁量型ということで、それぞれ幼稚園・保育所いずれの認可もございませんけれども、

機能としては同じような機能、総合的な機能を持つタイプ、こういう４類型がございます。 

 現状でございますが、４ページでございます。先ほど内閣府からも御説明がございまし

たけれども、20 年４月１日現在でございまして、直近ではもうちょっと増えておりますが、

認定件数は 229 件でございます。ただ、申請の見込み件数を 19 年４月に都道府県を通じて

調査した結果では、2,000 件程度の申請見込みがありますので、申請の希望に対しては１

割強ということで、まだまだ数が少ないという状況でございます。 

 ちなみに、認定件数を類型ごとに見ていただきますと、幼保連携型が約半分、それから

幼稚園型、保育所型と続き、地方裁量型が 14 件、こういった状況でございます。 

 認定こども園制度は、幼稚園・保育所といった縦割りの排除ということも目的につくら

れて、総合的な提供ということでつくられているわけですが、これまでの文部科学、厚生

労働両省の連携方策でございますけれども、両省に幼保連携推進室を設置しまして一体的

な行政運営を行なう、あるいは、関係者の研修会における業務説明、個別園の相談対応、

パンフレット、ホームページの開設、それから都道府県、自治体レベルにおける認定こど

も園担当の窓口の一本化の推進などをこれまで行なってきております。 

 ５ページでございます。これは県別に認定件数を見たものでございますけれども、ぱっ

と見ていただくとわかりますとおり、地域によってかなりばらつきがございます。10 以上

の２けたに達しているのが、北海道、秋田、群馬、東京、神奈川、兵庫、長崎といったと

ころが２けたである一方、まだ１件もない県も幾つかあるといった状況でございます。 

 また、数は少のうございますけれども、こういった多い県、あるいは今日参加していた

だいている高知県におきましても、県単で認定こども園の推進のための方策を講じていた

だいているといった状況でございます。 

 ６ページでございますが、財政措置でございますけれども、先ほどは４類型あると申し

上げましたけれども、幼保連携型につきましては幼稚園・保育所はそれぞれ私学助成や施

設整備費、あるいは保育所運営費負担金といった形で、ハード、ソフトとも現行の幼稚園・

保育所の補助を組み合わせた財政措置がなされるということであります。 

 一方で、幼稚園型、保育所型につきましては、幼稚園に対する助成、保育所に対する助

成はございますけれども、言わば機能を追加した保育所機能、幼稚園機能、この無認可の

部分については現行では財政支援がないといった状況でございまして、こういったところ

が課題の一つということで、後ほど概算要求に出てまいるわけでございます。また、地方

裁量型につきましては、地域の実情に応じた類型ということで、一般財源で地方公共団体

独自の支援を想定しているということでございます。 

 それから、現行制度の財政支援に続きまして、７ページでございますが、ベースは現行

の幼稚園・保育所に対する助成でございますが、認定こども園については特例がございま

す。まず、幼稚園につきましてはハード、ソフトいずれも助成措置がございますけれども、

現行制度では学校法人のみが助成対象でございますが、認定こども園に対しましては社会
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福祉法人に対しても助成するという法律上の特例が設けられております。また、保育所に

ついては、ハードについては基本的には社会福祉法人等に限定されておりますが、これを

学校法人にも拡大する。あるいは、運営費については、これは基本的には設置主体にかか

わらず助成するということで広く開かれておりますが、更に助成対象を拡大ということで、

定員規模は原則は 60 人でございますけれども、定員 10 人でも保育所の認可をするという

ことで、認定こども園については更に助成対象を拡大している状況でございます。 

 それから、８ページでございますが、認定こども園制度の特例として、ここも大きいわ

けでございますが、利用手続と利用料の関係でございます。左上の箱でございますが、幼

稚園・保育所の利用手続でございますが、保育所については基本的には市町村が契約主体

で、利用料についても基本的には市町村が決定するという仕組みでございます一方で、幼

稚園については幼稚園と利用者の直接契約で、また利用料についても直接に幼稚園が決定

するという仕組みでございます。認定こども園につきましては、右上でございますけれど

も、基本的には幼稚園と同様、認定こども園に直接申し込み、契約は施設と直接行なう仕

組みになっております。ただ、括弧書きでございますけれども、保育に欠けるという要件

がございますけれども、その認定については市町村が認定した上で契約は直接ということ

でございますし、右下でございますが、利用料につきましても設定を柔軟にできるよう、

施設が利用料を設定し徴収するというのが原則でございます。 

 続きまして、９ページでございます。後ほど申し上げます様々な指摘がございますので、

最近文部科学、厚生労働、両省におきまして認定こども園に関するアンケート調査を行な

った結果でございます。保護者、施設、市町村、都道府県といった方々を対象にアンケー

トを行ないましたが、先ほども内閣府から御紹介がありましたけれども、利用者、保護者

の８割近く、それから認定を受けた施設の９割以上が認定こども園制度を評価をいたして

おりますし、保護者の９割近くから制度を推進していくべきとの回答が得られております。

そういう意味では、初度の目的といいましょうか、利用者サイドからするとかなり高い評

価が得られているという状況でございます。 

 一方で、サービス提供側、あるいは行政が取り組むべきと考える課題も浮き彫りになっ

ております。大体共通のところといたしましては、財政支援が十分ではない、特に先ほど

の白抜きのところの無認可の保育機能、あるいは無認可の幼稚園機能のところへの財政支

援というところだと思いますけれども、十分ではない。それから、文科省と厚労省の連携、

縦割りが煩雑だといったこと、それから施設の中での会計事務処理が複雑だ、やりづらい、

こういったことがアンケート結果の課題として浮き上がってきております。 

 10 ページでございます。こういった特に縦割り行政等、運用面での課題があるというこ

とで、待機児童ゼロ作戦から規制改革、それから教育再生懇談会、地方分権などで、運営

面の改善を中心に様々な指摘がなされております。 

 こういったものがベースになりまして、11 ページでございます。先ほども御紹介がござ

いましたけれども、骨太 2008 におきまして、こども交付金の導入など、認定こども園に関
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する補助金の一本化による二重行政の解消策を検討し、平成 20 年夏を目途に取りまとめ、

平成 20 年度中に制度改革についての結論を得るということが閣議決定されておりますし、

その直後に閣議決定されました教育振興基本計画におきましても、今回の計画期間中、５

年間でございますけれども、できる限り早期に認定件数が 2,000 件以上になることを目指

し、普及啓発、円滑な移行に向けた運用改善を行なうとともに、制度改革に取り組むとい

うことが閣議決定されております。 

 更に、５つの安心プランにおきまして、これが今回の概算要求のベースになっているわ

けでございますけれども、集中重点期間、平成 22 年度まででございますけれども、緊急整

備のための資金等からなるこども交付金を創設し、国・地方による幼保の枠組みを超えた

総合的な財政支援を検討すべし、あるいは、国・都道府県・市町村を通じた交付金の申請・

執行の一本化を推進すべしということが盛り込まれますとともに、今回の検討会の基にな

るわけですけれども、地方公共団体、利用者等の関係者の意見を踏まえた制度改革に向け

た検討を行なうべし、20 年度中に結論を得るといったこと。それから、会計処理、監査事

務の簡素化、普及啓発を図るガイドラインの整備等の運用改善策の取りまとめによる二重

行政の解消といったことが総理の安心プランに盛り込まれております。 

 また、次のページでございますけれども、５つの安心プランが公表された同じ日でござ

いますけれども、この５月から両省の局長でアンケート調査や各種指摘も踏まえまして普

及促進等に関する検討会を立ち上げておりましたけれども、運用改善策を中心とした改善

方策を７月 29 日に取りまとめております。 

 １番目はこども交付金の制度の創設ということで、先ほど申し上げたのと同じでござい

ます。運用改善につきましても、幾つか指摘に答える形での提言がなされております。ま

ず２番の（１）でございますが、会計処理の改善ということで、負担金と補助金間の年度

内資金貸借の弾力化ということでございます。これは特に保育所運営費負担金については、

負担金ということでなかなか資金の流用がしづらい。年度内の貸し借り自体も認められて

いなかったわけですけれども、幼稚園関係との資金の貸し借り、流用を年度内に認めると

いう内容。それから、（１）の３つ目の○でございますけれども、例えば学校法人が保育所

と幼稚園両方を運営する、それから社会福祉法人が両方運営するといった場合に、保育所

については社会福祉法人会計、幼稚園については学校法人会計ということで、どちらの法

人におきましても２つの会計基準に則って処理しなければいけない、これは非常に煩雑だ

という指摘もございまして、例えば、学校法人であれば保育所を含めて学校法人会計基準

で処理する、逆もしかり、こういったことができないか、専門家も交えた具体的検討を実

施しているところでございます。 

 その他、制度の普及啓発、それから認定申請手続等の簡素化とともに、（４）でございま

すが、監査事務の簡素化についても盛り込まれております。これも基本的には監査が定期

的に行なわれておりますが、保育所サイドがベースでございますが、一定の条件を満たし

た場合、監査の簡素化についての検討をする、あるいは監査事務に関するガイドラインの
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作成をするといったことが改善方策として盛り込まれております。 

 続きまして、13 ページでございます。こういった種々の御指摘をいただき、特に財政支

援が不十分だというところに対応すべく、あるいは二重行政の解消というところに対応す

べく、21 年度の概算要求におきまして、認定こども園幼保連携型移行・設置促進事業とい

うものを文科、厚労、両省から要求をいたしております。約百億の要求でございまして、

内容といたしましては、真ん中に（１）、（２）とございますが、ハード、ソフトがござい

ます。まず、ハードが約六十億ということで、これは幼保連携型への移行を促進するとい

うことが目的でございますけれども、必要な施設整備を現在は幼稚園・保育所それぞれの

補助制度で補助率等も違うわけですが、同じような補助率等、一体的な補助金として要求

をいたしているものでございます。また、ソフトの部分でございますけれども、これは 42

億でございますが、２つございまして、幼稚園型・保育所型の認可外部分、無認可のとこ

ろについては、幼稚園が保育所機能を担う、保育所が幼稚園機能を担う部分については、

現在事業費の支援がないわけでございますが、ここに支援をする。それから、②でござい

ますけれども、言わばかかり増し経費といいましょうか、認定こども園になることにより

まして、例えば保育所において直接契約でいろいろな利用料の処理をしなければいけない、

あるいは会計処理についても両方の会計を見なければいけないということで、そういった

言わば認定こども園になることによるかかり増し経費について支援をしていこうという内

容でございます。 

 これを類型別に見ますと、その下にございますが、繰り返しになりますけれども、幼保

連携型については既存の補助制度がございますけれども、新たに幼保の枠組みを超えた別

枠の一体的な新たな施設整備の補助を行なうという内容、それから幼稚園型と保育所型に

つきましては、真ん中の白抜きの部分、無認可の部分に対しまして、例えば幼稚園が調理

室をつくる、保育所が教室をつくるといった、言わば無認可の施設整備なりについてのハ

ードの支援と、その後に運営が行なわれた場合には事業費の補助も合わせて行なうという

ことでございます。ただ、幼保連携型へ移行促進ということでございますので、いずれは

幼保連携型へ移行するという前提としてこういった支援を行なっていこうという内容でご

ざいます。 

 最後、14 ページでございます。こども交付金という言葉が閣議決定等で出てまいります

けれども、こども交付金自体は、先ほど御説明いたしました今回の概算要求の財政措置と

従来の私学助成、あるいは保育所運営費負担金等の財政措置の総称という理解でございま

す。新たな財政措置につきましては、真ん中の部分でございますけれども、補助制度を一

本化するということでございます。これは補助金の交付要綱を一本化するとともに、都道

府県・市町村を通じた窓口も一本化、あるいは交付決定も一本化、ヒアリング等も一本化

ということで、完全に事務的には一本化して運営していくということを想定しております。 

 また、従来の財政措置、私学助成や保育所運営費負担金でございますけれども、これは

従来の枠組みがございますので、あるいは都道府県なりの御理解、御協力が必要でござい
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ますので、可能な限りということでございますが、申請・執行手続の一本化を推進してま

いりたいということと、先ほどちょっと申し上げましたけれども、法人内におきましても

資金運用の弾力化、年度内資金貸借の弾力化でございますけれども、図ってまいりたいと

いうことでございます。 

 現状、以上でございます。 

○山縣座長 資料２に関する説明をありがとうございました。 

 ここで、本来ならば今の資料につきましても各委員からの御質問ということになろうか

と思いますが、本日は第１回目ということもありまして、各委員にそれぞれいろいろな立

場で御参画いただいておりますので、各委員の御意見、それぞれの御立場とか、あるいは

安藤委員のように別途資料等もお持ちいただいているようでございますので、その辺を少

しお伺いをして、後で御質問、意見交換とさせていこうかと思っています。 

 しかしながら、あと 90 分の予定ですけれども、14 人参加していただいております。単

純にやっても５分あるかないかという感じになりますので、余り長くしゃべられますと、

きっとどこかでマイクが消えるのではないかと思います。三、四分で、今までの取り組み

とか、特に現場の方々はその辺の話、御苦労、御提案等をいただけたらと思っています。 

 順番は、本来ならばあいうえお順ということでしょうけれども、猪熊委員と田村委員が

公務で途中で席を外されるとお伺いをしておりますので、申し訳ありませんけれども、最

初に猪熊委員と田村委員にお話を聞いて、あとは安藤委員から順にと考えております。よ

ろしいでしょうか。 

 では、猪熊委員からよろしくお願いします。 

○猪熊委員 読売新聞の猪熊と申します。よろしくお願いいたします。現在、社会保障部

という部署に所属しております。社会保障部というのは 2000 年３月にできた部署で、年金、

医療、介護、少子化問題などを取材しております。 

 私自身は、高齢化問題というのは非常に面白いなと思っていて、90 年初めに岩手県の盛

岡支局に行ったときなどは、岩手県内の 100 歳以上の方々をインタビューして回りました。

また、アメリカでは、「プロダクティブ・エイジング」といって、生涯現役で活躍する高齢

者の方を取材したりしてきました。社会保障制度の取材を続けてきて、最近特に感じてい

ますことは、「社会保障」というと、伝統的に、年金、医療、介護制度などを指し、今は特

に、年金の記録漏れの問題ですとか、後期高齢者医療の問題で、高齢化が進む中で高齢者

への給付をどうするかということが大きな関心事項となっているわけですけれども、社会

保障制度の土台を支えている現役子育て世代や若者、そして、子どもへの支援をもっとし

ていかなければいけないのではないか、ということを、取材を通じて痛切に感じています。

その意味では、社会保障という分野も、若者への雇用支援など、もっと幅を広げていかな

ければいけないと思っています。 

 海外の高福祉・高負担国を取材で回ったことがありますけれども、やはり現役子育て世

代向けの給付がきちんとなされていることが、結果的に、国民の高負担への納得感につな
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がっているということを感じました。日本に翻ってみれば、社会保障給付費の配分をもう

ちょっと見直したらどうかということにつながります。日本では、ご存じのように、高齢

者向けの給付費が給付費全体の７割を占めるのに、子育てをしている家族向けは４％弱し

かないなど、海外の先進国と比較しても家族向けの給付の割合が低いという状況がありま

すので、ここをきちんとしていかなければいけないなと思っています。 

 最近は、それに加えて、「ワーキングプア」といった言葉にも見られるように、雇用形態

が様変わりし、非正規雇用が雇用者全体の３割を超えるという状況になって、それが「子

どもの貧困」とか、生活・教育格差を生み出しているといわれます。ＯＥＣＤのデータに

よると、日本の 17 歳以下の子どもの７人に１人は貧困状態にあります。子どもの「育ち」

とか、教育というものを真剣に考えなければいけないと思っています。 

 さて、「認定こども園」は、親の就労とか家庭の事情にかかわらずに、就学前の子どもの

育ちを地域が一体となって保障するというもので、その考え方自体は非常に賛同できるも

のです。 

 以前、保育園や幼稚園の取材をしたときに、保育園の「保育に欠ける子」という定義そ

のものが時代にそぐわなくなっている、ということを感じました。子どもの立場から見れ

ば、保育も教育も必要です。また、親の就労形態が様変わりする中で、従来のような「フ

ルタイムか専業主婦か」という二者択一的な考え方では現状に合わなくなっています。 

 ただ、今日、御説明の資料にありましたように、2,000 できるはずだった認定こども園

が 200 ぐらいにとどまっているということがあります。この背景を、よく分析する必要が

あると思っています。保育園や幼稚園にとって、認定こども園になるメリットは何なのか。

また、何よりも、利用者である親とか子どもにとって、認定こども園というのがどういう

ものなのかということをよく考えなければなりません。その意味で、特に現場の方の意見

をよく聞かせていただきたいなと思っています。併せて、可能であれば、就学前の子ども

の保育や教育をどうしているのかという点で、海外の事情も少し勉強できればと思ってお

ります。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。続きまして、田村委員、お願いします。 

○田村委員 ちょっと所用がございまして、公務なんですけれども、中途で失礼させてい

ただきますので、お先に申し上げさせていただきます。 

 現在、青葉学園野沢こども園というこども園の園長をしております。東京都でこども園

認定・認可の第１号でございまして、私どもと一緒に認可は何個もあるんですけれども、

その第１号ということで一生懸命こども園の運営をさせていただいております。 

 先般、こども園を開始しまして１年余たってきましたので、いわゆる外部評価というの

を受けました。結果は、先ほど全体的な報告がございましたので、同じだなと思ったんで

すが、とにかく非常に前向きに、利用者・保護者の意見がこども園に対しては評判がいい

んですね。是非やってほしいという意見が圧倒的に多いんです。ほとんど文句がないんで
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すね。そのことは私どもはやってきて非常に勇気づけられました。 

 ですから、この制度は制度としては間違いないんだろうと思うんですね。しかし、何人

かの方にお伺いしてみると、幼稚園の先生方が多かったんですけれども、現状のままこど

も園に切り替えると、もう完全な赤字になってしまうという御意見があちこちからお伺い

できました。その赤字の原因は何かよくわかりませんけれども、詳しく調べたわけではあ

りませんし、何となくアバウトでお聞きした話ですから、なかなか難しい問題があるんだ

ろうという気がしております。 

 もっとも、細かくいろいろ聞いてみると、制度が変わったにもかかわらず、具体的な施

策において十分でないところがあったような感じがします。目の前に関係の偉い方々がい

らっしゃるので言いにくいんですけれども、現場の先生方の意見を聞きますと、何かそん

な感じがしますので、その辺の分析をちょうどこの時期にきちんとしていただいて、より

良いこども園ができて、要するにこれは検討会の答申にはっきり出ているように、子ども

のためにつくられる施設でございます。すべての子どもによりよいものをという目標がは

っきりしている。そのために設計された施設ですので、それが親の評判を高くもらってい

るということは、制度としては仕組みはまず間違っていないと率直に思っておりますので、

そのスタンスで話を進めさせていただきたいと思っております。 

 なお、個人的には、現在内閣府で取り上げておられます子どもと若者の総合支援という

仕組みがございます。これはイギリス、フランス、オーストラリアとか、ＯＥＣＤ各国、

いわゆる先進国と言われる国が持つ一種の子どもに対する文明病的ないろいろな社会の悪

影響を全体的にどう支援していくか。縦割りと言い方は余り好きではないんですけれども、

これは従来型の行政の仕組みでは対応しきれない、非常に複雑な問題を持っている。たま

たま私の隣にいらっしゃる高知県はその先進県でありまして、子どもと若者に対する総合

支援というのを県として取り組んで、いろいろな成果を上げておられるわけですね。従来

型の行政の仕組みが総合的にネットワーク化して、子どもと若者の総合支援をやっていく。

イギリスなどは、これをゼロ歳から 30 歳までと定義しているようですけれども、いろいろ

なやり方があると思いますが、日本的なやり方をやる必要がある。これは放置することが

できない大きな問題だろうと思いますので、私的にはその仕組みの一環としてこども園と

いうものを整備していきたいな、お手伝いができればなと思って参加させていただきまし

た。 

 どうもありがとうございました。 

○山縣座長 ありがとうございました。現場からのいろいろな問題を提起していただきま

した。 

 では、ここで五十音順に戻らせていただきたいと思います。安藤委員、よろしくお願い

します。 

○安藤委員 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンの安藤と申します。お手元に資料を配

付させていただきました。我々ＮＰＯの概要が載っています。「ファザーリング」という言
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葉は耳慣れないと思いますが、２年前に団体を立ち上げるときに私が考えました。父親で

あることを楽しもうというコンセプトです。そういった若い世代の父親は最近増えている

んですけれども、まだまだ長時間労働や古い固定意識の中でなかなか子育てが楽しめてい

ない男性が多いように思います。そういうお父さんたちを支援するセミナーや各種事業を

今展開しております。 

 そもそも、なぜこのようなＮＰＯをつくろうかと思ったか。私はサラリーマンをずっと

しておりまして、当時六本木ヒルズの某ＩＴ企業に勤めておりました。家庭を顧みずに深

夜遅くまであの不夜城で働くお父さんを数千人いつも見ていまして、これは次世代にとっ

てあまりよくないだろうと。虐待も増えるだろうし、家庭を取り巻く様々な事件が頻発す

るのではないかというのを思いまして、何とかお父さんたちの育児を推進したいと思って、

サラリーマンをやる傍ら活動を開始いたしました。 

 今２年たちまして、全国の自治体や企業と共同でセミナー等も 50 回ほど開催し、約三千

名のお父さんに会ってきました。やはり若いお父さん、34 歳以降ぐらいの男性は普通に子

育てを楽しみたいというふうに考えていらっしゃるんですが、企業の管理職の方々が育休

を取らせてくれないとか、既に仕事が終わっているのに部長がＰＣを閉めないうちは帰れ

ないとか、いろいろな現状を聞いております。そういった企業の働き方の見直しや意識改

革も含めて、次世代の育成を目標に更に活動をしていきたいと思っています。 

 認定こども園については、私はよく知りません。ただ、子どもが３人いて共働きだった

もので、９年間ほぼ毎朝保育園に通っていました。そこで見たもの、経験を生かして、こ

の場でも活発に発言をしていきたいと思っています。 

 ファザーリング・ジャパンでは、将来的に保育園事業というのも考えております。フラ

ンスにもあるモデルですが、父親が主体的に運営にかかわれるような保育園を立ち上げら

れたらいいなと思っていますので、その点でもこの認定こども園、あるいは東京都の認証

保育所なんていうのは興味深く見ていきたいなと思っておりました。 

 そういう中で委員を仰せつかりまして、現在小学校のＰＴＡ会長も務めているので、認

定こども園に実際にお子さんを通わせていたお母さんや、あるいはこれからまた保育所に

行くようなお母さんに認定こども園のイメージを聞いたところ、やはりまだまだよく知ら

ないというのが実態で、ただ実際通わせていたお母さんは、第２子ができたときも是非認

定に入れたいと言っているお母さんもいらっしゃいましたし、一方で、ＰＴＡの縮図であ

るような専業主婦と働くお母さんとの対立の構図というのは非常にストレスになっている

のではないか。ある園では、それが園長先生なんかの負担に大きくなっているというよう

なリアルな意見も伺ってまいりました。これは断片的な情報かもしれませんので、この議

論の中でいろいろ考えていきたいなと思っています。 

 先ほどの資料２のこども園の制度化の背景の中に、育児不安の大きい専業主婦家庭の支

援というのがありましたが、私がやっているファザーリング・ジャパンは父親の支援です。

父親が意識を変え、あるいは社会の環境が整備されて、平日の夜に父親が家庭に当たり前
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にいて育児参画が進めば、この背景の問題点はおのずと解消すると思っていますので、そ

ういったものともリンクさせながらこの議論が進んでいけばいいと思っていますし、一方

で、まず箱ありきではなくて、やはり子どもの立場に立った、その年齢の子どもに何が必

要なのか、どういう幼児期の過ごし方がその子の将来の生きる力につながるのかといった

根本的な議論も必要だと思っています。 

 保育園の代用的な幼稚園、あるいは幼稚園の代用的な保育園ではなくて、子どもの生活

の場をしっかりつくっていくという心構えでやっていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○山縣座長 どうもありがとうございました。続きまして、池本委員、お願いいたします。 

○池本委員 日本総研の池本と申します。よろしくお願いいたします。私は、少子化対策

ですとか、保育・教育政策の研究をやっておりまして、その関係で 90 年代半ばごろだと思

うんですが、たまたまニュージーランドの保育制度調査の仕事が回ってきまして、そこで

あたったニュージーランドという国が、ちょうど世界でも最初と言ってもいいと思うんで

すけれども、幼保の一元化に制度改革したということから、この幼保一元化の問題に興味

を持ってずっと調べております。 

 ニュージーランドも、日本と同じように保育所と幼稚園が教育、福祉と制度的に分かれ

ていたわけですけれども、それをすべて教育の所管として、補助金制度もすべて統一し、

子どもの側から見れば、どこに行っても教育・保育を受けられ、また公費負担も公平に受

けられているという制度で、非常に興味を持った次第です。 

 その後も、いろいろＯＥＣＤの方の幼児教育、保育制度の国際比較調査などを調べる中

で、例えばイギリスとかスウェーデンなどでも、教育の中で保育制度をすべて一元化する

というような動きが目立っているということですとか、あるいは子どもに対するお金のつ

け方を充実させていくということ、かつ、子どもから見て公平に支援が受けられるような

体制を整えていくという動きが世界的にある中で、日本の制度がどうあるべきかというこ

とを考えたいと思っている立場です。 

 それで、認定こども園の議論についても、当初は総合施設ということで、幼保の一元化

ということも含めて私自身は非常に議論を楽しみにしていたわけですけれども、現状は２

つの省庁が所管するという、そもそも幼児期の部分で同じ年齢の子どもに対して２つの省

庁で所管すること自体が諸外国の中ではかなりユニークなのですが、更にその１つの施設

を２つの省庁で公平にというか、対等に所管するというのが非常にユニークな仕組みにな

っておりまして、そこを今後どうしていくのだろうということが制度的な研究者の立場と

して気になっております。認定こども園の現場のことも問題があるんですけれども、保育

制度全体をこの議論をきっかけにどうしていくのかということも個人的には関心を持って

見ております。 

 そして、教育と保育という２つが合わさったようなイメージがあるのですが、もとは総

合ということでもっと子育て支援に重点を置いたような形になっていたような印象がある
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んですけれども、勿論教育ということが保育制度に入ってきたということは個人的に歓迎

しているのですけれども、もう少し子育て支援というところに、どういう形があるのかと

いうことを、つどいの広場をやるというだけではなくて、イギリスのような医療とか、雇

用とか、そういういろいろなところにつながっていくようなことも現場レベルではできな

いのかなということを思っています。 

 あとは、自分は今３歳の娘がおりまして、保育園にお世話になっていまして、保育園で

もまさに総合施設のように教育的なことも非常に充実したところなのですが、そこには親

が働いている子どもだけで、専業主婦の子どもとは交流がないというところが非常に気に

なっています。そういう子どもたちが一緒にできる、その意味で認定こども園の可能性に

期待しています。 

 ちょっと長くなりますが、あと１点だけ。今学童保育のことを調べておりまして、その

中で諸外国などでは乳幼児の施設が学童保育を担うというケースも結構ありまして、実際

日本でも幼稚園・保育所でもそこをやっているわけですけれども、そこが何かつけ足しの

ような形で位置づけられているところが、学童保育の側から見てもったいないというか、

もっと議論すべきではないかと思っております。幼小接続の話も出ているところですので、

認定こども園と学童保育ということも個人的には関心を持っております。 

 長くなりましたが、以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

続きまして、井戸知事の代理で出席をいただいております清原委員、よろしくお願いし

ます。 

○清原委員代理 本日、井戸知事は公務のため出席できませんので、代わりまして私、少

子対策担当理事清原から、知事からの提案を申し述べさせていただきます。 

 兵庫県では、今知事を本部長といたしまして少子対策本部を全庁体制で立ち上げており

まして、認定こども園につきましてはこの少子対策本部の最重点事項のひとつとして取り

組んでいるところです。 

 お手元に「認定こども園制度についての提案」というペーパーをお配りさせていただい

ております。まず、兵庫県の現状ですが、現在 15 施設を認定いたしております。地方裁量

型につきましては、指導監督基準に適合する特定認可型保育施設になることを地方裁量型

になるときの要件に条例で定めております。また、私立につきましては、保育所、幼稚園

の既存の助成対象とならない部分、この図で見ていただきますと、図のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

この部分について独自の補助制度を平成 19 年度からつくって運用いたしております。認可

外の保育所部分につきましては、保育所運営費の補助単価、認可外の幼稚園部分につきま

しては私学助成の一人当たり単価、これを基に単価を決めております。 

 認定こども園制度に対する提案ですが、次のページをごらんいただきまして、まず（１）、

こども交付金への提案です。①としまして、施設整備に対する助成につきましては、例と

して書いてありますが、各園のニーズの内容が子育て支援の事業スペース部分を広げたい、
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連絡通路をつくりたい、調理室をつくりたい等と、非常に多岐にわたりますので、その意

味で整備内容を特定のものにしか使えないとなりますと非常に使いにくいものになります

から、整備内容をメニュー化して、施設の実情に応じて選択できるような助成になればと

思っております。 

 ②といたしまして、運営費に対する助成ですが、運営費の補助単価につきましては、幼

稚園と保育所では現行の補助単価が異なりますので、その意味で助成について均衡のとれ

た制度になるように配慮する必要があると、私ども先行して取り組んだ経験から考えてお

ります。また、子育て支援事業の部分につきましても、これは今の県単の補助で対象とし

ていないのですが、現場の方からは子育て支援事業にかかわる職員の配置に要する経費、

あるいは活動事業費に対する助成が必要だというお声をいただいております。更に、直接

契約による徴収事務、会計基準が異なることに伴います会計処理などの新たな事務が生じ

ておりますので、これは先ほどお話もございましたが、それらの事務を担当する職員の雇

上加算の助成が必要であるという要望を受けております。 

 ③といたしまして、幼保連携型への移行についてですが、私どもも神戸市や西宮市、宝

塚市といった都市部だけを見ていますと、待機児童が大変大きな問題のように思うんです

けれども、県内でも神戸市などの都市部数市で待機児童 700 人がある一方で、郡部では毎

年毎年 400 人の定員減が起こってきております。そうしたところでは、むしろ子どもを取

り合う形になっておりますので、幼稚園にせよ、保育所にせよ、新しい認可がされるとい

うことには非常に抵抗があります。ですから、そういった意味で、厳しい調整というのが

必要になりますので、いくら私ども県の方でしたくても、市町によりましては、「いやいや、

県さん、それはできません」というお声も強くいただいております。したがって、幼保連

携型への移行については、例えば何年以内に幼保連携型への移行をする場合に交付金を出

しますよといったような厳しい要件が入ってまいりますと、認定こども園の数が更に進ま

なくなりますので、その辺についての御配慮を是非いただきたいと考えております。 

 （２）制度改革に対する提案ですが、①は先ほどもお話がありましたように、会計及び

監査の一本化です。これは食材費などの共通する経費については、使用割合や人数等によ

る按分等を行なわなければならないということで、本当にジャガイモ１個についてまで按

分するんですかということで、これにつきましては一本化が必要であると考えております。 

 次のページ、②ですが、現在認定こども園の保育所型から幼保連携型に移行したいとい

う園が１つありまして、手続中ですけれども、こうした場合に保育所型または幼稚園型と

しての認定を受けて、一定期間適正に運営されていれば、その実績を評価して、幼稚園な

り、保育所なりの認可、その後幼保連携型の認定という手続プロセスのところで、手続が

少しでも書類が少なくて済むとか、若干のアドバンテージがあれば、保育所型ないし幼稚

園型からの幼保連携型への移行の誘導になろうかと思います。 

 それから、③ですが、保育所制度では、保育所に入所した日の年齢で保育単価を適用す

ることになっておりますので、例えば誕生日以降に途中入所いたしますと、３歳児の学年
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でも４歳児の保育単価、例えば６月１日が誕生日で、その日以降に入所した場合には４歳

児の保育単価が現在は適用されます。これは、親御さんたちの間でもそのことが口コミで

伝わっておりまして、保育料が安くなるので、最近は誕生日以降に入所させる親というの

もかなりいるんですね。そういう意味で、認定こども園におきましては、３歳児以上は年

度始まりの年齢によって学級を編成してください、クラス編成してくださいと言っている

わけですから、認定こども園の特例として、途中入所の場合も保育単価は年度初めの年齢

を適用するということになれば、これは保育所にとりましては認定こども園になる非常に

大きなインセンティブになりますので、そうしたことの検討が必要ではないかと考えてお

ります。そうしませんと、クラス編成するのに保育単価の方は安いままでやらなければい

けないということになります。今はそういうふうになってしまっています。 

 それから、④としまして、給食の外部搬入についてですが、例えば市町村の給食センタ

ーなどからの搬入など、一定水準が確保できていれば、お隣にある小学校にはそうした給

食センターなどから搬入しているわけですし、特区で容認されている前例もありますので、

その意味で認定こども園について一定水準以上の場合の給食の外部搬入を認めるというこ

とを検討する必要があると考えております。これは私ども県内の市町（兵庫県には村はあ

りません）でも給食センターからの外部搬入ということについては今後大きな検討材料に

なってこようかと思います。 

 以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。非常に具体的で、恐らく現場の方々から見られた

現実的な御提案になっているのではないかと思います。この会議でもその辺を是非検討課

題として取り上げていきたいと思います。 

 続きまして、長田委員、よろしくお願いします。 

○長田委員 皆さん、よろしくお願いいたします。東京にある横川さくら保育園の園長を

やっています長田と申します。まずは自己紹介からさせていただきます。 

 私自身は、千葉工業大学の工業化学科、理科系を卒業しまして、その後、実は私は今２

代目の園長ですから、私の父がやっていた保育園の関係で、大学卒業後に昼間部で２年間

専門学校に行って幼稚園教諭２級の免許と保育士資格を取得し、その後、都内の私立保育

園に保父さんとして２年間就職をし、父が病気になったものですから自分の園に戻ってき

た。それからは副園長業務をずっとやり、父が亡くなった後は園長になっている。そして、

昨年の４月から墨田区で指定管理者での公設民営の受託をしまして、そちらの公立保育園

の方の園長に就任して、現在に至っております。そういうような現場一本できたわけです

けれども、団体の活動としては、平成５年から平成 13 年まで社団法人東京都私立保育園連

盟の事務局長を８年間務め、その後副会長を務めというような形で、今は全国的な組織に

もかかわっているということでございます。 

 認定こども園に関してですけれども、幾つか行政の方々に是非教えていただきたいこと

があるんですけれども、１点は、まず認定とか認可、それから今東京では認証という用語
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ですが、法律用語らしいんですね。ほかにまだ種類があるんでしょうかね。これから新し

く出てくるんでしょうか。それと、この認可とか、認定とか、認証とか、どっちが上でど

っちが下とかあるんでしょうか。そういうようなことがよくわかりませんので。認定とい

うのはどこに位置づけられるんでしょうというようなことを、次回まででも結構ですので、

是非教えていただければありがたいかなと思っております。 

 私自身は認可というものが一番上なのかなと思っていましたが、最近ではそうでもない

ような使い方をされているのかな、解釈の問題なんでしょうか、そこら辺が日本の保育制

度、特に認可保育園、世界に比して比較的いいものだと思っておりましたので、どうも認

可保育園の位置が今揺らいでいるのかなという気がしてなりません。法律用語としてもど

ういう意味があるのか、ちょっと教えていただきたいのが１点です。 

 それと、もともと総合施設という、先ほど来から御説明のあった、幼保の一元化を目指

していい制度をつくるということで始まった認定こども園制度ですが、結果的には幼稚園

の制度と保育園の制度をくっつけて無理やりつくり出したような印象を持っておりますの

で、いろいろな矛盾が現状に出ているんだろうと。それはそうでしょうねと私自身も思っ

ている。幼保一元化を将来検討する、目指すためのこの検討会の位置づけなのか、それと

も既存の保育制度・幼稚園制度はそのまま残した上で、幼保三元化と当時言われた、認定

こども園も第３の選択肢という位置づけで今後この検討会で進めていこうと思っているの

か、そこら辺が私はまだ理解が及ばないところがありまして、そこら辺を御指導いただけ

ればと。それによっては考え方も方向性を変わってくるんだろうなと思っております。 

 最後の１点は、認定こども園の制度の中で４つの類型をつくってしまったことが、私た

ち認可保育園をずっとやっている者にしてはなかなか納得がいかない部分が多くて、今出

ているように、幼保連携型へなるべく収束していくといいますか、政策誘導と言っていい

んでしょうか、そういうような形できちんと法律に基づいて、学校法人が幼稚園を認可し

ている、個人もそうですが、それから社会福祉法人なりで認可をしている、日本として子

どもたちに責任を持つ制度という意味では、やはり無認可なのに第２類型も第３類型も第

４類型も国の認定を与えているという、その認可とか認定に対する考え方が、素人さんと

言っていいのか、一般の若いお父さん、お母さん方にはそこまで果たして理解できるのか

なと心配をしております。そういう意味では、なるべく第１類型に収束していくような形

を将来的に認定は探る必要があるんだろうなと私自身は思っております。 

 最後にちょっとおまけで。先ほど、ここにアンケートが先ほど出されておりますが、実

は保育園でも幼稚園でも、お母さん方、お父さん方は、実際に余程のことがない限り自分

の子どもがお世話になった保育園での満足度というのは結構高いものがありまして、自分

の子どもを保育園に入れて、その後幼稚園に入れて、その後認証保育園に入れてというよ

うなことをできないものですから、例えば保育園でも転々と子どもを動かすことができな

いものですから、比較検討というのがなかなか難しいんですね。結果的に、卒園をすると

きにある程度満足して出ていくというのは、多分、どこの第三者評価の満足度調査をやっ
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ても同じような結果として出ていくだろうと考えております。 

 そういう意味では、認定こども園の子どもたち、保護者がこうやって満足度が高いとい

うのは、その園で何年もお世話になっていれば満足度が高くなるのは当然であって、それ

を認定こども園はすごくいいものなんだよというふうな考え方をするのはちょっと大丈夫

かなというふうに心配な部分もありますので、そうではなくて、もっと客観的に、そして

日本の将来の子育てのビジョンも含めて議論をしていけばいいのかなと考えております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山縣座長 ありがとうございました。では、駒村委員、よろしくお願いします。 

○駒村委員 慶応義塾大学の駒村でございます。私は経済学が専攻でございまして、経済

学の立場から社会保障制度、社会政策を研究しております。そういう意味では、今日は最

初の会合ですから自己紹介ということで、自分自身の問題意識を申し上げてから入ってい

きたいと思います。 

 まず、社会保障全体を研究しておりますけれども、次世代育成と、認定こども園、保育

園、幼稚園、これは対人社会サービス、いずれも広い意味で次世代育成の一つの重要な柱

になってくるわけです。 

 社会保障制度全体を見ていると、現在の出生率の水準は国民が望んでいるレベルよりは

はるかに低い状況であろうと思います。これを上げていかなければいけないだろうとは思

います。それは、自分の希望を生かせる社会にするために、結果としてきちんとした保育

サービス、子育て支援サービスが提供されれば上がっていくだろうとは思います。同時に、

女性の就業率も上げていかなければいけない。社会保障財政をずっと分析しておりますと、

出生率の上昇と仕事の両立という二頭は達成されないと、これは厚労省、政府がどの程度

まできちんと発表しているかどうかはわかりませんけれども、私どもは別途シミュレーシ

ョンをやっても、極めて極めて厳しい状態が来るだろうなと思います。そういう意味では、

現在 30 代、団塊ジュニアの世代が子どもを持つ最後のチャンスの時期になっていますので、

諸外国でもやられているような継続性のある、整合性のある応援が当然必要だろうと思い

ます。 

 もう一つは、そういう社会保障財政云々というもの以外にも、当然子どもたちに対する

普遍的な良好な育成環境の確保というのは、経済学者ですから、経済成長にも寄与するで

しょうし、それ以上に社会政策上も大変重要な事柄だろうと思います。こういう２つの問

題意識で次世代育成のものを見ております。そういった中で、認定こども園というのは一

つの柱になっていくだろうとは思います。非常に弾力的な、柔軟な性格を持っている。こ

の一方で、財政的なものやサービスの内容について、どこまで整合性のあるもの、先ほど

も議論がありましたように、三頭立てでいくのか、最終的には一頭立てになっていくのか

というものをいずれは考えていかなければいけないだろうとは思います。 

 もう一つは、先ほども議論がありましたけれども、今回はそれほど質の問題については

メインの議論にはなってこないと思いますけれども、こういう対人社会サービス、就学前



 20

教育、養育、こういったサービスについては、いろいろ研究していると、質と言われてい

るものについては、量質ともに改善を目指さなければいけないんですけれども、質という

のは極めて測定が難しいテーマであって、軽々に質が上がった下がったということはなか

なか言いづらいことだろうと思います。結局、アウトプットの測定というのは極めて難し

い以上、現時点ではインプットの方がきちんとコントロールされて、ハード、ソフト面が

きちんと提供されているのかというものをもって間接的に質がよいかどうかというものを

見ていくしかないのかなと思っています。 

 そういう中で、今回アンケート調査が出ておりますので、このアンケート調査一本をも

って、先ほども指摘があったように、満足度が高くて質がいいとか悪いという話はなかな

かできないだろうと思います。１つの手がかりにはなっていくだろうと思いますけれども、

後ほど時間があれば、このアンケートの内容についても少し細かく質問させていただきた

いと思っております。 

 経済学者ですから、そういう意味では供給拡大のための財政支援、インセンティブ支援

というものが非常に重要になってくるだろうと思いますし、ミスマッチといったものもど

ういう形で解消していくのが一番いいのか、最終的にはどれかの類型に統合されていくの

が一番対応力があるのかどうなのかということはまたこれから議論していきたと思います。 

 最初ですので、問題意識だけにとどめさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○山縣座長 ありがとうございました。続きまして、齋藤委員、よろしくお願いします。 

○齋藤委員 私は人口 6,000 人に満たない町の町長です。かつては、保育園２つ、幼稚園

１つということで、私自身、町長になりましてから非常勤の保育園長をやった経験もあり

ます。 

 幼保の一体化というのは一体全体何だろうという意識から出発いたしまして、平成９年

に３園を統合いたしました。以来、幼保一体型の運営を続けてきました。結果的にそれが

認定こども園という制度に乗ったというだけで、私どもはこの認定こども園というのは、

社会の変化に対応したシステムづくりだと思っております。ですから、あまり制度がどう

のこうのととらわれないで柔軟に運営していこうということで進めております。勿論、幼

稚園、保育園という言葉は使いませんで、設立当初から「こどもセンター」という名称を

使っておりますが、先ほど補助とか負担金の関係の会計基準が面倒くさいというのは、厚

労、文科、分けながらちゃんとやっていく。ただ、保育内容についてはあくまでも柔軟に

やっていくよということで、学童保育もここで担当しておりますし、子育て支援関係は役

場の町民課から保健士、栄養士というものを動員したり、公民館から男子の職員を派遣し

たり、いろいろな試みをやっておりますし、小学校との連携も勿論非常に重要視して、小

学校の教員とともにお互いにこどもセンターの先生になったり、小学校で教えてみたり、

父兄にもそういう体験をさせておりまして、いろいろな実験を続けています。 

 なぜそういうことをしたか。秋田県は、御案内のように少子高齢化の先進県でありまし

て、私が町長に就任したのは昭和 54 年ですけれども、将来、町の子どもの数が減っていく
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ということは目に見えておりました。ですから、平成元年からいろいろな取り組みをいた

しました。保育園２つ、幼稚園１つというようなものがあったのを、幼稚園を完全に割っ

て両方にやってみたり、あるいは父兄といろいろな議論をしてアンケートをとってみたり、

実は 10 年の準備期間を経て、初めて幼保一体へ移った。ですから、今ある制度というのは

どんどん変わっていくだろう、変わっていかなければいけないというのが当然のことかと

思います。 

 そうした小さい町で人口が減っていく、少子化は見えているということから言うと、経

営する側からすると効率の問題が一つあります。もう一つは、これは歴史的な事情ですけ

れども、最初幼稚園ができまして、それから季節保育所からスタートした保育所です。幼

稚園児は５歳児だという伝統がありまして、５歳児になるとみんな幼稚園に行く。こうい

う変則的なことになります。本当にこれでいいのか、では保育に欠けるというのはどうい

うことなのか、５歳になると突然保育に欠けなくなるのかということ。それから、幼稚園

の使用料は 3,500 円と非常に安い。保育料はそれに比べると極めて高い。更には、住民か

ら、隣と比べると、見かけ上の資産のあるなしにかかわらず、どうもおかしいぞというよ

うな声があるという農村部特有の事情もございました。そうしたことと、同じ年齢であり

ながら、なぜ同じ生活ができないのと。幼稚園と保育園に分かれている必然性がなぜある

のと。 

 そういうことで、幼稚園を割って保育園で一緒に生活してみると、子どもの側から見る

と、保育園も幼稚園もほとんど何も意味のあることではない。保育指針を見ても、幼稚園

の指導要領を見ても、言葉づかいは若干違いますけれども、言っていることは全く同じ。

こういうことから、実は幼保の一元化に踏み切ったわけであります。 

 今はもうほとんどそういう抵抗はないと思いますけれども、建物を建てるにしても、そ

ういう計画を立てるにしても、先ほど両省担当と、縦割りの組織は末端までありまして、

それぞれ本省にいい顔をしたいということで、なかなか言うことは聞けないと。これは実

際に町の中でも起こりました。合体して一体化するという時点では、教育委員会の所管に

するのか、町長部局にするのかとありましたけれども、それでは教育委員会で一切持ちな

さい、その代わり保育協議会を町長部局、教育部局と一緒に月 1回やりましょうと、こう

いうようないろいろな工夫をしながら今日に至っております。 

 ただ、私どもは１町１校でありますので、私立の保育園、あるいは幼稚園がこれから認

定こども園になろうと、あるいはなってもメリットはない。この事情もよくわかります。

近い町では、同じ建物の中に民間の幼稚園、公立の保育園と、教員の月給まで違う、それ

で幼保一体化といっているが、そんなのは幼保一体化ではないと私はよく言うんですけれ

ども、そういうものも含めていろいろ移行過程には問題が出てきそうだということは先ほ

どのお話のとおりであります。 

 ただ、やってみて一番感じるのは、保育をする側といいますか、教育をする側、保育士

あるいは教諭の資質の問題が非常に大きい。このことを抜きにしては、認定こども園であ
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ろうと、単純な保育園、幼稚園であろうと、いい中身は絶対生まれない。ましてや、教員、

保育士という２つの並列した中でこれを一緒にしようとするならば、相当の準備期間をか

けて意識改革をしなければいけない。私は教育と言うなと言うんですよ。先生というと、

いかにも偉くなったような感じで、保育士との対立がものすごいものが経験則としてござ

いました。２つを一緒にするのではなくて、１つから延長していくのは問題ないと思いま

すけれども、単純に幼稚園と保育園が合体してやるというならば、これは間違いなく失敗

するだろうと私は思います。ですから、制度上の問題は問題として、そういう中身の問題

に相当気を配らないと、単純に制度でいくからいいよというものには多分ならないだろう

と思います。 

 いろいろとりとめもないことを申し上げましたけれども、経験則からだけの話で今日は

とどめておきたいと思います。 

○山縣座長 ありがとうございました。過疎地における取り組みの一例かと思います。ま

た、いろいろ御経験を考量したいと思います。 

 続きまして、中澤委員、よろしくお願いします。 

○中澤委員 高知県の教育長の中澤でございます。高知県の取り組みを若干御紹介申し上

げたいと思います。 

 幼稚園と保育所の行政としての窓口でございますが、平成 15 年度から県の教育委員会の

方に一本化をいたしました。多分全国で一番早かったのではないかと思っております。そ

れを追いかけるように、現在県下に 34 の市町村があるんですが、現在９つの市町村がそれ

ぞれの教育委員会の方に窓口の一本化を図っておりますが、その進捗状況は必ずしもはか

ばかしくございません。 

 １つには、市町村が公立で、直営で保育所を運営いたしております。相当な高コスト体

質だというふうに私は思っているんですが、市町村の財政が厳しくなって、これを民営化

しようという動きがございます。公立の保育所を民営化するというのは相当な力仕事でご

ざいまして、正直な話、その段階で教育委員会に所管を移す、それができないということ

で、それぞれ首長さんの部局に置いておいて、先に民営化を図って、その後窓口の一本化

だというところがございます。こうした動きがあることを御紹介申し上げます。 

 それから、もう１点は、認定こども園に対する財政支援でございますが、今年度から認

定こども園となることで必要となる施設整備と運営費に、財政支援を県単独ですることに

いたしました。施設整備については、県の財政上一時的であるし、金がなければやめれば

いいわけで、それほど問題にならないわけですが、運営費に対する補助金を出すというの

は相当な決心が要りました。ずっと続いていかなければなりませんので。それも、４つの

類型すべてに県単独で補助金を出すようにいたしております。 

 実は、昨年これを考えたときにちょうど福田総理のころでして、こういった施策は国で

も相当進むなという思いがございまして、国もすぐに追いついてくるからと言って知事を

説得いたしております。今の国の状況では、私は知事をだましたことになっておりますの
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で、兵庫県さんからも提言がありましたけれども、大体私どもと考え方は近いんですけれ

ども、そうした形で認定こども園が子どものために、あるいは保護者のためにいいのであ

れば、アンケートで見るとすごくよろしいんですが、このアンケートの内容についても若

干疑義のお話もございましたけれども、いいのであれば、この縦割りの中で長い間行政施

策が進んできておりますので、認定こども園として一つの制度をつくっていくのは大変難

しいことは、私は長いこと行政官をやっておりましたので、そこらあたりはよくわかるん

ですけれども、子どものためにやるというのは行政の責任ではないかと考えております。 

 それから、もう１点は、今回のこの会議は認定こども園制度の在り方に対する検討会な

んですが、認定こども園ができて、いい制度をつくったとして、では将来はどうなると。

保育所、幼稚園、認定こども園、三頭立てですか、それとも一本化ですか、一元化ですか

といった方向性をある程度示さないと、少し遠い将来になるかもしれませんが、説得力の

あるものにはなかなかなりにくいなという思いがしています。非常に難しいと思いますけ

れども、なかなか一般の方はわかりにくいのではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。続きまして、森委員、よろしくお願いします。 

○森委員 愛知県の高浜の森でございます。まずもって、今回この認定こども園の問題に

ついて、１つは利用者、子どもさん、あるいはその背後の保護者の視点ということと、そ

して実際にそれを運営する、例えば社会福祉法人なり、学校法人、あるいは私ども自治体、

そういうようないろいろな視点の中で、先ほどのアンケートの結果も勿論そうですけれど

も、これが是非とも三頭立ての馬車ではなくて、最終的には収れんをして一頭立てになる

ような制度であれば、それは先ほどの冒頭の資料の中にもございましたように、特に私は

専業主婦の家庭の子育て支援というのはこれから大変大きな意味を持ってくるとかねがね

考えておりましたし、これからも大きな意味を持ってくると思います。 

 実は、私ども高浜市はこの 20 年の間に人口が１万 1,000 人近く増えております。そうし

ますと、当然子どもさんの数も増えている。合計特殊出生率 1.6％強でございます。もう

一つは、実は私ども第二次産業の就業者率は全国第 1位で、54％ぐらいあります。という

ことは、常にある面では、御主人も働き、その周辺にいろいろな職があるということでお

母さん方も働くというような傾向が強いものですから、当然そこには核家族と併せて待機

の子どもさんたちが多くなってくる。 

 そういう中で、実は私自身が選挙のローカルマニフェストの中で、保育ニーズ、あるい

は教育ニーズ、そういうニーズに対応するように総合施設というものを任期期間中にとい

うことで、平成 19 年の４月に社会福祉法人さんの方で、保育園の方が幼稚園をやっていた

だく保育所型、そして 20 年、今年の６月から、今度は学校法人の幼稚園さんが保育の方を

幼保連携型ということでスタートさせていただいた。 

 これによってどういうことがわかってきたかというと、保護者の皆さん方は、先ほどの

アンケートと同じように、施設が新しいからそこへ行きたいという親御さんの意識はある
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かもしれないけれども、大変評判がいい。これは裏返せば、今度は公立の幼稚園の定員は

あっても割れてくるということが現実に起こっています。それほど、ある面では保護者の

方たちにとってはすごく評判がいい。 

 これは今の世の中ですので、こういうことがどんどん伝播をしていけば、認定こども園

というのは使い勝手がいいと。例えば、そこに子育て支援センターとか、あるいは学童保

育とか、いろいろな付加価値がついてくると利用しやすい、保育、幼稚園が終わってから

でも、例えば学童保育、あるいはそれ以前の段階ですと子育て支援センター、例えば集い

の広場みたいな、そんなようなものを含めて利用していただく、そういういろいろなもの

がそこに加味してくると、ますます使い勝手がいい、評判がよくなる。そういうことが、

私どもにとりましては、先ほどのローカルマニフェストにすれば、待機を含めたそういう

ものが解消してくるというようなことが現実に私どもで成果として表れてきております。

そういう点で、私自身の考え方の中に、いかにして民間活力を導入しながら、あるいは活

用しながらそのような制度を進めていくか。 

 先ほどの県別でみますと、愛知県は４月１日現在４つでございました。私どもはその６

月１日を入れますと、愛知県はどうなったか、私はわかりませんけれども、私のところは

いわゆるローカル都市、４万 4,000 の都市で２か所の認定こども園を持つことができた。

そういう点で、待機を含めた解消にもつながるとか、いろいろなことで保護者の皆様方の

ある面ではいろいろな意味のそういうニーズにお応えすることができるのではないかとい

うことで、是非ともこの認定こども園というのは、先ほど申しましたように３頭立て、最

終的にはどうなるかわかりませんけれども、在り方を含めてこういうところで御議論して

いただく、あるいは将来の形がどういう形がいいのかということもある程度見えるような

格好になると、私はもっとそれが進むのではないかなと思います。ありがとうございまし

た。 

○山縣座長 ありがとうございました。続きまして、吉田敬岳委員、よろしくお願いしま

す。 

○吉田（敬）委員 私は全日本私立幼稚園連合会という立場で出させていただいておりま

す。幼稚園の立場でどういうふうに考えるか、そんなことを述べさせていただきます。 

 まず、私は、幼稚園だろうが、保育所だろうが、また新しく制度として立ち上がってき

た認定こども園だろうが、どの施設であっても、その願いとして子どもが豊かに育つとい

うことを共有しないといけないのではないか。ともすると、大人の都合、大人のニーズと

いう名の下に、大人のウォンツみたいなところを重視していくような制度、政策みたいな

ところがありはしないか、そういう傾向にありはしないか、こんなふうなことを思ってお

ります。どんな立場であっても、まず子どもの豊かな育ちを考えていかなければいけない

と思っております。 

 さて、認定こども園については、幼保一元化については、昭和 50 年代の後半に一時期そ

ういうような議論が盛り上がり、国会等の中でも話し合われたようなことがあったと聞い
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ておりますけれども、この認定こども園が幼保一元化への一里塚なのか、先ほどから出て

おりますように、一国三制度、保護者の多様なニーズに対応するための制度ということで

そのまま進むのか、ここら辺のところが非常に興味があります。 

 そして、私たち幼稚園連合会というのは約八千の私立幼稚園が加盟しておりますけれど

も、認定こども園に対しても本当に様々な意見を持っております。例えば、幼稚園は幼稚

園でいいんだというような幼稚園もございますし、一方では、保護者の様々なニーズをそ

れこそすべて取り入れて何でもありというような、ここまで言うとしかられるかもしれま

せんが、そういう幼稚園もございます。いろいろな願いを持ってやっている。 

 ただ、ここ十数年の文科省の政策の中で、子育ての支援といった機能を強化していくと

いうような方向でやってまいりました。特に、認定こども園というふうには名乗ってはお

りませんけれども、認定こども園の機能を持った、子育て支援の機能を持った幼稚園は率

としてもかなり高いものがあると認識しております。 

 そんな中で、概算ですからどうなるかわかりませんけれども、財政的な支援のための 21

年度の国としての考え方が明らかになってきました。たすき掛けの予算の執行というよう

なことが出てきたときに、これは今までにない本当に画期的な考え方だな、これがどうい

うふうに進むのかなということを思いましたし、この考え方に触れて、多くの幼稚園の設

置者が「私どももやる方向で考えてみよう」と、こんな言葉も聞くようになりました。 

 ただ、従来から、このことが発表される前から、認定こども園に移行したいというふう

な希望を持って市町村に対して折衝している設置者、理事長、園長の話を聞いております

と、ここに非常に大きなハードルがある。具体的に言いますれば、それは例えば待機児童

がないから、うちは学校法人認定こども園をつくりたくても、保育所部分の認可はできな

いという大きな壁に突き当たって、希望があってもできない。私は、これは子どものため

の施設であり、そして保護者のニーズの多様化に対応するという当初のことを考えれば、

どういうふうにこれがつながっていくのか、こんなことを疑問に思うわけでございますけ

れども、どうしても認定こども園保育所としての幼保連携型への移行が難しいというよう

なことになる、それがどうしても回避できないということであれば、私はその中で、例え

ば幼稚園型、例えば保育所型といったところに対して、兵庫県さんの制度のように、移行

推進ということではございますけれども、財政的な支援を打っていただく、そんなことが

できれば、今迷っている、今やりたいと思っている、そういったところが必要な地域にお

いてきっと増えてくるだろうと、こんな予測をしております。 

 以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。続きまして、吉田正幸委員、お願いします。 

○吉田（正）委員 『遊育』という保育専門誌を発行しております。恐らくここにいるの

は、先ほど御説明があった総合施設に関する合同検討会議と、それからモデル事業を実施

してモデル事業評価委員会がございましたが、その両方の委員をやっていたということだ

ろうと思っています。 
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 両方にかかわって、議論の最終局面で、我々が考えていたのとちょっと違ってきている

なと正直当時は思っていたんですけれども、いずれにしても今回誕生した認定こども園と

いうのは、施設ということよりも機能に着目した仕組みだろうと理解しています。総合施

設という言葉が多分に誤解を招いたんだと思いますが、当初は第３の施設かとか、あるい

は幼保一元を目指すのかと言われたと思いますが、機能に着目した仕組みであるという意

味では、第３の施設でもなければ、いわゆる幼保一元化でもないというふうに実は私は理

解をしております。 

 ただ、問題は、今いろいろ御意見があったように、一方で既存の幼稚園・保育園等の施

設をベースにしていますので、認可と認定がダブルスタンダードに近いような混乱と誤解

を少し招いている面があるのではないか。私は、認可というのはあくまで幼稚園、保育園

という施設に対する設置認可であって、認定というのは機能に対して運営の認定というこ

とだろうという整理で個人的には理解しているんですが、現実には認可施設が存在する以

上、それをベースとした認定こども園ということで、その辺の関係が依然整理されない、

ある部分は縦割り行政が残っているということではないか。 

 したがって、この検討会でそういう認可、認定のある種の未整理な部分をどうするかと

いうことと、認可制度はそれぞれ幼稚園、保育園、文科省、厚労省とあるわけですから、

むしろそういう発想を全く変えて、個人的には機能にもっと着目をした新しいシステム設

計をした方が話は早いのではないかと思っております。 

 もう１つは、山縣座長も駒村委員もそうでございますが、一方で社会保障審議会の少子

化対策特別部会が次世代育成支援の新たな制度設計ということで、保育所も含めた制度改

革の議論をやっておりまして、恐らくそれともかなり密接に認定こども園の在り方は絡む

だろうと。恐らく少子化部会の方が先に一定の結論を出しますので、こちらはそれを受け

てどうするかということになろうかと思いますが、その辺の関係も少し視野に入れなけれ

ばいけないのかなと思っています。 

 そして、もう一つは、これも個人的な考えでございますが、私はここ数年よくイギリス

に行っていまして、イギリスがかなり本格的な総合施設、かつてアーリーエクセレンスセ

ンターといって、今はチルドレンズ・センターといっておりますが、これがかなり普及発

展をしてきております。日本の認定こども園よりもかなり本格的な総合施設だと思います

が、ここで大事なのは勿論子どもだし、その親、家庭でありますが、同時にイギリスの場

合は地域社会の活性化というもう一方の視点も持っている。特に、これから日本において

も、広い意味の子ども環境として地域社会をどうするか。その地域社会の活性化、あるい

は底上げのために、あるいは子ども環境の整備のためにこういう認定こども園が機能する

という視点も当然必要だろう。それが広い意味の子育て支援の機能とかかわるのではない

か。その辺の仕組みがうまくできればいいのかなと思っています。 

 最後に、これも総合施設の議論のときから私は申し上げていたんですが、基本的にはす

べての子どもの最善の利益ということをベースに、あるいはソーシャルインクルージョン
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という、社会的排除をしないという視点を持って、できれば具体的な制度だけではなくて、

哲学、理念というと大げさですが、そういうポリシーを明確にしてこれからいい制度設計

ができればいいのではないかなと思っています。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。続きまして、若盛委員、よろしくお願いします。 

○若盛委員 手元の資料で、認定こども園こどものもりでございます。私は、埼玉でござ

います。人の名前を借りて申し上げれば、石川遼の住んでいる町、松伏町でございます。

彼もうちの園で実習をしたりしておりましたので、彼の中学時代、子ども時代のことはよ

く存じあげておりますが、その町で昭和 46 年から保育の仕事をしてきております。私は自

分の園のことのみでしかお話ができないかと思っておりますが、お聞きいただきたいと思

います。 

 46 年ごろ、1970 年でございますね、学生時代からいろいろ幼稚園、保育園を回らせてい

ただいておりまして、その当時、第一次ベビーブームの時代で、幼稚園を建てればすぐに

でもいっぱいになるという時代だったと思っております。その時代に、おけいこ事やら、

塾やら、教育というものを形に落として取り組んできている私立の幼稚園がたくさんあっ

たように記憶しております。私は学生時代からいろいろな保育園や幼稚園を回らせていた

だいた中で、保育園は今も同じですが、就労条件がなければ入れないという時代だったと

思っております。 

 いろいろ見ていく中で、今皆さんがお話をされていらっしゃるように、まず必要なもの

は子どもありきだろうと。初めに子どもありきでなければ、この施設というものは生かさ

れていかないのではないかなという思いを持っておりました。どんな場合でも、子どもに

とってということから外れた施設や制度が一人歩きしていってしまうことではないのでは

ないか、それは非常に問題ではないかという意識を持っておりましたので、ならばどちら

でいくかといったときに、あえて私は今で言うなら認可外の施設、当時は無認可という形

での保育園を立ち上げました。 

 なぜかと申しますと、すべての子どもにというとオーバーかもしれませんが、働いてい

るいないにかかわらず受け入れられる施設が一番大事ではないかなと思っておりました。

吉田先生もそうですが、私もお寺の坊さんでございますので、地域に根差した生活をさせ

ていただいておりますから、やはりまず地域、もっと具体的に言うなら、お檀家さんの子

どもたちをしっかりと受け入れられる施設でありたいなと。お檀家さんは働いている方も

勿論いらっしゃいますが、そうでない方々もいらっしゃるわけです。その方々のお子さん

方をまずゆっくりと安心して預かれる施設を立ち上げていこうと。ですから、あえて保育

園でも無認可にいたしました。そうでなければ、働いていない保護者の方々はお預かりで

きないわけですね。 

 それ以降ですが、49 年に学校法人にいたしました。学校法人にいたしましたけれども、

生活をベースにした施設であることが子どもにとっては一番大事ではないだろうかという
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考え方はそのまま現在まで続いておりますけれども、生活というのは、子どもの生活です

からまず遊びがあり、次に食べることがあり、次にからだをゆっくり休める、そしておや

つを食べて、保護者がお迎えにくるまでゆっくり生活をするという生活というものが基礎

になっていかなければいけないだろう。ですから、学ぶというものはその生活の中から初

めて生み出されていくことではないかなと今でも思っています。ですから、学校法人の幼

稚園にいたしましたけれども、保育の中身としては生活です。今でも生活として位置づけ

てきているつもりです。 

 平成 13 年から、待機児童というのが我が町にも出てきておりましたので、行政の意向を

受けて社会福祉法人の保育園を立ち上げました。ですけれども、従来の学校法人の幼稚園

と併設しての保育園という形をとらせていただきました。学校法人 105、社会福祉法人の

保育園が 60 名という少数定員でございますけれども、長い時間ゆっくり生活できる施設と

いうことで、当時民間ですから、県でいうと学事課でございますけれども、その学事課の

中でも異年齢でコーナーシステムという形態をとらせていただきました。 

 異年齢というのは、子どもの世界は子どもたちに任せていこう、勿論教師の指導も大切

ですけれども、子ども同士でお互いに育ち合える環境からいろいろな経験を体験させてい

ければと、そんな願いで異年齢であるということが１つ。もう一つは、活動というものは

子ども自身が選んで、興味のあることから取り組んでいかれればということで、コーナー

システムという形態もあります。私どもはかなり前から、ＴＴというか、複数担任制でコ

ーナー形態、そしてコーナー担当の保育士を入れまして、そのコーナーに子どもたちが自

ら選んでいって、そこで活動の援助をしていくのが保育者の仕事であるという考え方をと

っております。 

 そして、13 年に幼保一体の施設を立ち上げまして、昨年埼玉県でようやくと申しましょ

うか、第 1号の認定をいただきました。ですけれども、認定園であるとか、ないとかでは

なくて、私どもは最初から、働いているいないにかかわらない、地域の親の願う子育てを

応援できる施設としてのこども園という考え方で現在に至っているつもりであります。 

 そして、大事なことは、どうも日本の独特の考え方がありまして、幼稚園は教育をと、

保育園は働いている親の保育に欠ける子どもの施設なんだという両極端な意識があるよう

な気がしてならないんですね。私はそうではなくて、ここで今「認定こども園」という名

前が出てきておりますけれども、私は「第３」という言い方がいいかどうかわかりません

けれども、こども園ならば「こども園」という名称で、これからは日本の乳幼児の施設は

こども園一本というぐらいの意識改革が必要なのではないかと思っています。 

 日本人に限らないと思いますけれども、イギリスや、フランスや、スウェーデンなんか

では一本化されているのは私も存じ上げておりますので、日本では二極化よりは是非一体

化した名称を、これからは意識改革も含めまして、制度も勿論そうですけれども、意識と

しては子どもの育ちはこども園でしていくんだ、幼稚園とか保育園と言ってしまいますと、

いい悪いはあるかと思いますけれども、固定概念にどうしてもこだわってしまう。是非そ
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うでない形での名称を、ここは変革の時代というんでしょうか、易しく言うならばルネッ

サンスでしょうけれども、変革という意識で、柔軟な頭でというか感覚で一本化していく

時代に来ているのではないかと思います。 

 しかも、施設ではなくて、温もりのある雰囲気の家庭の延長線上にある学びの施設とい

うものに是非向けていけたら、子どもにとって豊かな心であるとか、思いやりであるとか、

生きる力であるとか、そのようなものが育っていけるのではないかという期待を持ってお

りますし、実際に私どもの園ではそれを前提にしながら保育に当たってきているつもりで

す。 

 なお、今私自身はこども環境学会の会員でもありますし、全国認定こども園の協会を立

ち上げました。本当に子どもの最善の利益というものを最優先できる認定園として、とも

に本当に子どものための、勿論保護者や行政の意向も大事に生かしていかなければいけま

せんが、私たちは現場の保育者だと思っております。子どもにとっていい施設であれば、

おのずとその制度というものは一本化されていくものではないかなと。子どもの育ちを見

ていただいた上で、認定こども園が本当によかったんだというふうな実績を上げていきた

いと思っておりますので、是非御理解いただければと思っております。 

 まとまりませんが、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山縣座長 ありがとうございました。最後になりますけれども、渡邉委員、よろしくお

願いします。 

○渡邉委員 時間が残っていてよかったです。できるだけ短い時間で話したいと思います。

私がこの場にいることに違和感があって、自分は長田委員と同じように２世で、幼稚園を

経営していました。そこで副園長という立場から、幼稚園の生活、子どもの生活とか保護

者のことを考えていて、どちらかといったら幼保一体化よいうより、保護者同士のネット

ワークとか、親たちが親となっていく場が必要なんだと思っていた矢先のときに、平成 15

年だったと思いますけれども、横浜市から「はまっ子幼保園」構想がでてきました。その

計画とは、待機児対策として毎年 40 園ぐらい保育園をつくっている中に、１園だけは幼保

一体型施設をつくるというもので、その一番近い園が港北幼稚園だと言われたのです。こ

の辺から私の生活ががらっと変わってきます。今までは幼稚園という世界から自分はずっ

と保育にかかわってきたのですが、幼保一体化施設ということは、就労している人たちが

そこに入ってくるという場をどうやってつくっていくかということになるということで、

引き受ける意味はやはりあるだろうと思って取り組みました。 

 平成 17 年４月にゆうゆうのもり幼保園を開園させるんですけれども、開園させてみたら

というよりは、公募から事業をすることに決まってゆうゆうのもりを開園させるまでにも

うぼろぼろになりました。公募ですから話が進んでいるのかと思ったら、厚労省と文科省

というか、横浜市と神奈川県などいろいろなところに行って、「渡邉さん、これはだめです」、

「これは法律が変わっていません」とか、「融資はできません」とか、いろいろなことで、

こんなにいろいろな壁があるんだと痛感させられました。いちいち市に行って、保育運営
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課に行ったり幼児教育課に行ったり、また県の学事振興課に行ったりして、こうですああ

ですと説明しながら、今度は福祉医療機構に行ったり、私学共済に行ったりと、いろいろ

なことをしなければならない。つくるだけでもそれだけでもものすごく大変だった。 

 ゆうゆうのもりを建築してみると、横浜市が提供してくれた土地なんですけれども、今

度は、幼稚園の土地は有償ですけれども、保育園の土地は無償ですとか、融資も保育園と

幼稚園では金利があるかないかとか、また、給食施設も保育園は法律で必要だから施設補

助も出ますし、人件費補助も出るし、食材にも出る。その代わり、監査では、「キャベツは

10 個だったら保育園と幼稚園では４個と６個扱いを別にしろ」、「保育園は保育に欠ける子

たちで公金が使われている」からという。幼稚園の方は保護者からもらうだけですから、

どう費用を集めてそれをどう使ってもいいということです。そのくらいの差があるという

ことに初めてそこで気づいて、こんなにいろいろ違うんだ、文化の違いがあるんだという

ことがわかりました。 

このような違いは、「法律ができたら変わる」と言ってはいたので、法律ができることに

対して私はちょっと期待していたんですけれども、できてみたら、保育園と幼稚園という

２つの制度をただ一緒にしただけだという話になった。 

 そうすると、私の今の肩書は学校法人渡邉学園の理事長でもあり、港北幼稚園は母親が

園長をやっていますから副園長であり、社会福祉法人の理事長でもあり、保育園の方は施

設長が別ですけれども、ゆうゆうのもり幼稚園の園長であり、認定こども園の園長でもあ

るという、肩書だけがいっぱいできてきて、この肩書を使い分けることになりました。 

 今日 10 月 15 日は関東一辺で幼稚園の園児募集の願書配付ですけれども、このときも「す

みません、今は幼稚園の募集ですよ」と言わなければなりません。「認定こども園ゆうゆう

のもり幼保園の説明ですよ」とは言いません。それから、その募集要項の中にも、「口座は

学校法人渡辺学園に入れてください」と書かなければなりません。保育料の方でいけば、

渡辺学園とか、幼稚園とか、社会福祉法人の保育園の話もあって、口座は別々にしなけれ

ばなりません。だけど親たちは、「先生、認定こども園ゆうゆうのもり幼保園ですよね」と

言う。「それはそうなんですけれども、口座は違っていますよ」という話をしなければなり

ません。 

 もっと違うのは何かと言ったら、保育料が全く違う。これは公立と民間の保育園だった

ら同じ金額ですし、公立の幼稚園だって、ある程度安いんですけれども、同じような保育

をしていて、片や働いていない人たちが入園料を払って、保育料を払って、給食費を払っ

て、もし子どもを預かろうとしたら預かり保育の費用も払うという話になります。 

保育園の方たちは所得に応じてすごく安い費用で済むというのを私たちは一応は配慮し

ながら、幼稚園の説明と保育園の説明では「これだけしますよ」と別々に言うけれども、

「幼保でこんなに違いがありますよ」とは、保護者に向かって説明するのをためらってし

まうときがあります。 

 それはなぜかといったら、認定こども園とは、「働いている保護者の方と働いていない保
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護者の人たちの子どもが一緒に保育をする場だ」ということを理念として伝えなければ、

いろいろな違いがあることをひとまず置いておいて一緒に保育をしましょうということが

言えなくなるからです。要するに、働いていない人たちは、幼稚園的な行事とか、いろい

ろなことをやるときに、「どうせ、私たちにはしわ寄せが来るのよね」という。また保育園

的な人たちは、「私たちは気まずい雰囲気なのよね」という話なります。幼保一体化の保育

をしようとして、多様な利用者のニーズを入れるということが、結果的にはそこの保育を

難しくしていくのです。例えば土曜日に保護者会をしたりとか、行事を入れていったりと

か、職員のやりくりをしたりとか、一生懸命いろいろなことをするんだけれども、今度は

土曜日に働いているお母さんから、「先生、土曜日はそんなに休めない。もうちょっと土曜

日の行事を減らして」といってきます。また幼稚園的なことを望む方もいられれば、保育

園的なことを望まれる方もいる。保育園の中でもいろいろな方たちがいて、平日に少し休

める方もいたり、いろいろなニーズのある方の中で、そこで共通部分の保育を考えようと

すると、そこがまた難しい。 

 ましてや、今保護者のニーズというのを受けようとすればするほど、これは幼稚園、保

育園関係なく、「怪我はさせないでくれ」とか、「けんかはさせないでくれ」とか、いろい

ろな話が出てくる。保育の場ではどんどん子どもにとってという形のふさわしい生活が失

われているのです。 

 保育所保育指針でも「最もふさわしい生活」とか、「子どもの最善の利益を」と言い方を

しています。幼稚園教育要領でも総論の中に「幼児期にふさわしい生活」という言い方を

しています。ところが、社会全体から見たら、子どもにとってふさわしくない生活が山ほ

どあって、本当に外に行って遊んでいない。あるお母さんは「ゆうゆうのもりに来るまで

は、朝の 30 分だけ外にいましたけど、あとは全部部屋の中で子育てしていました」という

人がいたりする。そうすると、ゆうゆうのもり幼保園では、就労の有無に関係なく、子ど

もにとってふさわしい生活をどうつくるかということを考えざるを得ない。そのためには

どうすればいいかということに私はすごく悩まされました。子どものことを大事にしてく

れるのは、認定こども園なのか、それとも新たな保育施設なのかわかりませんけれども、

理念としてこのことを大事にしてみんなで子育てしませんかとかいうことが大事だと思っ

ています。 

私はおやじの会もつくりました。おやじの会は就労の有無に関係ないですから、おやじ

というのはすごく保育を応援してくれるし、子どもたちがちょっと危険なことも応援して

くれたりする。そういう活動も行う中で、園を中心にネットワークができてきて、子ども

を育てようという輪ができてくる。そういう地域が広がってくるということをどうやって

実現させていくか、そのような理念のところをきちんとしておかないと、認定こども園と

はただ幼稚園と保育園が一緒になったものですといっても、保育はますます難しくなると

いう思いを持っております。 

○山縣座長 気をつかっていただいてありがとうございました。座長は自分の意見を軽々
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に言えないという理論的なことはよく知っていたんですけれども、時間的にも非常に時間

を押しております。事務局、５分延ばしていいでしょうか。各委員さん、よろしいでしょ

うか。 

 吉田委員の方から一定の整理がありましたけれども、半数ぐらいの委員の方が関心を持

っておられるようなので、この検討会の基本的スタンスといいますか、認定こども園と保

育所・幼稚園との省内での関係ですが、そこを少し、現段階での事務局のお考えで結構で

すので、一言お伺いして締めていこうと思います。今のお考えを。 

○川又参事官 事務局ですけれども、答えるのが非常に難しいなというか、まさにそこを

どう考えていくかというところも含めての議論だと思います。今回のこの検討会は、閣議

決定にもございますように、認定こども園の制度改革についてということがテーマではご

ざいますので、まずは今もう法律ができて、認定こども園という制度が２年間動いている

わけでございますから、何が問題で何が足りないのか、今渡邉先生の方からもいろいろ御

指摘をいただきましたが、その辺を具体的に洗い出して、どのようにしていったらいいの

か、そこをまず考えていく。そこを突破口に、最後どこまでの議論の深まりがいくのかど

うかというのは、また御相談しながら進めていく必要があるのかなと思っております。 

 とりあえず、現在のところはこんなところです。 

○山縣座長 ありがとうございます。核はあくまでも認定こども園だけれども、議論の過

程の中では両者を含める場合もあり得ると、それぐらいのことで現段階では御了解いただ

きたいと思います。 

 駒村委員、あるいは長田委員等から質問等もあるということもありましたが、ちょっと

時間がございませんので、質問、あるいは追加資料等が必要な場合は、事務局の方は受け

ていただけますでしょうか。次回までに、質問等、あるいは追加資料の必要なものがあり

ましたら、事務局の方にお申し出いただきまして、できましたら回答は個別委員に対して

ではなくて、全体に還元していただけたらと思っております。 

○駒村委員 一言だけいいですか。むしろ、せっかくやっていただいたこのアンケート調

査について、どこかで皆さんで論評していただきたいということと、あと、このデータと

いうのはいろいろ使いでがあるデータなので、いろいろな角度からやった方がいいのでは

ないですかというコメントだけですので、私についてはとりあえずここだというのはない

んですけれども、技術的な分析をもう少しやると面白い結果が出るというか、重要なこと

がわかってくるのではないかという意味で、アンケートデータの話です。 

○山縣座長 はい。 

○濵谷幼児教育課長 御参考までに。縦長の参考資料がございますけれども、参考資料の

５ページからアンケート調査の生の具体的な資料もございますので、これもごらんいただ

きまして、質問とか御意見等がございましたらお寄せいただければと思います。 

○山縣座長 では、次回以降の過程の中で、場合によっては、今日は現場関係の委員がた

くさんいらしていただいていますので、その辺も含め、それから利用者の意見ということ
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で、データも含めて、どこかの段階で一度議題として取り上げるという方向を考えてみた

いと思います。 

 では、最後になりますけれども、事務局から次回以降の予定等がありましたらお願いし

ます。 

○川又参事官 本日はありがとうございました。次回以降の日程につきましては、改めて

日程調整をさせていただきたいと思います。１月に１回ぐらいというペースを考えており

ますので、11 月半ばぐらいまでには１回と思っています。日程を調整させていただきます。 

 あと、次回以降の進め方ですが、また座長とも御相談をさせていただきたいと思います

が、とりあえず今日は時間の関係でお１人三、四分から五分ということで短い時間でござ

いましたので、また御相談させていただきたいと思うんですけれども、まずは実際に認定

こども園を経営されている、運営されておられる委員の方が３名おられますし、また保育

所・幼稚園という立場で経営をしておられる委員もおられますので、もう少し具体的な、

先ほど渡邉委員の方から私どもが気がつかないような様々な問題を挙げていただきました

けれども、その辺を具体的な実際上のいろいろな課題なり、困っていることなりをもう少

し深くお話をお聞きして、議論をより深めていくという形で進めさせていただければと思

います。具体的には座長とまた御相談して、次回の議題設定をさせていただければと思い

ます。ありがとうございました。 

○山縣座長 それでは、今日、第１回の委員会はこれで終わらせていただきたいと思いま

す。次回以降、よろしくお願いします。 


