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認定こども園制度の在り方に関する検討会（第３回） 
 

 

 

１．日時 平成２０年１２月１２日（金） １４：００～１６：００ 

 

 

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用１２０８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 

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 

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 

無藤  隆    白梅学園大学教授 

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 裕明    兵庫県健康福祉部参事 

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 
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４．議事要旨 

 

○山縣座長 小渕大臣におかれましては、今、本会議場を出られたという情報が入りまし

て、もう少し遅れられるようです。時間が非常にもったいのうございますので、定刻を過

ぎましたので、今から、第３回の「認定こども園制度の在り方に関する検討会」を始めさ

せていただきたいと思います。 

年末のお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございました。今日は前回

と違って非常に広い会場で、会場を半分しか使っていませんが、議論は偏らずにすべて埋

めつくす感じで、子どもたちの立場を含めましていろんな立場からの議論をしていきたい

と思います。今日は中身について少し入っていこうということでございますので、先生方

の御意見を伺わせていただけたらと思っております。よろしくお願いします。 

早速ですけれども、事務局から、資料の確認等につきましてお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○川又参事官 少子化担当参事官の川又でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元に配布しています資料の確認でございますが、議事次第がございまして、その下

に、資料１として「諸外国の幼保統合施設」、資料２として「『認可』『認定』『認証』につ

いて」、資料３として、これが本日のメインの資料でございますが「議論の整理（案）」、資

料４として「認定こども園制度創設時の理念・考え方」等についての過去の答申等の抜粋、

資料５として、「認定こども園に対する新たな財政措置」、資料６として今週 12 月９日（火）

に、厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会で出されました第１次報告（案）等

でございます。 

このほかの資料でございますけれども、委員の方々からの配布資料がございます。秋田

委員、井戸委員、長田委員、森委員、吉田敬岳委員より、それぞれ配布資料を御用意いた

だいております。 

それから、山縣座長のほうから、メインテーブルの委員の皆様方の机上に配布させてい

ただいておりますけれども、「都道府県におきます認定こども園条例に関する研究」という

ピンク色の研究の成果の冊子を配布させていただいておりますので、よろしくお願いいた

します。 

次に本日の委員の出席の状況でございますけれども、兵庫県井戸委員の代理といたしま

して、兵庫県健康福祉部参事の吉田裕明さんに出席をいただいております。秋田委員、池

本委員、駒村委員、中澤委員、森委員より欠席との御連絡をいただいております。また、

猪熊委員と渡邉委員は若干遅れるということで連絡を受けております。間もなく到着され

ると思います。よろしくお願いいたします。 

○山縣座長 ただいまたくさんの資料がございましたけれども、委員の方々、お手元に揃

っておりますでしょうか。 

秋田委員ほか、複数の委員の方々から貴重な資料、御意見を提出いただいております。
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特にこれについて特別な時間をとって説明いただくことはしませんので、必要があるとこ

ろで、含めて御意見をいただけたらと思っております。よろしくお願いします。 

それでは議事のほうに入っていきたいと思います。まず、先ほどの資料にもございまし

たが、前回の委員会で委員のほうから質問があった、あるいは提出を求められた資料につ

きまして説明をお願いしたいと思います。 

○濵谷幼児教育課長 幼児教育課長でございます。それでは、お手元の資料１、資料２に

ついて御説明をさせていただきます。 

まず資料１「諸外国の幼保統合施設」でございます。イギリスのチルドレンセンターが

第１でございます。施設の概要でございますけれども、就学前教育の施設について、保育

や教育サービスに加えまして、幼児や家族の保健、保育情報、子育て支援、更には雇用情

報など多角的なサービスの提供を行う施設ということでございまして、2003 年から導入さ

れたということでございます。 

このセンターは、就学前の５歳未満の幼児とその家族を主たる対象といたしまして、各

地方当局によりまして、地域のニーズに合わせて設置されるということで、主なサービス

内容としては、①終日保育（1日 10 時間以上）の実施、②有資格教員の配置、③子どもや

家庭への保健サービス（マタニティサービスも）、④親・家庭支援、⑤託児員のネットワー

ク、⑥特別支援教育のニーズへの対応、⑦雇用支援センターとの連携による、雇用や訓練

を希望する親への支援、などが提供されるということでございます。 

導入された背景、下にございますが、２つ目の「○」でございますが、1999 年から「シ

ュアスタート」という、貧困地域の家庭・児童の環境向上を中心に生活や幼児教育を支援

するプログラムが開始されまして、これに基づきましてさまざまなセンターが導入され

2003 年から「チルドレンセンター」として発展・拡充された、こういう経緯でございます。 

２ページでございます。施設等でございますが、特に教育困難地域を中心に設置が進め

られておりまして、2006 年３月現在で 524 カ所、去年の 2007 年４月で 1,250 施設となり

まして、100 万人の子どもが利用可能になったということであります。 

目標といたしましては、政府として 2010 年までに全国で 3,500 施設の設置を目標として

いるというようなことでございます。 

教育・保育内容については、国の教育基準局が作成するカリキュラムをモデル的に実施

するということで、保育計画・環境・保育者が高い水準で整備されています。 

時間の関係もありまして、以上でございます。 

続きまして４ページ、ドイツのコンビ施設の概要でございます。ドイツでは日本と似て

おりますが、通所施設として幼稚園と保育所があるということでありますが、これは年齢

別に区切られているということで、幼稚園は３歳以上、保育所は３歳未満の対象というこ

とで年齢で切り分けをしているということが基本でございます。また、このほかコンビ施

設などと呼ばれる０～６歳児まで（場合によっては 12 歳児までの学童保育も含む。）、そう

いった一気通貫のいわゆる混合型の施設がありまして、近年その数が増えてきて、既存の
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３歳以上の幼稚園が０～２歳児まで拡大して、これに転換するというような傾向にあると

いうことであります。 

保育所と幼稚園を合わせたものが大半ということでありますが、学童保育まで併せ持っ

たものもあるということで、グループ編成としては年齢別、あるいは保育所・幼稚園・学

童保育といったグループ別、更には「年齢混合グループ施設」と言われるような異年齢を

同じグループしたものまでさまざまな形態があるということであります。 

施設数については、右下のほうでございますが、保育所が 2002 年で 798、幼稚園が２万

7,839、統合型のコンビ施設が１万 5,182 ということで、全体の施設数は減少傾向でありま

すが、コンビ施設は増加傾向にあるということでございます。 

以上、資料１でございます。 

○山縣座長 大臣がご到着されましたので、ここで一言ごあいさつをいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○小渕大臣 皆様こんにちは。説明の途中になりまして大変恐縮でございます。本日も大

変お忙しいところ、こうしてお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

 前回、出席をさせていただきましたときには、認定こども園を実際に運営されている方

から具体的に御指摘をいただいたり、また幼稚園・保育所の方からも積極的な御意見を頂

戴いたしまして、大変興味深く勉強させていただきました。ただ単に二重行政をどうして

いくかということではなくて、子どもの豊かな育ちをどうしていくかという基本理念を改

めてしっかり議論していかなければならないのではないかということを感じた次第であり

ます。 

本日の検討会では、これまでの審議を踏まえて課題を整理していくとともに、更に論点

を明確化していただければと考えております。今後、年末に向けまして、来年度の予算編

成作業が本格化していくとともに、保育サービスの在り方に関する議論も深まりつつあり

ます。こうした動向をしっかり踏まえながら、常に子どもたちの視点、そして利用者の視

点というものを一番に考えながら、これからも皆様方には議論を進めていただきたいと思

っております。 

前回もちょっとお話をいたしましたけれども、私はこの認定こども園の議論につきまし

て、大変関心を持ち興味深く皆様方の御意見を聞かせていただいています。時間の許す限

り出席したいと思っているわけでありますけれども、大変申し訳ありませんが、これから

また国会が開かれるということで失礼をしなければならないことをお詫びを申し上げたい

と思います。どうか積極的な御議論をいただけますようによろしくお願いします。 

○山縣座長 ありがとうございました。今、大臣のお話にもありましたように、引き続き

公務ということでございます。 

それでは再開をしたいと思います。引き続き、資料２、前回も少し説明をいただきまし

たけれども、より詳細にということで、「認可」、「認定」、「認証」の言葉、意味の違い、そ

こら辺からお話をお願いしたいと思います。 
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○濵谷幼児教育課長 それでは、引き続きまして資料２でございます。前回、一般論とし

て「認可」、「認定」、「認証」の用法に関する資料をお出ししましたが、幼稚園・保育所・

認定こども園・認証保育所といった、今回の議論に即した形で具体的にと、こういう御指

摘だったと思いますが、その宿題の資料でございます。 

まず認可幼稚園と保育所は法律上、都道府県知事の認可になっております。 

また認定こども園については都道府県知事の認定、ちなみに東京都の認証保育所は都の

知事の認証となっています。幼稚園、保育所、認定こども園については法律、認証保育所

については実施要綱が根拠ということであります。 

違いますのは、基準のところと効果でございますけれども、まず基準につきましては、

幼稚園・保育所については、それぞれ幼稚園設置基準、児童福祉施設最低基準が基準でご

ざいますが、基準を満たしたものについての認可を行うか否かについては、認可権者の広

範な裁量・判断が認められているということであります。 

一方、認定こども園の認定でございますけれども、国が定める施設の基準を参酌して都

道府県が条例で定める基準が認定の基準でございますけれども、一般の解釈的なものとい

たしましては、この認定につきましては、機能を備える施設を認定するという仕組みであ

りまして、いわば、適正配置といった観点からの認定の可否を判断することは適当ではな

いということを私どもから通知で解釈を示しておりますが、そういう意味では、認可に比

べますとこういった裁量の余地は比較的少ないということであります。 

それから、認証につきましては、これは都に確認したところでございますが、認証基準

に適合するか否か、審査を経て東京都が認証を行うということでございます。 

それから、効果でございますけれども、名称独占と財政措置の２つございますが、まず

幼稚園と認定こども園については法律上、名称独占の規定がございます。 

一方で保育所と認証保育所についてはそういったことは特にございません。 

それから、財政措置でございますが、幼稚園・保育所については、いわば学校、認可保

育所としての財政措置、都の認証保育所については地方単独措置でございますけれども、

認証を受けたことによって財政措置がございますが、一方で認定こども園につきましては、

法律上ですが、社会福祉法人と学校法人との相互乗り入れといった形での財政上の特例は

ありますが、特段認定こども園に着目した形での財政措置は基本的にはないということで

ございます。 

以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。不勉強で知りませんでした。幼稚園は名称独占な

んですね。町中にでもありますね。認可外で「幼稚園」という名前使っているのは。 

○無藤座長代理 「幼児園」という名前はあります。 

○山縣座長 幼児園で使っているのがそうですか。ごめんなさい、勉強になりました。あ

りがとうございました。 

続きまして、「議論の整理」、資料３につきまして、よろしくお願いします。 
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○川又参事官 それでは資料３をお願いいたします。資料３「議論の整理」とさせていた

だきました。これまで２回の検討会で皆様方からいただいた議論を整理したものでござい

ます。事前にお送りをさせていただいておりますが、駆け足で紹介をさせていただきます。 

「認定こども園制度の現状と施策の動向」、「認定こども園制度の意義」、「認定こども園

制度の課題」、」認定こども園制度の改革と理念と方向」という形で整理をしております。

１ページ目をお願いいたします。 

まず現状と施策の動向でございますけれども、（１）現状といたしましては、今年の４月

１日現在 229 件でございますが、当初 2,000 件程度の見込みがあるだろうということに比

べますと、まだまだ認定件数は少ない。ただ、アンケートを見ますと、保護者や施設から

の評価は高いというような現状にございます。 

（２）施策の動向でございますけれども、認定こども園につきましては、「経済財政改革

の基本方針２００８」、いわゆる「骨太方針２００８」、その他、１ページ目の下に書いて

あるようなさまざまな政府の文書におきまして記述がございます。 

２ページ目の１行目にありますように、「20 年度中に制度改革に関する結論を得る」と

されているところでございます。 

そのほか、21 年度要求、１次補正、生活対策という形で予算の関係がございますけれど

も、これは後ほど資料５により説明させていただきます。 

２ページ目の一番下の「・」ですが、認定こども園の法律の附則におきましては、法施

行後５年（平成 23 年 10 月）を経過した場合に、施行状況を勘案して検討するという検討

規定があるところでございます。後ほど資料４－２で確認をさせていただきます。 

３ページ目をお願いいたします。認定こども園の意義でございます。 

まず、１つ目の「・」で、創設当初どのような考え方であったかということで（ⅰ）～

（ⅳ）まで掲げてございます。 

（ⅰ）親の就労の有無に関わらない施設の利用 

（ⅱ）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 

（ⅲ）既存の幼稚園の活用による待機児童の解消 

（ⅳ）育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援の充実 

ということが、当初のつくったときの目的でございました。後ほど資料４－１で、一部

また紹介をさせていただきます。 

２つ目の「・」以下ですが、ここでいただいた御意見でございます。 

・保護者、施設の８割、９割が評価をしている。 

・親の就労の有無にかかわらず、施設利用できることを評価している。 

・幼稚園側の親は、長時間の預かり、保育所側は、幼稚園と同じ教育という点を評価して

いる。 

・専業主婦と働く親御さんは分断されているけれども、良い交流の機会になっている。 

・地域の子育て支援機能としての役割。 
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・経済成長にも寄与する。 

・地域社会の活性化という観点も重要 

というような御意見をいただいております。 

４ページ目をお願いいたします。認定こども園に関する課題でございます。 

①二重行政の解消 

・書類の重複、監査の重複、会計処理の複雑化。 

・待機児童の有無にかかわらず、保育所の認可を行うべきではないか。 

・職員配置、調理室、屋外遊技場に関する基準を緩和すべきではないか。 

・「保育に欠ける」という要件の在り方を見直すべきではないか。 

・厚生労働省における、保育所の制度改革の動向を踏まえる必要があるのではないか。こ

れは後ほど資料６で補足させていただきます。 

②財政支援の必要性 

・認定こども園となるための財政負担について、財政支援が必要ではないか。 

・幼稚園型、保育所型についても、柔軟な財政支援が必要ではないか。 

・専業主婦に対する子育て支援機能についても、財政支援が不十分ではないか。 

・「子ども交付金」などにおいて、機能に応じて財政支援をする方向が打ち出されたことは

評価すべきではないか。 

というような御意見もございました。 

５ページ目でございます。 

③その他の課題 

・正規職員の配置や研修の機会の保障など質の担保のための措置が必要ではないか。 

・小中学校との接続を考慮して、就労の有無にかかわらず、全ての子どもに対し、質の高

い教育を保障することが重要。 

・保護者間の意識の相違、行事の時期、職員の配置・待遇などさまざまな工夫が必要とな

る。 

・幼稚園教諭・保育士の意識改革をし、相互に質を高めていくことを考えるべきではない

か。 

・子育て支援センターとしての機能、放課後児童への対応など付加価値が増えるほど利用

しやすいものになるのではないか。 

・利用者の多様なニーズに対応していくことが重要。 

・認定こども園の果たす役割について、ＰＲ活動が必要ではないか。 

というような指摘がございます。 

（２）就学前教育・保育をめぐる全般的な課題 

・将来的に、幼稚園・保育所・こども園という３つの形でいくのか、一元化するのか、そ

の辺を明確にすべきではないか。 

・幼稚園・保育所という枠を超えた、より質の高い施設に一元化すべきではないか。 
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・教育・養護・保育という言葉の定義を明確にしていく必要があるのではないか。 

・機能に着目し、幼児教育機能、保育機能及び子育て支援機能を統合するという考え方が

重要ではないか。 

６ページ目になります。 

・諸外国では、幼稚園と保育所の所管を教育所管省や子どもを一元的に所管する省庁に移

管する動きがあり、参考とすべきではないか。 

・社会の変化に対応したシステムづくりや、人口減少に伴う効率化という視点も勘案すべ

きではないか。 

というような課題がございます。 

 ７ページ目でございます。 

４．認定こども園制度の改革の理念と方向 

（１）改革の理念としていただいた御意見を整理いたしました。 

・改革は、質を下げるものではなく、質の向上を目指すものとすべきではないか。 

・教育・保育のグランドデザインが必要ではないか。 

・子どもの立場に立った議論が必要なのではないか。 

・親のニーズに振り回されるのではなく、子どもの豊かな「育ち」を目標とする必要があ

るのではないか。 

・単に子どもを預かるのではなく、子どもが育っていく場として考えるべきではないか。 

・子どもの「生活」を基本として尊重すべきではないか。 

・北欧との比較におきまして、子育てに関して、家庭、地域、社会がどのような役割を担

うかといった議論が必要ではないか。 

・親と地域がつながりをもって、子育てを考えていく場としていくべきではないか。 

・コミュニティにおける地域の子育て支援機能を重視すべきではないか。 

・幼児教育に投資することにより、将来の社会的コストを下げることができるという視点

が重要ではないか。 

というような、理念、考え方についての御意見をいただいております。 

（２）改革の方向とございますが、本日このあたりをもう少し議論をいただこうと思うわ

けですが、７ページ目の次に、最後のページ振っておりませんが、別紙ということで、「議

論の視点」という紙がついております。これまで出されました課題をもとに改革の方向を

議論する上でいわばキーワードになるのではないかというものを整理してみたものでござ

います。本日はこの別紙をもとに更にご議論を深めていただければということで準備をさ

せていただきました。 

まず議論の視点として、１つ目の「○」子育てに関する基本的な考え方といたしまして、

北欧と日本の考え方の違いというような御意見も出されたところですが、家庭・地域・社

会それぞれがどのような役割を果たすのか、それぞれの関係はどのように考えたらいいの

か。 
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２つ目の「○」として認定こども園が目指すもの。制度が求められる背景、制度の効果・

意義。創設時の考え方もございましたけれども、その考え方に照らして現状スタートして

みてどうなのだろうか。また、今後の方向性としてどのように考えていくかということで

ございます。 

３つ目の「○」が認定こども園の目的を達するための機能の在り方。 

教育・保育・子育て支援という機能があるわけですが、この３つの機能をそれぞれどう

深め、また、その関係をどういうふうに考えていくか。 

４つ目の「○」ですが、サービスの質の確保といたしまして、子どもの視点というのが

皆様から強調されておりますけれども、具体的に何をどうしていけばよいのか。職員の資

質・体制、保護者との関係、全国統一的な仕組みと地域の実情に応じた仕組みということ

で、本日の井戸委員、森委員からの配布資料にも「地域の自主性」ということが強調され

ておりました。自治体のほうから、そのような声もありますので、その辺をどう考えるか。 

また、次の「○」ですが、規制と助成（支援）の在り方。 

最後の「○」事務手続の改善、二重行政の解消といった問題がございます。 

このような論点となるべきキーワードを整理してみたところでございます。 

これに関連いたしまして、残りの資料を簡単に説明させていただきます。 

○濵谷幼児教育課長 それでは、続きまして資料４－１「認定こども園制度創設時の理念・

考え方」でございます。 

３つございまして、１つは、当時の中教審の部会と社会保障審議会の部会の合同の検討

会議の審議のまとめの抜粋、２つ目が、法律の施行通知、３つ目が、当時、それを踏まえ

ました中教審の「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた幼児教育の在り方」についての

答申でございます。 

まず１ページでございますが、当時の合同検討会議で指摘されている「現状と課題」と

いうことでございますが、子どもを取り巻く課題として、基本的な生活習慣や態度が身に

ついていない、運動能力の低下、他者とのかかわりが苦手、自制心や規範意識が十分育っ

てないなどの課題が指摘されている。少子化の進行により、異年齢児と共に育つ体験を十

分に得ることが困難である。ライフスタイルの多様化などと相まって、保育ニーズが多様

化する一方で、幼稚園教育という観点からは、保護者の就労等の事情による幼稚園におけ

る教育を希望する者が受けられない。核家族化の進行等によって、子育ての孤立化、子育

てに不安や負担を感じる親が増加しており、特に在宅の３歳未満の子どもの子育て支援が

不足している。待機児童の解消とともに仕事時間と生活時間のバランスのとれた生活を送

ることができるような働き方の見直しが求められている等々が指摘されております。 

こういった課題に対応するものとして、「意義・理念」としては、第１に、下線を引いて

いるところでございますが、子どもの視点に立ち、「子どもの最善の利益」を第一に考え、

子育てをする人が子育てに喜びを実感できるような社会を形成していくとの基本的認識に

立つということであります。 
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また、総合施設については、地域によっては既存の制度の枠組みだけでは必ずしも多様

化する幼児教育・保育のニーズに柔軟に対応できにくい状況があるということで、地域が

自主性を持って地域の実情や親の幼児教育・保育のニーズに適切かつ柔軟に対応するとい

うことが基本的な考え方でございました。 

また、これによりまして、幼児教育の機会の拡大や地域の子育て家庭に対する支援の充

実や、待機児童の解消等につながることが期待されるという考え方でございます。 

３ページでございますけれども、幼稚園と保育所との関係についても、一番下のところ

にありますが、既存の幼稚園や保育所の機能の拡充、組み合わせ・連携の強化等に対応す

るのか、あるいはこうした対応を基盤としつつ、更に新たな枠組みである総合施設を組み

合わせて対応していくかは、地域の実情に応じて判断されるべきものというのが当時の整

理でございます。 

５ページでございますが、施行通知でございますけれども、先ほども御紹介がありまし

たけれども、認定こども園の意義が４つございますけれども、そういった意義については、

この施行通知の中で明らかにされているということでございます。 

それから、この資料最後でございますが、中教審の答申でございますが、時間の関係も

ありますので、最後の 14 ページだけ御紹介をさせていただきます。 

今後の幼児教育の取組の方向性ですが、現在、共働き世帯が就業世帯の半数を超え、両親

が家庭にいる時間が少なくなり、また、地域社会の連帯感も希薄になっている。これまで

以上に家庭における教育力、地域社会における教育力の現状に心を砕き、その再生・向上

のための取組を講じていかなければ、教育が目的とする「将来にわたる子どもの健やかな

成長」を保障することができなくなってしまうのではないかという問題意識のもとに、家

庭・地域社会が自らその教育力を再生・向上し、家庭・地域社会・施設の三者がそれぞれ

の教育機能を発揮し、総合的に幼児教育を提供することによって、子どもの健やかな成長

を支えていくものとすることが必要である、という提言になってございます。 

続きまして資料４－２でございますが、先ほど御紹介がありました見直し規定でござい

ます。御覧のとおりでございまして、５年を経過した場合において、施行状況を勘案して、

必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるということで、平成 23 年 10 月がその５

年の時期だということになります。 

それから、私から最後に資料５でございますが、「認定こども園に対する新たな財政措置」

でございます。概算要求では、施設整備の補助、事業費の補助合わせて 100 億の要求をい

たしておりますが、これが補正予算等ですべて前倒しになっております。１次補正におき

まして、幼保連携型に係る必要な施設整備費 21 億円が前倒しになっておりますし、２次補

正につながる予定であります「生活対策」におきまして、「安心こども基金（仮称）」の設

置が盛り込まれておりますが、この基金の事業の中に、平成 22 年度までの間の認定こども

園の拡充の支援が盛り込まれているということでございます。 

私からは以上でございます。 



 11

○山縣座長 ありがとうございました。意見交換に入る前に続けて、資料６につきまして

説明をお願いしたいと思います。 

○今里保育課長 資料６－１から６－４まで、多少大部でございますけれども、６－１が

社会保障審議会少子化対策特別部会、今週の 12 月９日に開かれました会議で、第１次報告

の（案）として示されたものの議論のたたき台の概要でございます。６－３という、これ

も横長になっておりますが、これがこの６－１の概要に付属するものとして一体をなして

いる形での保育制度の姿の（案）という形になってございます。この６－１と６－３につ

いて、ごく簡単に御説明をさせていただきます。 

 少子化対策特別部会では、これからの保育制度の在り方にとどまらず、次世代育成支援

のための新たな制度体系の設計のための議論を進めてきたわけでありますけれども、保育

を中心に議論の中間的な取りまとめを行うということで、この第１次報告を取りまとめよ

うとして、その議論のたたき台を出したというステージになってございます。これをもと

に更に少子化対策特別部会で議論がまだ継続しているものでございます。 

 資料６－１で全体を概観いたしますと、これからの「保育制度のあり方について」とい

うことで、これまでの保育制度が果たしてきた役割、検討に際しての前提、社会環境の変

化などの検討の背景。 

 ２枚目に行きまして、（4）というところになりますけれども、現行の保育制度の課題と

していろいろな点が挙げられておりまして、内容に立ち入る時間がなくて大変恐縮なので

すけれども、それらを踏まえて、今後の保育制度の姿、（5）ということで出てくるという

ものでございます。 

そして今後の保育制度の姿というところが、別紙の形で、資料６－３になっているわけ

でありますけれども、関係者のさまざまな考え方がございますので、その中から典型的な

ものを事務局において整理をして３つにまとめたという形でございます。 

一番左側が現行制度を維持した上で若干の改善を行うというもの。 

真ん中のものが、保育の保障を強化するということを中心に、新たな保育の仕組みを提

示したもの。 

右側のものが、市場原理に基づいて直接契約・バウチャー方式で制度を設計するとこの

ようになるであろうというようなものでございます。これにつきましても議論の詳細につ

いては、時間の関係で割愛させていただきますが、先ほど議論の、こちらの検討会でござ

いました「保育に欠ける」ということを見直すべきではないかというところがございまし

たけれども、それに関しましては、資料６－３の１枚目の１の「保育の必要性等」の「（2）

判断の判断基準の設定」、その後の「（3）判断基準の内容」というところがかかわってくる

かと思います。 

判断基準の設定の仕方、つまりどういう子どもが、どういう保護者が保育が必要である

かということを判断して保育所に入るということはご案内のとおりでございますけれども、

その判断基準の設定の仕方としては、（2）にございますように、給付対象範囲（短時間就
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労者、求職者等）、優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭・虐待事例等）の基本的事項

について国が基準を設定し、その上で、地域の実情に応じた基準の設定を可能にする（人

口減少地域での子ども集団の保障、きめ細かな判断基準等）が考えられるというふうにさ

れているところでございます。 

また、判断基準の内容につきましては、まず就労を理由とするものにつきまして整理を

いたしますと、短時間就労者に対しても就労量に応じた必要量を判断するべきである。 

昼間の保育を基本としつつ、早朝・夜間など時間帯にかかわらず必要量を判断すべきで

あるということ。 

また、求職中の方に対しても必要性を認めるということを基準にしていこうということ。 

就労以外の事由（同居親族の介護等々）についても保障すべきであるということ、同居

親族が今までいた場合には、給付対象範囲にならないという基本的な考え方があったわけ

ですが、その有無を問わずに必要性を認める。 

それから、保育所における保育の基本のところとは若干ずれる部分もございますが、専

業主婦家庭に対しても一定量の一時預かりを保障するというような事柄が提言をされて、

今後更に議論されていくということになっております。 

以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。厚生労働省のほうに設置されています少子化対策

特別部会の（案）ということで、まだ確定ではないようですけれども、現段階の状況を報

告いただきました。 

これで一応本日、事務局のほうで準備をいただきました資料はすべて説明を受けたこと

になります。先ほど言いましたけれども、別途、個々の委員から御意見をいただいており

ますが、これは今後の議論の中でそれぞれ反映させていただきたいと思います。 

会議予定時間が、約１時間 20 分残っていと思います。とりわけ資料３を中心に、あるい

は資料３の別紙というところに、現在の資料３の中ではブランクになっております改革の

方向を考えるための視点というのが提示されておりますので、これを各委員におかれまし

ては意識をしていただきながら御意見をいただきたいと思います。今日の段階ではまだせ

ずにいろんな角度から自由に御意見をいただいて、最終報告書に入れるキーワードですと

か、主な趣旨のようなことを御提示いただけたらと思っております。 

それでは、ここから自由に議論をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ど

なたでも御意見ありましたら、いかがでしょうか。 

○田村委員 質問です。ちょっと御説明いただいた資料についての６－１のところで出て

きたお話の中で、これ新聞記事で拝見したのですけれども、たしか日本経済新聞だったと

思うのですが、財政難のために地方公共団体の動きが保育所の設置について鈍いというこ

とで、国の基準が決まったらそのとおりになっていれば、自動的に認めるような方向を考

えたいというような議論が出ていましたのですが、その辺のところはどういう議論になっ

たのか、教えていただければと思います。資料６にかかわることですけど。 
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○今里保育課長 それにつきましては、資料６－３でいきますと、２ページ目の「保育の

提供の仕組み」というところにかかわってくるかと思います。この仕組みによりますと、

まず認可の関係でいいますと、３の「参入の仕組み」というところにかかわってくるわけ

ですけれども、現行制度の場合には、都道府県の認可制度というのは裁量性があり、将来

の児童数の減少などを考えますと、待機児童が仮にいたとしても認可をしないということ

が裁量によって可能であるという仕組みになっているわけでございます。 

「新たな保育の仕組み」という真ん中のもので議論をされ、提案されている事柄といい

ますのは、客観的基準（これは最低基準を想定しているわけでございますが）を満たす事

業者は給付対象とする仕組みとする。これはわかりにくい部分がございますけれども、認

可ということとは別に、事業者を指定して、それを公費が入る給付対象として、今までの

認可保育所のような役割を果たしていただくと。この基準を満たす場合には、この指定は

裁量なく行われるという形を考えているという案でございます。 

以上です。 

○田村委員 ありがとうございました。結論は出てない。 

○山縣座長 まだ、当然結論は出ていないということだと思います。（案）ということです

し、３つがとりあえず並列して書いてございますので、それ以上のところは進んでないと

いうことかと思います。資料の質問を忘れていました。質問がございましたら、まず、そ

ちらのほうを先にやりたいと思います。申し訳ありませんでした。よろしいでしょうか。 

意見を提出していただいたさくら保育園の先生どうですか。何か補足なり、今回のとり

あえず緩やかな論点の整理が始まっておりますけれども、そこらあたりでコメント、御意

見がございましたら。 

○長田委員 論点の整理（案）については、今、初めてこの資料を見せていただきました

ので、ちょっと意見をまとめるまで時間をください。補足説明という資料を私は出させて

いただきました。前回 10 分間という制限つきで提案をさせていただいて、あのようなお話

をさせていただいたのですけれども、やはり随分言葉足らずだった部分もあったのかなと

いうことを反省しておりまして、もう少し深くというんでしょうか、詳しく、どうしてあ

のようなことを私のほうから提案させていただいたかというようなことも含めて、ここに

まとめて資料として出させていただきました。多分お読みになっていただければおわかり

になっていただけるかと思うのですが、読んだほうがよろしいでしょうか。 

○山縣座長 ありがとうございました。いかがでしょう。安藤委員、前回、御出席でなか

った。議事録を読んでいただいたのではないかと思いますけれども、前回の議事録を読ん

でいただいたご感想なり、あるいは今回の論点整理のポイント等について御意見ございま

すでしょうか。 

○安藤委員 前回は欠席しまして申し訳ございませんでした。さまざま資料が出て、自分

の中で今整理をしていたのですけれども、１つ気がつくのが、私どもＮＰＯでやっている

父親支援といいますか、専業主婦のストレスであるとか、子どもの育ちについて、実は大
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きな背景といいますか、原因となっている父親の育児参加の度合いの低さというものがあ

まりこの資料に、父親というワードすらもなかなか出てこないといいますか、「専業主婦」

という言葉はたくさん出てきているんですけれども、我々は父親支援の事業を展開する中

で、行き過ぎた長時間労働、働き方を見直して家庭や地域に帰るとこういういいことがあ

るよということ、実際セミナーでお父さんたちに伝えているのですけれども、父親という

家庭・地域には不在な人たちに対する何か啓蒙といいますか、メッセージみたいなものを

ここに盛り込んでいただければなというふうに今の時点ではそれを思っています。 

○山縣座長 ありがとうございます。吉田正幸委員、少子化対策部会のほうにご出席とい

うこともありますし、そちらの辺で認定こども園の話が出ているのかどうかとか、ちょっ

とその辺の状況、あるいは個人的なことでも結構ですので。 

○吉田（正）委員 この報告にありますので、少子化対策特別部会としては、認定こども

園については、この検討会の議論の状況を踏まえてという、お互いににらみ合って、そう

いうことで終わっているような気がするんですが、もっと基本のところで申し上げると、

１つは、この「議論の視点」別紙のところで、特に子育てに関する基本的な考え方と、認

定こども園が目指すものを含めて、いわゆる認定こども園の理念をもう一度確認をする必

要があるのではないか。いわゆる総合施設の検討のときからそういう話があったのですけ

れども、改めて理念を確認する必要があるのではないか。 

これに関して、私は個人的には総合施設の議論のときから申し上げていたのですが、す

べての「子どもの最善の利益」、それは言いかえるとソーシャル・インクルージョンという

ことで、家庭の所得が高くても低くても、あるいは大家族でも核家族でも、ひとり親家庭

でも、子どもに障害があっても、なくても、いろんな社会的要因によって子どもや子育て

家庭が排除されない社会的排除のない、みんなが地域で共により良く生きていけるという

か、育っていける社会を目指しましょうと、そういう理念を明確に私はすべきだろうと思

っていますし、その延長線上から言えば、子ども環境として家庭とか地域社会・コミュニ

ティをどう活性化させるかということも恐らく認定こども園の重要な役割だと思いますの

で、その辺の議論も少しいただきたいというのが個人的な要望の１つです。 

もう一つは、実際に制度改革というテーブルに乗っているわけですから、これは少子化

の部会でもお話したのですけれども、一遍に乱暴に改革の議論ではなくて、制度レベルで

課題があれば、当然制度は変えなければいけない。制度レベルの課題は何なのだ。あるい

は制度自体は本質的に大きく間違っていないけれども、運用がまだ変えられるのではない

か、運用レベルで改善できるものとか、制度や運用だけではなくて、実際の認定こども園

となった施設の運営レベルの問題も当然あるだろうと、そういう整理をしておかないと、

全部ごっちゃに、改革だという議論は少し乱暴すぎるのではないかなと。その辺を少しき

ちんと押さえておきたいというのが２つ目です。 

３つ目は、この別紙のとおりで、「認定こども園の目的を達成するための機能の在り方」

ということですが、言葉の整理をやはりしておかないといけないのではないかと思います、
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実は認定こども園の法律の正式名称が、「就学前の子どもに関する教育・保育等」のという、

「教育・保育」というのが、法制局レベルで一体どういう整理をされているのか、私はま

だよくわからないのですが、保育所でいうと、保育というのは、養護と教育が一体化にな

ったということで、当然教育が入っているということからすると、「教育・保育」というの

は一体どういう整理をしたらいいのかというのが１つあります。 

もう一つは、これは幼稚園のほうで言うと、保育所も一部そうですけれども、教育基本

法の改正によって幼児期の教育が大変重要だということで、家庭も地域社会も幼稚園・保

育所・認定こども園等の施設による幼稚教育も含めて幼児教育の重要性がうたわれ、学校

教育法においては、幼稚園は幼児を保育しという「保育」という言葉が使われていて、そ

の学校教育法に基づいてつくられた教育要領は「幼稚園教育」という言い方をしていて、

法令的な重みから言うと、幼児教育・保育・幼稚園教育とこう私はとらえているのですが、

この整理も恐らく十分されてないといったようなことをいろいろ考えますと、教育・保育

ということを改めて整理をして、本来の総合的な機能は何なのかというところは押さえる

必要があるのではないかと思います。 

ちなみに平成 17 年の中教審答申が幼児教育に関しての大きな答申を出していますが、あ

れの方向性で言うと、幼児教育というのはかなり広いとらえ方で、小学校就学前の子ども

すべてを幼児教育の対象というとらえ方をたしかしていたはずですし、それをより専門的

に担う幼稚園等施設という言い方で、幼稚園だけではなく、そこに既に幼稚園・保育所・

認定こども園という想定がありましたので、その辺のことも含めて一回議論のベースとし

て、その辺を整理しないと、話が先で少しずつずれていくような気がいたしますので、そ

れをお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。３つの観点をいただきました。３番目の部分につ

いては事務局のほうから説明をいただいたところで議論をしたほうがいいかなと思います。

現行の法律の中でどう整理されていますかという部分があったかと思いますので。改めて

整理しますと、教育基本法では、「幼時期の教育」という言葉が使われ、学校教育法では、

当然幼稚園に関してですけれども、「保育」と「教育」とたしか両方使われているんですね。

保育をするところであり、教育の中身は何とか、たしかそんな書き方になっていたと思い

ます。幼稚園について両方の言葉遣いが入っていると。児童福祉法は、保育所については

当然「保育」という言葉しか入ってないけれども、保育指針等の説明においては「教育」

という言葉を使いながら説明しているという現実があると。最後は、今検討している法律、

そこにおいて、「教育・保育」となっている。 

教育と保育だけをめぐってもいろんな言葉遣いがされ重複等があるんだけれども、どう

整理されているのでしょうかという、そういう趣旨の御意見だと思いましたので、事務局

のほうで、現段階でお答えいただける、それぞれ担当が違うかと思いますが、それぞれの

ほうから順番にお願いできますでしょうか。 
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○濵谷幼児教育課長 今ざっとご説明しますけれども、基本的には今座長がおっしゃった

とおりです。少しペーパーで整理して次回出させていただいたほうが正確になるかと思い

ますので、宿題にさせていただければと思います。 

○山縣座長 わかりました。それぞれ関係の方はある程度御理解はいただいていると思い

ますけれども、私もまだ不勉強ですから誤解している可能性がありますので、より丁寧な

ものをつくっていただくということでよろしいでしょうか。 

○濵谷幼児教育課長 １点だけ、幼児教育の範囲の話で、審議会答申での位置づけですが、

先ほどの資料４－１の６ページでございますが、結論から申しますと、吉田（正）委員の

御指摘のとおりでございまして、「幼児とは、小学校就学前の者すべてを意味する」。「幼児

教育とは、幼児に対する教育である。具体的には、幼稚園における教育、保育所等におけ

る教育、家庭における教育、地域社会における教育を含み得る、広がりを持った概念とし

てとらえられる」ということで、この答申に基づきまして、教育基本法も改正されており

ますので、教育基本法における幼児期の教育もこういった広い範囲での教育だという理解

でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。教育基本法については、これが次回で説明されて

くるということになろうかと思います。１番と２番につきましては、事務局の答えという

よりも、まず委員の意見交換をしてから、事務局の現在の考え方を伺ったほうがいいかと

考えます。いかがでしょうか。最初の部分、秋田委員、今日御欠席ですが、秋田委員も何

となくトップダウンでできたもので十分なグランドデザインが書けてないのではないか、

そういう趣旨のものが示されておりますけれども、認定こども園の理念ですよね。そうい

ったところを特に子どもとの関係でどうとらえていくのか。もちろん根本的哲学的なこと

になりますが。 

○渡邉委員 前回、結構「ゆうゆうのもり」のことでお話をしたので、あまり私が長く話

すことではないと思うのですが、例えば、今、吉田（正）委員が言われたみたいな、すべ

ての子どもに最善の利益を１つの園できちんと押さえようとすると、どちらかというと、

制度のことや運用のこともそうなのですけど、園の本当に一人ひとりの子どもや親たちに

対しどう向き合っていくかということが私は結構大きい問題だろうと思うんです。 

例えば特別支援教育というのが、これから行われていくということで、障害のある子も

ない子も一緒に地域の中で生活していこうといっても、幼稚園のところに入ってくる障害

がある子と、保育園の中で障害のある子の姿を見ていると、夕方の５時、６時ぐらいにな

ると、その子たちが結構苦しくなってくるのです。人とのかかわりが難しい子たちが長時

間子ども達と一緒にいることで、本当にその子たちは人とのかかわりが育っていくのかと

いったら、もっといい状態の中で帰してあげたくなります。 

その子のためには、保育園でももちろん体制もつくるし、フリーの保育者も入ったりは

するのですが、やっぱりどこかで、ある程度のところで家に帰って親に任せたほうがいい

部分があるという話になります。もちろん、いろんな家庭の事情があったりとか、多様な
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価値観を持っている人たちを認定こども園は受け入れてはいくんだけれども、それを園と

か施設が一手に受け入れていこうとするのか、それともそれこそお父さんやお母さんが入

って、おじいちゃんもおばあちゃんも入るかもしれないし、地域というところも入ってく

るかもしれませんけど、そこでみんなで子どもを育てていこうという場所をつくっていく

のかということになるのです。  

認定こども園というのは、大ざっぱに言ったら、多様なものは全部受け入れて、施設で

みんなやりなさいというような感じになってしまうということに対して、私は危惧があっ

て、そこはそれこそ親たちも、地域の人たちも保育者たちも、みんなで子どものことを考

えていく中で、その子がどういう生活をしていけばいいのだろうというのを考え合う、そ

ういう何か１つの方向がほしいと思っています。 

だから多様さということの難しさがどうしてもあって、これは多分小学校以上の議論に

なるといろいろな議論になってしまうかもしれませんが、習熟度別だとか、成績別でクラ

スを分けるどうのこうのという話は小学校以上の中では起っていることなのですが、幼児

期というところは、障害のある子も、ちょっと発達が遅い子も、言葉が出ない子たちも、

いろんな子たちが入りながら、そこでいろんな人たちを認め合う、子どもの多様さを認め

合うというようなつながりを地域につくっていくような感じになってくることが大事なの

です。認定こども園というのが、就労の有無に関係なく、子どもたちをみんなで育てまし

ょうということをきちんと発信できるかできないかによって、それこそ家庭の教育力とか、

地域の教育力の再生ということが、その方向に進んでいくか、それともそれを破壊する方

向にいくか、そのことが問われているような気がします。 

ですから今の安藤委員の話じゃないですけど、私は本当にお父さんたち大事だと思って

いて、お父さんが子どものことがおもしろいとか、子どもとかかわってみたいと言って、

会社から早く帰るようになったりとか、土日に子どもとつき合ったりくれとかというおや

じたちが出てきたといったときに、そこで園に活気が出てくるし、地域の中にも活気が出

てくると思うのです。 

子育てをお母さんだけに任せるのではなく、親の働き方も含めて、そこで子どもたちが

本当に育っていくのはどういうことなのかという議論をしないと、認定こども園の制度自

体が、私はどちらかといったら、子どもと親を離していくばかりの流れを進めたり、地域

をばらばらにしていく方向に進む可能性を持っているという、その危険性を危惧している

ところがあります。 

○山縣座長 これはいろんな御意見があろうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○長田委員 先ほどの吉田（正）委員の御意見には非常に賛成で、私もなぜ幼稚園のほう

に「保育」という言葉が使われたり、幼稚園関係者は「保育」という言葉を使うのかとか、

逆に幼稚園のほうから言うと、なぜ保育園では教育をしてないような言い方をするのかと

か、随分昔から疑問には思っていたのです。法律も制度もそういう意味で、「教育」とか「保

育」とかという言葉をごっちゃに使っているような以前からの在り方があって、私が前回



 18

提案させていただいた中身は一切、できるだけ新しい認可「こども園」という考え方には

「保育」という言葉も「教育」という言葉もできるだけ使わないような形でまとめてみた

んですけれども、この実は「認定こども園」というのは、将来発展的に考えると、そこら

辺も一歩ステップアップして、教育でもない保育でもない、子どもたちのためのすばらし

い制度というような形に発展していくとまさに日本の子どもたちのために必要であってし

かるべきすばらしい制度になるのではないかと思っておりますので、それが前回の提案に

つながっていくというふうに思っています。 

 もう一点、地域とか子どもたちとか父親とかいろんな方が子どもたちにかかわっていか

なければならないというお話が今ございましたが、今の例えば経済学者さんの方々とか、

規制改革会議や地方分権推進会議の考え方でいきますと、私の今日の資料の一番最後に書

かせていただいたのですけれども、もともと子どもを育てることにすべてニーズがあるか

ら我々が対応しなければいけないとか、国が何とかしなければいけないとかという、消費

生活的な経済活動的なとらえ方でこの保育や教育を社会的に見てきている傾向があって、

どこら辺からかなと思って、多分この平成９年の「保育サービス法」という一時新聞を賑

わせた、あのあたりから随分この子育てに対して日本の考え方が変わってきたのかなとい

うふうに私はちょっと検証しているんですけれども、本来、子どもを育てるということは、

サービスという観点とか、介護保険のような、ああいう点数化されたサービスの需給だと

かという考え方ではない、もっともっと地域を巻き込んで、父親を巻き込んで、保育園も

一緒になって、子どもと一緒に成長していくような観点といいますか、そこには信頼関係

があり、さまざまに苦労もしながら一緒になって健やか子どもたちの成長を願って、かか

わり合って大きく育てていくという、そういう考え方をもうちょっと昔みたいに、考え方

や見方、とらえ方を戻していかなければいけないのではないのか、そういう気がしてなら

ないんですね。それをはき違えて、いかにも商品のような形で、何かあると、やれ苦情を

処理しなさいとか、第三者が評価しなさいとか、何かちょっと違うような違和感をずっと

覚えていまして、そこら辺の大きな見方の転換などもぜひこの「認定こども園」では望ん

でいるところの１つでございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。吉田敬岳委員。 

○吉田（敬）委員 今の長田委員の考え方、すごいすてきだなというふうに聞いておりま

した。多分教育とか保育がサービスということになってから、子育ての面倒くさいことは

全部他人任せにしようとか、そういった流れが出てきたのではないか、こんなふうに思っ

ていますし、地域ということも今お話あったですけれども、本当に子どもが豊かに育つた

めにというその願いを地域と共有して、地域を巻き込んでやっていくということが大事な

んだろうな、こんなふうに思います。 

今日、資料を出させていただきましたけれども、例えば子どもの視点というところで、

私たちはこの会議の中で、「子どもの最善の利益」をということを言っております。それぞ

れの委員が発言をしておられます。では「子どもの最善の利益」というその言葉だけでも、
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これをやっていくと、それぞれの持っておられるイメージが違うのか、最善ということな

んだけれども、違うのかなと思わざるを得ないような感じを受けたりいたします。 

それから、もちろん認定こども園であろうが、保育所であろうが、幼稚園であろうが、

共に良質な幼児教育を提供するのだ、そういう場でなくてはいけないし、良質なというこ

とが一番大事になってくるのだろうと思いますけれども、私は幼児教育というところで、

３、４、５歳は社会性の発達、そして集団による教育の中で「自己主張、自己抑制の十分

な育ちを」というようなことを書かせていただきましたし、０、１、２歳の中では、特に

「愛着の形成」という文言を書かせていただきました。制度とかということで、例えば認

定こども園制度というようなことを話し合っていきますと、とかく制度のほうに行ってし

まって、一番大事な、これは多分「子どもが豊かに育つために」ということが大前提であ

ると思うんですけれども、そういったことが担保できなくなってくるのではないかという

ふうな不安を覚えております。例えば子どもが豊かに育つために子どもの立場に立って親

の働き方を考えるといったときに、当然皆さん「子どもの最善の利益」云々というお話を

されながら、どんなイメージを持っておられるのだろう。じゃ０歳の子どもは、親とどれ

くらいまで離れて、１日の時間で何時間離れて可能なのだろうか、１歳はどうなんだ、２

歳はどうなんだ、そんな研究はないかもしれないけれども、そういったこともちゃんと考

えないと、例えば企業の風土とか、そういったことまで言及していかないと、子育てをす

る、子育て最中の人にどういうふうに子育て環境を担保していくのかといったことが大事

なのかなと、こんなふうに思います。 

いろいろ書かせていただきましたけれども、先般から申し上げているようなことのまと

めということでごらんいただけたらと思います。以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。「教育」、「保育」という言葉だけでなくて、「最善の

利益」、「子どもの豊かな育ち」という、そういう概念自体も委員、あるいは社会によって

考え方は違うのではないか、そういう一番根っこのところのお話をいただきましてありが

とうございました。 

 今の話と若干関連しているのですが、渡邉委員のところで言っていただいた部分、認定

こども園が家庭力とか地域力を阻害しているのではないか、今、そういう懸念がございま

したけれども、ここの辺については少し押さえておかないと、そういう見方をずっと我々

はしていくのか、この検討会が、非常に重要なポイントだと思います。保育所も幼稚園も

実はそういう恐らく批判を受けていると思うんです、認定こども園に限らず、保育所自体

は延長保育のところで言われ、幼稚園もかつては預かり保育であまり肯定的でなかったの

が、現に、特に私立のほとんどのところが５時、６時まで最近やっておられますね。すべ

て毎日ではないにしても。実際そういう社会が流れてきているという現実を踏まえた議論

をしないといけないのではないか。単純に否定論ではできなくて、認定こども園で利用す

ることによって、単純に低下するという議論をここでやってしまうと、恐らくまとまりが

つかなくなりますので、利用をしつつ回復とか向上という、そういう視点を持たなければ
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制度設計は恐らくできない。そこで一体我々は何を親と子どもに提供していくのか。 

 ちょっと座長としては言い過ぎかもしれませんけれども、あまり否定的な形の懸念は理

解した上で、少し新しいところの御提案もいただけたらと思っています。例えば保育所と

か幼稚園がその辺をどうやって克服してきたのか、力があると思うんです。それは認定こ

ども園においても当然そういう方向ができるのではないかということになりますので、今、

田村委員が若干うなずいていただいておりますので、何かもしコメントがございましたら。 

○田村委員 いろんなことができるだろうなという気がしております。今お伺いしながら、

渡邉委員のお話もお伺いしながら。うちの場合は、たまたま専門科の先生が関係の学園に

いたものですから、子どもの足の形の変化と健康状態の追跡調査というのをやっているん

です。これは幼稚園・認定こども園にいる間だけではなくて、その後もずっとやってくれ

ということを卒園時に親から言われてずっと続けていますと、それが地域社会に波及して、

地域でそういう要望が出てきて、やっているんですけれども、これはマイナスの働きをし

ているとは言えないと思いますので、やり方次第だろうと思いますね。 

 実需というか、親としてはぜひ預けたいと思っているわけですね。預けなきゃならない

と思っているわけですから、むしろそのことを利用していいように持っていくという工夫

をする必要があると。渡邉委員が指摘された問題点はあるんですけれども、しかし、だか

らといって何もやらないというのは、結局何の解決にもならないわけですから、そういう

問題点を克服する工夫をするというふうに議論を進めていただければいいのではないかな

と思って聞いていましたけど。 

○山縣座長 ありがとうございます。大きな基本の理念のあたりはぼちぼちこれぐらいに

して、次の制度的なところにちょっとシフトしていこうかなと思うんですが、座長代理の

ほうに、私以上に専門家ですので、今までの議論を聞かれて、少しお考え、御意見をいた

だけたらと思うんですけれども。 

○無藤座長代理 私個人の意見というより少し整理的に言えば、１つ議論として、これま

での数年のところで、今日の議論にあまりないのは、幼稚園教育要領も保育所保育指針も

既に改定されていて来年度実施ですね。その際に特に保育指針については、新たなに告示

という形でより強いものになったわけですね。ですからそこで保育指針の例えば養護と教

育の一体性というようなことがより法令的に強固になったということは、認定こども園を

つくったとはちょっと違う要素があると思うんですね。 

もう一つは、幼稚園教育要領でも保育所保育指針でも、例えば保護者との連携とか、子

育て支援とかということはかなり強く入りました。そういう意味では認定こども園と方向

がかなり重なる部分があります。保育指針については、今申し上げたように養護と教育と

いうことで、その教育というのは、基本的には幼稚園と同様であると理解していいわけで

すので、そういう意味でも保育所における幼児教育というものが明確になったと言ってい

いと思います。 

他方で幼稚園において、「養護」という言葉は使ってはいませんけれども、「養護」とい
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うのは生命の保持と情緒の安定と細かくは書いてありますが、それに対応する事柄は、幼

稚園教育要領を丁寧に読んでいけば、いくつかの項に分かれてはいますけれども、おおむ

ね述べられておりますし、もちろん幼稚園においては預かり保育等がありますので、かな

り養護性というものが幼稚園においても重視されるようになったと私は思います。 

そういう意味で、この１～２年の変化の中で、幼稚園と保育所というものが、少なくと

も教育要領、保育指針という部分においては、以前より重なりが大きくなったということ

だし、その方向性というものが、認定こども園が目指すところとかなり重なりがあると私

は思っております。 

実質的にはどうかというと、それはもちろん幼稚園と保育所の伝統的違い、とにかく 100

年の歴史の違いがありますから、いろいろな意味で違うし、それから、短い時間の保育と

長い時間の保育というのは実質的に大きな制約として違ってきますけれども、では重なり

を大きくした中で実質的にそれぞれの良さを結びつけていくことがどう可能かというとき

に、私は認定こども園のさまざまな実践、あるいは今まで現場でなさってきた委員の発表

などで、いろんな苦労と共に新たな方向というものが見えてきているように私は思ってい

るのです。 

そういう意味で、認定こども園というものは現在まだまだ実質化したとはあまり思いま

せんし、混乱も大きいのでしょうけれど、幼稚園・保育所がこの段階に来て一致するかど

うか、同一であるかどうかは別として、大きく目指すべき方向がそれぞれ見えて重なりが

あるところで、認定こども園の試みというのは非常に重要な意味を持ってきた。その試み

をそのまま消すのではなくて、やはり実態としてしっかりしたものにしていくような制度

的な、行政的支えをどう入れるかが大きな課題ではないかなと思いました。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

実態のほうを少しお話しをしようではないかという今御提案もありましたので、今の無

藤委員のお話は非常に重要なポイントを押さえていただいたと思います。私のほうから、

若干自分の意見を言わせていただきますと、保育所保育指針と幼稚園教育要領というのを、

認定こども園のうち 95％は少なくともどちらかを守る立場にある。どちらかの認可を受け

ておられるわけで、実際の地方裁量型は５％しかないわけですから、それがお互いに矛盾

しない形でつくろうというので調整をしてきておりますので、私は子ども、親、地域に向

かう理念というのは基本的にはある程度共通、認定こども園においてもそんなに大きな問

題はないのではないか。そちらのベースが問題ない限りにおいて、認定こども園に突然問

題が発生するというのは不自然なことになりますから、そういうベースを御了解いただけ

たらと思います。 

では、今、別紙のほうで言いますと、１番とか２番のあたりを何人かの方、あるいは３

の一部について御意見をいただいたような感じになっておりますので、後半のあたり、サ

ービスの質の確保とか、制度的な問題、ここら辺につきまして御意見ございましたら、よ

ろしくお願いをします。行政の方もぜひ御意見、前回、兵庫県の井戸委員さんから御意見
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いただきましたけれども、もし兵庫県のほうで何か。 

○吉田（裕）委員代理 今日は知事欠席しておりますけれども、日頃よく議論しておりま

すので、私のほうから少し現場での問題点をどう見るかというのを中心に御報告させてい

ただきたいと思います。簡単な資料を用意しておりますので、これを御参考になさってい

ただければと思います。 

基本的には目指すべき方向というのは、保育に欠ける、欠けないにかかわらずというこ

とでございます。これは大きな方向性どおりでございます。実務的に困っているところか

らちょっと説明いたしますと、２の①、実際のところ、特に都市部では待機児童対策で困

っておりまして、待機児童対策を解消するにはやっぱり保育所というのが各市町村なんで

すけど、うちは村がございませんので、市町と通常言っておりますので、市町で行かせて

いただきますけれども、どうしても保育所のほうを優先するきらいがあるということで、

市町の理解・協力がなかなかやられてないという課題もございます。こういうことで、も

う一度全国的に各市町に対する理解促進が要るのかなということを感じております。 

それから、３のサービス関係でございます。①では、０～２歳児の対象化。現在の制度

では３歳児以上が対象になっておるわけですが、私どものほうでは、０～２歳児までの部

分も運営補助をし、その設置を推奨してきております。ですからこの０～２歳児の部分を

どうするかという問題につきましては、私どもとしましてはぜひ対象にすべきではないか

という問題意識を持っております。 

それから②、少し実務的な話なのですけれども、各４類型ございますが、それを横で見

てみますと非常に差がございます。特に給食の外部搬入の対象化ということを書いており

ますが、横並びにきちんと整合とれていないことがございますので、むしろこういった問

題が設置促進の障害になっておるのではないかということで、給食の問題もぜひ認めてい

くべきではないかという問題意識を持っております。 

２枚目に移りますけれども、規制と助成につきましては、①は省きまして、②でござい

ます。現行、幼稚園は私学助成、保育所は保育所運営費によって助成されておりますが、

現在の助成の枠組みをそのまま適用するのではなくて、できれば認定こども園にふさわし

い新しい独自の単価を設定すべきではないかということを思っております。 

③では、保育所機能、幼稚園機能はそういった助成があるわけですが、地域の子育て支

援機能については助成制度がありませんので、先ほどのペーパーでは保育所機能や幼稚園

機能に補助金が出ることになっておりますけれども、ぜひこういった観点からの支援をお

願いできたらなと思っております。 

最後、これは本当に実務的な話なのですけれども、非常に事務量が増えるということで、

先般も知事からも申し上げておりますけれども、契約事務が入りましたので、施設のほう

で事務量が増えておる。それにつきましては、市町に業務を委託することは可ということ

になっておるのですけれども、具体的にどうやって、どういう方法、委託内容であります

とか、経費の問題でありますとか、具体的な業務委託方法を示していただければいいのか
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なと思っています。 

いずれにしましても、現場では、私どもとしましては、認定こども園は保護者、あるい

は施設からの評価もいいということでどんどん設置を促進していきたいということで助成

制度も設けておるわけですけれども、実際はやはりきちんとしたまだ理解が得られてない

部分がある。あるいは制度的な縦割りが残っておりますので、促進について障害になって

いるということを申し上げ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。市町村から、森委員が御欠席ですが、齋藤委員い

かがでしょうか。 

○齋藤委員 私はここで制度的な意見を述べる立場にないんですけれども、私どもは既に

平成 10 年からやっていますから、おっしゃるように、いろんなニーズに応えていこうと考

えております。ただ、皆さんのおっしゃっている認定こども園と私どものやり方はちょっ

と違うのかなという印象で今議論を聞いております。というのは、幼稚園と保育所は制度

上そのまま使っていまして、建物が合築ならなかったんですが、当初から一緒にすると、

廊下でつなぐことを前提に建てまして、要するに午前中で給食食べて帰るのか、８時間園

にいるのか、これは保護者がご自由に選択してとこういう形の運営なんですね。 

 私どもは実は幼保の一元化を目指してそういうことを考えたわけで、一緒に生活してい

て、子どもの何分の１かはお昼過ぎに帰るというのはどうかなという懸念を持ちながらや

ったのですが、これは全然心配するに値しませんでした。これをやる前にそういう実験を

実は３年ぐらい行いまして、子どもの側から見ると全然変わらないよと。ですから保育に

欠けても欠けなくても、幼稚園コースであろうと、保育コースであろうと、その人のニー

ズに応じてどうぞと。基本的に長時間預かってもらいたいという場合は保育所に来なさい

ということで、認定こども園になったから在り方を変えるとかというようなことは全くな

いです。ですからあくまでも利用者の判断でどちらかを選択してくださいと。 

料金がちょっと違うんですよね。保育所のほうは国の基準に基づいた保育料から 25％町

負担で引いていますけれども、幼稚園は一律 7,000 円だったのが県の子育て支援で半分に

しなさいと、こういうことで 3,500 円になったので、そのあたりでもしかすると保護者の

選択が変わってくるのかなと、今注目して見ているところです。ですからクラス編成もあ

りません。同一の年齢を全体で、一つのチームとして保育あるいは教育すると。 

ただ、教育か、保育かというようなことは、私はあまり議論するのは意味がないと思っ

ています。そういう点であまり教育だ、保育だ、あるいは幼稚園だ、保育所だと、こうい

うことをしないほうがいいと私は思っています。ですから町では「こどもセンター」とい

う言い方をしていますけれども、経理上は幼稚園は幼稚園、保育所は保育所と、町の予算

ですから、そういう仕分けは当然しなければなりませんけれども、運営実態としては全く

何も問題がないと考えています。 

認定こども園になったということで何がよかったかというと法的な根拠ができたという

ことです。辞令でも「こどもセンター職員」と、こういうような発令をしていますし、幼
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稚園と保育所の兼務辞令、こういう形で一体化してきました。ですからやってみれば、私

はいろんな問題が解決できると思います。 

ただ、今回のこの問題は、認定こども園を増やそうとしてもなかなか増えないと。これ

は財政上のプラスが何もなかったからでしょう。あえてそうしなければならない理由がす

べてにあるかというと、あるところもあるでしょうけれども、今までの伝統的なスタイル

でやっても何ら問題はないと、この考え方の私は相違ではないかと思います。ただ、私ど

もの町は小規模な 6,000 人程度の町ですので、最近は年間 40 人程度、子どもが産まれない

と。やっぱり集団の中で育つ、こういうこと。それから、３カ所に分かれていたのですけ

れども、これをいかに合理化するかと、こういうこと等いろんな要素が実はありますので、

それは地域の実態に応じていろんな選び方があって私はしかるべきだなと思っております。 

○山縣座長 ありがとうございました。都道府県と市町村の、市のほうから出ていただい

ている森委員につきましては、特に地方の裁量権を残してほしい、あるいはより大きくし

てほしい、そういう御意見が紙で提出されております。そのことも含めて行政のほうから

の御意見をいただいたということにしたいと思います。 

 それでは、すべての委員からまた御自由に発言をいただいたらと思いますが。 

○渡邉委員 今、行政のお二人からお話聞いて、私は秋田にも行ったことがありますが、

やっぱり市町村立で保育園と幼稚園の保育料とかがあまり変わらなければ、そんなには問

題はありません。幼稚園教育要領と保育所保育指針である程度の理念は押さえられてはい

るのですが、制度で違いがでてくるのは私立幼稚園だと思います。 

認定こども園になって、幼稚園のお母さんには、幼稚園は夏休み、冬休みも全部あって、

入園料・保育料も払って、しかも給食費も払ってとかという話になると、保育園との行政

の違いみたいのが保護者のレベルでわかってしまうというのが結構そこは難しいかなと思

います。 

そうすると兵庫県みたいに、例えば０～２歳の子どもを持つ働いてない親たちの子ども

たちも預かることにしますよとか、幼保両方が平等にとか、その平等というのがまた難し

いかもしれませんけど、でもそのことを考えていかないと、地域のという形にならない。

ゆうゆうのもりでいけば、今は働いてないお母さんたちとか、おやじの会にでてくるお父

さんたちも含めて、子育てにかかわろうとしてくれる人たちがいる中で、人と人とがつな

がっていく、働いている人たちも巻き込まれてつながっていくみたいな、何かそういうつ

なげる役目の人たちがいてくれないと、認定こども園の運営はなかなか難しいかなという

思いを持っています。そこが保育園とは違う機能で、もちろん保育園でもできないという

わけではないですが、多分人と人とのつながりができやすいとするならば、子ども会など

の活動も含めて、いろいろなことを小学校以上でもつながってやっていくには、就労して

いない人たちがいろいろなところで動いてくれる中に、働いている人たちも入ってきてと

いう形での輪をつくっていこうとするならば、認定こども園というのはいい面が出てくる

のかなという気がしてはいます。 
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ただ、その一方で、例えば認定こども園は、保育者の就労形態で言うと、保育園的なロ

ーテーションを組むか、幼稚園という機能を持ちながらそこに預かり保育という形で対応

するかも難しい課題です。研修の在り方だったり、休暇のとり方だったり、微妙なところ

では幼稚園と保育園の保育者たちは火花を、多分どこの認定こども園でも、やっている可

能性があります。幼稚園と保育園、さらには厚労省と文科省もそうなのかもしれません。

それはわからないですけど、何かしら、２つある制度の中で、どこかでぶつかってくると、

そこのところをどうするかというのは、どうしても認定こども園を進めていこうとすると

きにある壁のような気がしています。 

○齋藤委員 確かにおっしゃることがあるんですよ。ですから単純に一緒になればいいと

いうものじゃないと思います。これを意識統一するために私のところは 10 年かかっていま

す。幼稚園と保育所が別建てでしたから。一方は先生ですよね。相当偉いと思っている。

ですからこれを一緒にするというのは相当ぶつかり合ったり、意識改革をして保育観の統

一といいますか、こういうものを持たないと中で子どもが犠牲になると、こういう結果は

先行例でたくさんあります。 

私はこの認定こども園が大事なのかどうかという以前の問題として、もしそういうこと

を積極的に進めていくとすれば、保育士・幼稚園教諭の養成の時点で相当そのことをきっ

ちりと教え込まないといろいろな問題が出てくるのだとこんな感じを持っています。 

○渡邉委員 話していいですか。関連して話します。私は幼稚園の先生の方が偉いとかそ

ういうことではなくて、保育園の保育士の働き方が８時間子どもといることを前提として

いることが大きいと感じています。８時間子どもとかかわっていたら、職員全員で会議も

開けないし、研修会にも交代で行くしかないんですよ。子どもと８時間かかわって働いて

くれれば、経営者側からすると助かります。だけど、多分今までの文化として、幼稚園で

は研修がきちんと認められていたり、みんなで話し合ったりする時間があったり、保育後

に行事の準備や保育の準備もできたりしてきた。そうするとどう考えても、保育者の働く

待遇の差とかはなくしても、働き方自体が違っていたりすると、そこを一緒にしようとい

っても難しいかなというのが自分の中にはあります。 

また、全然話が違うのですが、私は秋田を見に行ったときに、秋田みたいに子どもの数

が減ってきたときに、郊外にすごい大きな幼保一体化施設をつくると、結果的には町から

子どもがいなくなっちゃうのではないかという思いを持ちました。私は横浜から行きまし

たから、緑が多いところに大きな施設があって、冬でも遊べるように、本当に建物もすご

いすてきなのがあったりはしたんですけれども、ただ、そこに町の子どもみんなを集めて

しまって、そこの子どもたちがさらに小学校にもずっと一緒に行くということになると、

町から子どもたちが離れていってしまう地域というのもどうなのだろうというのを思った

りもしました。私は、子どもというものを中心に、大人たちがつながっていき、おじいち

ゃん、おばあちゃんもそこにかかわっていくには、子どもをどう地域に返していけばいい

かというところで考えたこともありました。話がずれたのですけど、そんなことも感じた
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ということです。 

○山縣座長 話を先ほどのところに戻したいのですけれども、ソフト面の質というのは、

御意見のように、職員にかかっていると。職員の二大専門職であるところの保育士と幼稚

園教諭のどうも文化が違うらしいと。あるいは制度的な働き方も違うと、そこでいろいろ

難しい問題があるんです。それが渡邉委員の御指摘だったと思います。実際で現場でその

辺を質を上げるためにどう２つの職種の関係とかを努力しておられるか、その辺、今日、

若盛委員まだ発言しておられないので、ちょっと御発言をいただいたらと思うんですけれ

ども。 

○若盛委員 前回のときに私どもの園のことについては資料として提出をさせていただい

ておりましたので、ごらんになられた方はと思いますが、１カ月たってますからお忘れに

なられたと思いますけれども、今の秋田の齋藤町長さんもおっしゃられましたように、私

どもの園ももともとは保育園である、幼稚園であるという制度ではないだろうと。その地

域に育っている子どもたちを丁寧に育てていくことが最前提であるという考え方を持って

やってまいりました。 

 開園をして７年目ぐらいで同じような保育形態でやっていこうというふうに申し上げた

ときに、地域の保護者の方々の中で、幼稚園だから同じように、小学校に行くに向かって

の学習体験をさせてほしいという要望がありました。保護者の反対がかなりありました。

秋田もそうかもしれません。そのときに保護者に申し上げましたのは、子どもの育ちにつ

いては園にお任せいただきたいということを申し上げました。保護者の方々は、もちろん

我が子がちゃんと育ってさえいればいいという前提がありますから。それで形態はそのま

ま異年齢でやりましょうと。だけど、育ちについては園のほうでということで進めた経緯

がありまして、その中で、園の考え方が、今、幼稚園・保育園を一緒にやっていますけれ

ども、結局は子どもにとっては問題はないと、どちらでもいい。子どもが丁寧に育ってい

くためには保護者の理解が得られればいいではないかというような取り組み方をしてきま

した。 

 一番大事なのは、私どもでいうとミーティングの持ち方、職員会議の持ち方。とにかく

月曜日には全員で、もちろん長時間保育の子どもたちがいれば、その担当は外される。で

もそれ以外の人たちは全員で参加をして、子どもの育ちのディスカッションをしていこう

ということが１つあります。必ずそれは記録に残していく。それを参加できなかった職員

は目を通して確認をしていくということを義務づけてきました。そこに行くまでに３年か

かります。 

そして今８年たっていますけれども、安定した形で、繰り返しそのことをやることによ

って、職員同士が確認がし合えるような細かい時間と保障してあげれば、私は何ら遜色な

く混乱なく育ちについて保育者、両方の職員が一緒に見ることができるのではないかなと

思っています。実際には幼稚園の職員が０～２歳児の担当をしていますし、０、１、２に

いる保育士が幼稚園を担当しています。これは両方の職員が一緒に子どもを見るという工
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夫になってきています。８年目でようやく安定をしてきています。 

 これは保護者のほうも理解をしておりまして、あそこの園では一緒に見てくれているか

ら安心だというような言い方をしてくれていると思っています。ですからそこは設置者が、

または地域が、町長さんもおっしゃられたとおりで、一緒なんだよと。子どもの育ちとい

うのは何ら制度では違わないんだよということをきちんと常に出しておくことから始めな

いと成り立たないのではないかなというふうには思います。職員の質のこと、体制のこと

について、この視点の中で言うならば、「サービスの質の確保」の「職員の資質・体制等」

というところ、保護者との関係も含めて、ちょっとまとまりませんけれども、申し上げさ

せていただきました。 

 併せまして、給与、休暇も全く同じようにしてきています。これも合意の上です。職員

間の中で話し合いをした上で、総数と保育実数を算出しまして、その中で幼稚園・保育園

関係なく、事務的といえば事務的なんですけれども、割り切った上で、共通の給与、共通

の給与というとおかしいですけれども、給与体系も同じにしました。それから休暇も同じ

にいたしました。ただ違うのは保険の問題がありますね。だから現行法でいくと社会保険

と私学共済保険とありますから、その辺が何とかなるといいのかなと。その辺がネックで

す、実際問題として、そんなところがあります。 

○山縣座長 ありがとうございました。若盛委員のところはもともと認定こども園以前か

ら、かなり一元的志向といいますか、そういうのを持っていましたというのが前回のお話

でしたので、比較的スムーズに行っているようですが、田村委員のところは幼稚園を中心

にやってこられて、そこに新しい制度に乗っかられたということで、今のようなところに

ついて何か御意見ございますでしょうか。 

○田村委員 今、適切に御指摘されておられるなと思ってお伺いしていたのですけれども、

問題は大人のほうに問題があるんですね。幼稚園とか保育園というのはこういうものだと

いう前提条件みたいのに固まっていまして、子どもを預けるにこども園というから両方あ

るというから、今まで保育園でやっていたようなことも同じようにやってくれと言ってき

たり、あるいは幼稚園でやっていることを同じようにやってくれというようなことを言っ

てくる。それは１つずつこなしていくという手間はかかりますけれども、今のところ、い

わゆる評価、外部評価・内部評価終わりまして、本当に高い点取っていまして、評価した

人がびっくりしたぐらい高い評価を取って、支持があるなという感じなので、いろいろ工

夫しながらやっていくと、この道は非常にいい結果が出させるなと思います。 

 それから、御指摘のように教員の研修ですね。これは意識して時間をつくってやってい

かないとできないですね。これはかなり工夫が要ります。でもやれますよ。大した問題は

ないという感じですね。 

 もう一つ、私どもは助かったなと思っているのは、年寄りの保育者がいるんですけれど

も、そういうのは大体保育士と幼稚園どっちかの免許しか持ってないんですね。でも若い

人はほとんど全員が持っています。全く何というか、持ってないのを探すのが大変なぐら
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いですから、実は養成のところは完全に対応しちゃっていたんですね、既にして。ですか

ら、後は実際にやっていくということだろうと思っていますけど。 

○山縣座長 ありがとうございました。現場のほうでは工夫すればできるのだと、そうい

う趣旨の発言かと思うんですけれども。 

○長田委員 先ほどの兵庫県の御意見をお伺いしまして、全体的にこのアンダーラインの

部分については私は賛同しているといいますか、このようになるといいなと思ったんです

が、１点だけ、３番のサービスの質の確保の②で給食施設の外部搬入を認めてくれないか

という御意見があったのですが、ここだけは私とちょっと意見が違うんですね。私、給食

の外部搬入をすることによって必ず質が下がるように思っているんです。これは御存じの

ように、長年保育園で給食を必置義務としてやっていまして、まして今「食育」が叫ばれ

ている時代に、食の安全性や食の重要性が非常に注目されている中で、外部搬入の給食を

認めるのはできればやめてほしいというふうな意見を持っているんですが、外部搬入がな

ぜだめなのかというのはちょっと別にしまして、実際に自園内で調理されたほうが多分い

いのだろうというふうに思っていらっしゃるほうが多いのではないかと私は思っているん

ですけれども、それがなぜかかなわないかというのは多分財源論の話なのではないかとい

う解釈をしている一人なのですが、全体的に財源論の話は今回ほとんど触れていませんし、

ここの多分会のテーマではないのだろうと思いますが、結果的に、さまざま論点の整理を

見ても、それを実現させようと思ったらかなりの財源が必要なのだろうと。その財源論な

しにはここでの検討会の考え方は進まないのだろうと思っていますが、だからあまり理想

的なことや立派なことを言っても、結果的に財源がないからだめよと言われたら、私たち

の苦労は何の実も結ばないというようなところがありまして、そこら辺をどこまでこの検

討会で折り合いをつけながら提案をさせていただければいいのかがちょっと見えないとこ

ろがありまして、できればお聞かせ願えればありがたいなと思っております。 

○若盛委員 今の長田委員の給食の外部搬入に関してなんですが、私どもの園はもちろん

自園でやってきています。幼稚園の時代からやってきております。それはそれでとても大

きく大事なものとして位置づけておりますけれども、私の知っている園では、外部搬入を

成功させている施設もあります。それは請け負っている業者とのかなり細やかなカロリー

の問題は当然のことながら、例えばアレルギーの子どもとの対応であるとか、そのような

ことなども前提にした形での契約を結んでいるところでした。なるほど、それも１つある

のかなというふうな経験をさせていただきました。もちろん財政的な問題でこの認定こど

も園でどうあったらいいかということがこれからの課題になるかと思いますけれども、そ

の請け負う業者との関係もとても大きいのかなというふうには私なりには思いました。そ

れが１つ。 

 それから、資料の論理の整理の中で、現状と施策の動向の中に財政的なことがいろいろ

書かれておりました。資料を前もってメールで送っていただいて、プリントアウトして全

部読ませていただいた中で、アンケートの中で財政的支援が十分でないとか、文科省、厚
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労省の連携、会計事務処理の簡素化等の課題が指摘されているとか、ずっといろんなもの

が出ておりまして、私はぜひ認定こども園として極力要求として出ているものについて、

具体的にチェックをし直しておく必要があるのかなと思っています。５ページのこともそ

うですが、いろんな課題がたくさんあるのですが、ただ、出ておりましたということだけ

ではこの会の意味がないように思っておりますから、出てきていることで考えるべきこと

であるとか、一元化の問題であるとか、あと何回あるのかわからないのですけれども、で

きるだけ精査した上で、可能なものと不可能なものの取捨選択をぜひしてまとめておく必

要があるかなと思っています。 

○山縣座長 ありがとうございます。ちょうど今若盛委員から、事務局に若干お願いをし

たい。可能なものとか、そこまでの判断を事務局に任せるかどうかは微妙なところだと思

いますけれども、意見の整理というところまでは事務局のほうでぜひお願いをしたいと思

います。 

 そこで、まだ後で残りは議論したいのですけれども、今ずっと委員間で議論をしてまい

りましたので、少し今までの議論を聞いていただきまして、事務局のほうから抜けている

ポイントとか、あるいは事務局で今の御感想なりありましたら、どなたでも一方、二方言

っていただけたらと思うんですけれども、特に質問的なものは出ていませんでしたので、

回答という形でなくても結構です。 

○吉田（敬）委員 割り込んで申し訳ないのですが、先ほど渡邉委員のほうからミーティ

ングが８時間保育していたらできないんだよとか、打ち合わせする時間がなくなるんだよ

というような話が出ておりました。幼稚園部分ではそれが十分できるんだよいうような話

が出ておりました。だったら、せっかくつくるのですから、できるような仕組みをつくれ

ばいいことで、それができるような、例えば人数を教職員あるいは保育士の人数をどれぐ

らいにしたらそれができるのか、そういうような体制をつくればいいことだ。それでより

良くなってきたら、幼稚園も保育所も共にそういうふうに合わせていけば、トータルでそ

のレベルがアップするのだろうと思います。 

 それから今日の話の中で２つ気になったことがあったので、ついでに申し上げますと、

同じく渡邉委員から特別支援のお子さんの場合、長時間になると苦しくなるんだよねとい

うこと、そのことについて、その後はお話しにはならなかったんだけれども、こういうこ

とこそ、誰のための施設なのだと考えたときに、誰のための、子どもの、ということを考

えたときに、これでいいの、これをどういうふうにしていったらいいのかということを、

せっかく認定こども園のことを考えるときに、具体的な費用の話かもしれないけれども、

大事なことかなということを思いました。 

 もう一点、預かり保育について、今、幼保よく似てきているのではないかということで

預かり保育のことが出ましたけれども、預かり保育も保護者が社会参加する、だからその

預かるんだよというふうなだけの理由ではなしに、今ほとんどのところが預かり保育をし

ているという現状の中で、子どもが安全に遊ぶ。今うちへ帰っても遊べない。公園へ行っ
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ても本当に安全じゃないという中で、幼稚園が安全に遊べる場所なんだというようなこと

でやっておりますし、私はそこで安藤委員がお父さんのことをおっしゃったけれども、例

えば土曜日の預かり保育なんかでは、どうぞお父さん来てくださいよ、一緒に遊びましょ

うよというふうな、子どもが豊かに育つ場、そういう空間ということを考えたときに、親

の参加、日常の月曜日から金曜日のことであっても、お母さんの参加、お父さんの参加と

いうことを求めております。そういうことが逆に、親の育ちにもつながるし、そしてその

ことが地域の育ちにもつながっていくのだろう、そんなふうに願ってやっております。 

 以上です。 

○安藤委員 いろいろな委員の方の話を聞いて大分整理ができてきましたので申し上げた

いのですけれども、先ほどから皆さん子どものための認定こども園なんだけれども、問題

は子どもではなくて大人のほうにあるという意見が多かったと思います。特に長田委員の

意見書にあるような、家庭や地域における子育てのアウトソース化、あるいは保育と言い

ながらも託児サービスを消費している親の勘違いみたいなものが問題なのではないかとい

う指摘は私も非常に同感です。特に父親も妻（母親）にアウトソースして全く自分がやら

ないというのが今の日本の家庭教育の問題だと思っています。 

 先ほど長田委員がいみじくも、教育でもない保育でもない、幼保とはまた違う何か新し

い視点とか軸を持ち得るのが認定こども園の１つのトピックスになるのではないかという

ことで、それを思ったときに、幼保でないとなると、先ほどの親がまずいのだというとこ

ろに立ち返れば、親子が育つというか、「親子共育」、そういうのを何かこの認定こども園

の１つの意義・目的に何か据えてみてはどうかと。 

具体的に言うと、資料３の３ページ目に「認定こども園制度の意義」というのが４つ並

んでいますけれども、この５番目に「家庭・地域力の強化」みたいな文言を新たに盛り込

んでみてはどうかと。私としては特に「父親力」といいますか、父親が主体的に育児にコ

ミットする、そういう意識改革を強化するというものを入れてもらいたいと思っています。

具体的なアイディアとしては、そこを目的とするのであれば、この認定こども園に関して

は、入園したら送迎だけでの役割ではなくて、園の運営や実際の労働、例えば草むしりで

も一緒に、給食の準備をしたりでも、遊んだりでも、何かそういう一定量の奉仕の義務を、

特に父親に課していくと。それをかなえるために企業側というか、働く制度の整備も必要

であると思うんですね。 

例えば逆説的なんですけれども、誰でも入れるのではなくて、こういう条件を満たして

ないと入れない。例えばお父さんの前年度の有休消化率が 70％でないと入れないとか、何

かそういう逆説的な縛りをかけることで、それが話題になるといいますか、非常に差別化

になっていくような気がしないでもないです。つまりそれが企業の意識を変えていくきっ

かけにもなるし、でも実際それを本当にやってみて、何年かそこで子どもと一緒に、ある

いは園の中で、お父さんというか、親が社会性、あるいは地域教育力みたいのを意識しな

がら、そこに位置づけると、そこで親としての力がついたり、あるいは親の自立につなが
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っていく。その自立した親の姿を子どもが見るのが私は一番いいと思うので、そういう意

味では、ただ単に３つの選択肢のうちの１つではなくて、あるいはこれまで評価は高いと

言われていますけど、結局それは今までの幼保になかった部分、欠けていた部分が多少満

たされているだけの話なので、もっと違うメタなといいますか、もっと高次のサービスと

いうものを打ち出していったほうがいいのではないか。つまり今の親たちは、子どもを愛

せるけど、育児が愛せない人たちなので、そうじゃなくて、育児というのはやっぱり楽し

いんだよ。こんなに次世代を育てているということが、壮大なプロジェクトをやっている

のだというぐらいの何かポジティブなモチベーションを持ちうるような何かサービス、施

策、つまり今の消費者は自分が何を欲しているのかわからないというところに問題があっ

て、それを気づかせてあげるのが本当のサービス、つまりそれをその場で学ばせて、例え

ば保育でいえば子どもと一緒に親も成長していく、そして自立していく。 

私は９年間保育園で毎朝行っていて、２人目が卒園するときに、本当に自分もここで９

年間育ててもらって、自分も一緒に子どもと卒園したみたいな思いを抱いたんですね。そ

のときに初めて、認定こども園はすばらしいなという本当の評価にそこが結びつくのでは

ないか。こういう枠組みで、認定こども園をやりますよ、増やしますよ、リリースしまし

たと、そこではまだ評価は得られないわけで、子どもの育ちと一緒にその親自身も成長し

ていったのだということが、卒園のときに初めてわかって、その人がまたそれを次世代に

語り継いでいくというような流れができたらなというふうに思います。 

この議論の視点、別紙のほうで言うと、サービスの質の確保というところになりますけ

れども、保護者との関係という「・」があります、まさに保護者のクレームを対応すると

かニーズを全部受けとめるというのではなくて、保護者・親自身を育てていくというか、

子どもと一緒に共育していくというような、それこそ骨太の指針をこの認定こども園の意

義に盛り込んでいただければありがたいですし、そこでＮＰＯとして何か協力できればな

というふうに感じています。済みません、長くなりました。 

○山縣座長 ありがとうございました。ぼちぼち時間なんですが、最後に副座長のほうに

締めの意見をお願いしたいと思います。 

○無藤座長代理 締めというものではないんですけれども、２つほどですが、１つは給食

の外部搬入について、私の個人の意見というよりは、いろんな幼稚園、特に幼稚園伺って、

なぜ認定こども園に移行できないかというか、申請できないかというときに、この問題が

非常に大きいわけですね。つまり調理室設置が必要な場合に、調理室というのは大体 5,000

万前後かかるそうですけれども、それを全部出したら普通の幼稚園絶対に採算に合いませ

んので、そこで当然ながら補助が必要だろうということが１つあります。と同時に、小さ

い幼稚園、幼稚園というのは割と東京の場合小さいところが多いのですが、そもそも調理

室をつくる空間もないというところもあります。そういうふうに考えてみたときに、じゃ

外部搬入だめなのかということなんですね。 

その際に、私は１つは、０歳、１歳、２歳、もうちょっときめ細かく考えてもいいので
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はないかというのが第一にあります。また、ある程度外部でできたものを簡単な調理室で

加熱等を加えることでできないかと、こういう希望もあるように思います。また、外部と

いっても、いわゆる給食業者さんの場合と、最近小さい町村ですと、給食センターが非常

に多い。小学校がほとんどそうなっているところがあるんですが、なぜそこでつくったも

のを保育園も含めて持っていっちゃいけないのかというのが素朴な疑問としてかなり強い

と思いますので、私はそうすべきだと言っているわけではないんですけれども、もうちょ

っと細かく検討すべきではないかと思います。 

 それから、もう一つは、教職員の勤務の在り方という、先ほどいくつか御意見が出たと

ころですけれど、保育所と幼稚園の教職員が一緒になった場合に、特にローテーション勤

務に持っていったときに、研修とか保育の、新しい保育指針でも保育の見直しとか記録と

か、指導計画のつくり直しを非常に強調しておりますけれど、それは非常にいいことだと

思うんですが、その時間が保障されてはいないわけですね。子どもの昼寝の間にちょこっ

とやるといってもなかなか難しいところがあります。ましてミーティング等々なかなか難

しいわけですね。 

 ということと、そのことが認定こども園や、あるいは市町村によっては認定こども園で

はないけど、幼稚園・保育所の教職員の交流をやっておりますが、そういう中で、特に保

育所の職員の人たちが改めて自分たちにそういう時間があまりないということにいわば愕

然としていると思います。そういう意味では、私は認定こども園と保育所と共通だと思い

ますけれど、労働時間のすべてが子どもにかかわるという前提で補助金が算出されている

限りは、なかなかこの問題は解決しないということで、そこを考え直す必要があるのでは

ないかと思います。 

 実はごくごく一部の、特に私立保育所などは、いや一部の認定こども園は、あっさりと、

子どもにかかわるのは７時からにして１時間プラスという極めて簡単な解決をやっていま

すが、それは当然ながら補助金として額が増えるわけでありませんから、人手が増えるわ

けで、それはなかなかつらい決断ですね。そういう意味では、そこら辺を考えないといけ

なくて、要するに理念は非常に立派だけれど、現実にはなかなかできないということが出

てくるのではないかというふうに懸念いたします。ということです。 

○山縣座長 ありがとうございます。これで大体予定の時間になりました。終わりたいと

思いますけれども、先ほど吉田敬岳委員、あるいは安藤委員からもありました。この委員

会ではどこに課題があるかというのをきっちり出していただいて、その課題に対して、例

えば実践的努力で対応可能なものも当然あるだろうと思いますし、やや制度的な手当てが

必要なのだと。例えば研修とか今のミーティングの話、そういうところがどういうレベル

の問題なのか、その辺をぜひ今後細かいところも含めていろんな御意見をいただけたらと

いうふうに思います。 

 もう一点は、途中でも言わせていただきましたけれども、認定こども園を通じて家庭や

地域の子育て力を向上させていくといいますか、そういう方向を少し振っていただきまし
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て、吉田委員のほうからもそういう趣旨の発言があったと思いますけれども、そのために

はどういう制度設計がいいのかというあたりをぜひ今後議論を詰めていきたいと思います。 

 最後になりますが、職員配置の問題とか、都道府県によってどんな違いがあるのか、子

育て支援の担当者を置くようにしていますよと、専任職ではありませんけれども、必置で

置くようにしていますとか、そういうものもあります。あるいは職員を増やすような手だ

てを講じておられるような都道府県もあります。完全に 100 点の作品ではないんですが、

ちょっと見ていただきましたらいろんなやり方があるなということがおわかりいただける

のではないかと思います。 

 これで事務局のほうにお返しをしたいと思います。 

○川又参事官 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、後日改めて事

務局から御連絡をさせていただきたいと思います。 

次回につきましては、本日の議論も踏まえて、更に論点を絞った形で御議論をいただけ

ればと考えております。また委員の皆様方から、随時御意見とか御提案等あれば、事務局

のほうにお寄せいただければ、座長のほうと相談して、しかるべく対処していきたいと思

います。 

どうもありがとうございました。 

○山縣座長 どうもありがとうございました。 

以上 


