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１．開会 

 

２．議事 

（１）幼保一体化ワーキングチームにおける議論の報告について 

（２）質の改善について 

（３）意見交換 

 

３．閉会 
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○末松座長 それでは、定刻となりましたので「子ども・子育て新システム検討会議作業

グループ 基本制度ワーキングチーム」の第 12 回会合を開始いたします。本日は、お忙

しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の委員の御出席について、事務局より報告を申し上げます。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 本日、所用により御欠席の委員が９名おられます。 

 御欠席の委員は、東京大学大学院教授の秋田喜代美様。 

 日本労働組合総連合会会長代行の岡本直美様。 

 全国保育協議会副会長の菊池繫信様。 

 全国市長会・池田市長の倉田薫様。 

 日本経済団体連合会の髙尾剛正様。 

 静岡文化芸術大学准教授の田中啓様。 

 日本労働組合総連合会総合政策局長の中島圭子様。 

 明治学院大学教授の両角道代様。 

 全国町村会・聖籠町長の渡邊廣吉様。 

 以上、９名の委員が本日所用で御欠席となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国保育協議会より、同会副会長の佐藤秀

樹様。 

 全国市長会より、社会文教部副部長の笹島晃司様。 

 日本経済団体連合会より、経済政策本部長の藤原清明様に御出席をいただいております。 

 なお、高知県知事の尾﨑正直様におかれましては、少し遅れての御到着となりますので、

それまでの間、高知県地域福祉部長の小田切泰禎様に代理で御参画をいただいております。 

 以上でございます。 

○末松座長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務方から資料の確認をお願いします。 

○藤原参事官 それでは、資料の御確認をお願いします。 

 配付資料といたしまして、４種類お手元にございます。 

 資料１－１は、指定制の概要（案）。 

 資料１－２は、指定制について（案）。 

 資料１－３は、参考資料（案）〔指定制について（案）関係〕。 

 資料２－１は、総合施設（仮称）の概要（案）。 

 資料２－２は、参考資料（案）〔総合施設（仮称）の概要（案）関係〕。 

 資料２－３は、総合施設（仮称）の具体的制度設計について（案）。 

 資料３は、質改善（機能強化）の具体的な方策について。 

 そして恐縮でございます。資料３の追加資料ということで、１枚紙を後から席上に配付

させていただいたものがあるかと思います。 
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 資料４は、本日、各委員の皆様方から事前に提出いただいている資料をまとめたもの。 

 その下に参考資料といたしまして、 

 参考１は、子ども・子育て新システムに関するこれまでの検討の概要。 

 参考２は、子どもや家庭の状況に応じた子ども・子育て支援について（案）。 

 参考３－１は、幼保一体化について（案）。 

 参考３－２は、参考資料（案）〔幼保一体化について（案）関係〕。 

 参考４－１は、こども園給付（仮称）の具体的制度設計について（案）。 

 参考４－２は、参考資料（案）〔こども園給付（仮称）の具体的制度設計関係〕。 

 このような形でお配りをしておるかと思います。大変大部で恐縮でございますが、漏れ

等はございませんでしょうか。もし何かございましたらお声をおかけください。よろしゅ

うございますでしょうか。 

 以上でございます。 

○末松座長 議題に入る前に、社会保障改革に関する集中検討会議の最近の状況につきま

して、私から一言報告をさせていただきます。お手元に集中検討会議の資料も配付してお

りますので、ごらんいただければと思います。資料の最後の２枚紙でございます。 

 集中検討会議の議論もいよいよ集約していく段階に入りまして、５月 23日の会合では、

菅総理から安心確保のための最優先項目としての検討をお願いしたいということで、社会

保障改革における「安心３本柱」の指示がございました。この１枚紙の「総理指示」と書

いてあるものでございます。その中で、子育て支援強化は第１の柱として位置づけられて

おります。具体的には、特に現物サービスに重点を置いて、働きたい女性は全員働けるだ

けの子育ての基盤を増強し、幼保一体化の実現も目指すということが第１の柱として書か

れているわけでございます。 

 また、昨日も会合が行われ、菅総理から、「安心３本柱」に加えまして、公平・公正な支

え合いとともに、新たな成長への視点を重視した検討もお願いしたいとのコメントもござ

いました。これは２つ目の「社会保障改革案の提示について」という紙でございます。具

体的には、「支え合い３本柱」の１つとして、同一世代内での公平性及び若年世代と高齢世

代間の公平性を強める世代内・世代間の公平な支え合いが挙げられております。 

 また、成長の３本柱の１つに、事業主体の多様化が位置づけられまして、介護や子育て

分野を中心に、NPO や民間企業など、多様な事業主体による多様なサービス提供の促進を

検討するとされているところでございます。 

 今週中には、集中検討会議としての原案をまとめることとしておりまして、その後、政

府・与党本部に提出する予定となっております。そのため、本日のワーキングチームの後

半では、集中検討会議でのとりまとめに向けて、子ども・子育て支援施策関係の質の改善

についても御議論をいただきたいと思います。資料３の追加資料として「新システムの実

施に向けた考え方」をお配りしました。その中に、潜在ニーズを含む保育等の量的拡充は、

最優先で実施すべき喫緊の課題。これと併せて、職員配置の充実など必要な事項について、
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子ども・子育て新システムの制度の実施のため、財源を確保しながら実施と書いてござい

まして、一応、右下の枠で囲んでおりますが、追加所要額は 2015 年で１兆円超という形

で見込みが書かれてございます。 

 後ほど、また事務方から説明もございますが、小宮山副大臣を始め、政務三役の皆さん、

そして事務方の多大な御努力もございまして、こういう形の見込みを書かせていただいて

おります。 

 それでは、議題に入ります。 

 まず、先週 25 日に第９回幼保一体化ワーキングチームが開催され、指定制や総合施設

（仮称）についての議論がなされました。本日は、それらの議論の報告を加え、これまで

の検討について御報告をいただきたいと思います。 

 その後、先ほど申し上げた新システムによる質改善、機能強化の具体的な方策及び費用

について御議論をいただきたいと思います。 

 それでは、第９回幼保一体化ワーキングチームの概要及びこれまでの検討について、御

報告をいただきたいと思います。まずは、資料について事務局から説明を願います。 

○濵谷課長 前回の幼保一体化ワーキングチームにおきましては、指定制について、それ

から総合施設（仮称）に関する具体的な制度設計について御議論いただきました。 

 まず、指定制についてでございますが、資料１－１「指定制の概要（案）」でございます。

前回、幼保一体化ワーキングチームにおいて御議論いただきました資料の概要でございま

す。 

 指定制の基本的な考え方でございますけれども、質の担保のための客観的な基準を満た

すことを要件に、認可外施設を含めて参入を認める。株式会社、NPO 等、多様な事業主体

の参入を認めるということでございます。これによりまして、保育の量的拡大を図るとと

もに、利用者がニーズに応じて多様な施設や事業を選択できる仕組みとするということが

基本的な考え方でございます。 

 こういった考え方に基づきまして、具体的な制度設計といたしまして、参入要件として

の法人格、基準、撤退規制、需給調整、指導監督権限等々についてでございます。 

 まず、法人格、参入要件は、現行の幼稚園、保育所あるいは新たな総合施設（仮称）、基

準を満たすその他の施設でございます。施設としてのこども園（仮称）につきましては、

安定的・継続的な運営を担保する観点から、基本的には法人格を条件とするということで

ございます。この法人格の中には、株式会社、NPO 等、多様な法人格が含まれるというこ

とでございます。 

 給付といたしましては、地域型保育給付（仮称）ということでございますが、多様な保

育事業を行う指定事業者、保育ママ、小規模保育などでございますけれども、こういった

指定事業者につきましては、小規模であること、あるいは現行でも認可外の中で法人格を

有さないものも経営しているということも勘案いたしまして、法人でない場合でも一定の

条件を満たせば指定の対象、参入が可能とするということでございます。 
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 指定基準でございますけれども、現行の基準を基礎とし、全国一律の基準として定める

ということでございます。現行の基準と申しますのは、総合施設（仮称）でいいますと、

現行の幼保連携型の認定こども園の基準が相当いたしますし、幼稚園や保育所については、

それぞれの設置基準、最低基準等でございます。 

 ただし、※で２つ書いてございます。国の基準と地方の裁量の範囲については今後検討

ということで、保育所につきましても、地方分権法の中で参酌標準化されている部分がご

ざいますが、こういった国と地方の関係については今後の検討課題ということでございま

す。 

 それから、これは後ほどの議題に入っておりますが、質の向上の観点から、職員配置基

準の引き上げ等を検討するということでございます。 

 撤退規制等は、安定供給あるいは質の確保の観点でございます。撤退の際、安定的な供

給、確保の観点から、事前届出を義務づけるということ。予告期間を設定していただくと

いうこと。利用者の継続的サービス利用のための調整義務を課すということでございます。

届出に基づきまして撤退はできるわけでございますが、こういった一定の手続・調整の責

務を事業者に持っていただくということでございます。 

 これは介護保険など、他の指定制度も参考にしながら、質の確保の観点から数年ごとに

指定を更新し、内容、基準を満たしているかどうかチェックさせていただくということ。 

 保護者の選択に資する観点から、各施設、事業者におきまして、各施設における基本情

報、理念、人員配置、有資格者の数等々について開示を義務化するということでございま

す。 

 需給調整でございます。客観的基準を満たす施設につきましては、すべて指定すること

が原則でございます。しかしながら、「ただし」ということでございますが、地域によって

市町村が計画づくりをして需給の見込みを立てるわけでございますが、施設数が過大とな

っている場合におきましては、指定主体の権限におきまして新規の指定や更新を行わない

ことができるという権限を付与するということでございます。 

 ただし、不透明なことがあってはいけないわけでございますので、※でございますが、

適正性・透明性の確保のための仕組みを今後検討させていただくということでございます。 

 指定・指導監督の権限でございます。まず、主体でございますけれども、施設としての

こども園（仮称）につきましては、市町村の域外利用があり得るということで、それが相

当数出るだろうということで、広域調整の観点から都道府県とすると出しております。た

だし、大都市特例等につきましては、今後の検討課題ということでございます。 

 多様な保育、事業を行う指定事業者につきましては、地域密着ということで、地域の実

情に応じた供給量の確保の観点から市町村とするということでございます。 

 また、権限といたしまして、これは現行の指定制度を参考といたしまして、この指定監

督主体につきまして、立入検査、基準遵守の勧告・措置命令、指定取消等の権限を与え、

質の担保を図るということでございます。 
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 最後に経過措置でございます。施行の際、現に幼稚園・保育所の認可を有する施設につ

きましては、こども園（仮称）の指定があったものとみなすということでございます。 

 また、※でございますけれども、この経過措置の一環といたしまして、施行前に現に認

可を受けている施設につきましては、幼稚園、保育所について、現行では個人立もござい

ますが、法人格を有しなくても指定を受けられることとするということでございます。 

 指定制については、以上でございます。 

 続きまして、総合施設（仮称）でございます。資料２－１「総合施設（仮称）の概要（案）」

をお開きいただきたいと存じます。 

 １ページは、総合施設（仮称）の基本的な考え方でございます。 

 位置づけからでございますが、これまでの議論のとおり、総合施設（仮称）につきまし

ては、小学校就学前の幼児期の学校教育でございますけれども、学校教育と児童福祉法上

の保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とするということでございます。

機能、コンセプトといたしましては、現行の認定こども園の幼保連携型に相当する機能を

有する施設ということでございます。 

 総合施設（仮称）の法的位置づけでございますけれども、学校教育法上の１条学校、児

童福祉法上の児童福祉施設、社会福祉法における第２種社会福祉事業という複合的な位置

づけを持つ施設でございます。 

 ２番目は、具体的制度設計の基本的な考え方でございます。この具体的制度設計につき

ましては、質の高い学校教育、保育を保証する観点から、現行の幼稚園制度及び保育所制

度の双方に求められる質の水準を基本とするということでございます。 

 その具体的制度設計の概要を表にいたしましたのが２ページでございます。根拠法、設

置主体、認可・指導権者、評価・情報公開、研修、監督、政治的行為の制限等でございま

す。 

 まず、何と言いましても、現行の認定こども園の幼保連携型につきましては、学校教育

法、児童福祉法、認定こども園法という３法に基づく認可・認定がございまして、これに

基づく３つの行政ルートがございます。新たな総合施設（仮称）につきましては、これを

総合施設法（仮称）に基づく１本の法律に集約いたしまして、許認可ルートも完全に一本

化するということでございます。 

 設置主体につきましては、現行は幼稚園と保育所で異なっております。幼稚園について

は、教育基本法上、公の性質を有する公共的な性格が高いところが原点にございまして、

国、地公体のほか、学校法人のみが参入できるということでございます。一方で、保育所

については、運用上の制限はございますが、法制上は設置主体がないということでござい

ます。新たな総合施設（仮称）については、こういった幼稚園、保育所の双方の規制を勘

案いたしまして、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要件を満たした

株式会社、NPO 等の法人といたしております。「一定の要件を満たす」という意味では、

一定の制約がございます。一方で、一定の要件を満たした場合には、株式会社、NPO 等の
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法人も参入可能ということでございます。 

 ただし、※でございますけれども、こういった参入についての基本的な考え方といたし

まして、一定の要件を満たした法人については、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉

法人と株式会社、NPO 等を同じ扱いにするのか、あるいは学校教育体系の原則に基づき、

国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人を原則として、一定の要件を満たした法人は

地域の実情に応じた、言わば考え方として例外とするのかにつきましては、今後の検討課

題ということでございます。 

 一定の要件につきましては、現行でも学校については、構造改革特区におきまして参入

が認められておりますし、保育所についても、一定の要件を満たした場合には参入が認め

られておりますけれども、そういったものを参考にいたしますと、例えば経営に必要な財

産を有することなどが考えられるということでございます。この点についても、今後の検

討でございます。 

 認可・指導権者につきましては、基本的には幼保も、認定こども園も都道府県レベルで

ございます。その中で学校である幼稚園については、教育委員会の一定の関与、特に公立

の施設については教育委員会が直轄でございます。新たな施設については、基本的には都

道府県レベルでございます。また、教育委員会と知事部局を総括する知事部局としてはど

うかということでございます。その中で、教育の観点から教育委員会が一定の関与をする

仕組みとしてはどうかということでございます。 

 この点につきましても、※でございますけれども、大都市特例等に位置づけるかどうか

については今後の検討ということでございます。 

 評価・情報公開、研修、監督の点については、いずれも質の担保のための措置でござい

ます。例えば評価・情報公開については、現行の仕組みを基礎にしながら自己評価を義務

化、学校関係者評価や第三者評価は努力義務化してはどうかということ。 

また、研修については、特に公立施設については、現行は学校については教育公務員と

しての各種の研修の権利、義務がございますけれども、こういったものをベースにしなが

ら、研修権を確保するということ。私立についても教育施設としての一定の研修の充実の

責務を持っていただくということ。 

 監督についても、現行は私立の幼稚園についてのみ建学の精神の観点から、変更命令の

適用除外がございますけれども、今回は教育と児童福祉の一体的な提供施設で一体不可分

でございますので、基本的には立入検査から閉鎖命令までの包括的な行政の監督権を付与

してはどうかということ。 

 政治的行為については、教育の中立性の確保の観点から、特に公立について一定の制限

を課してはどうかということでございます。 

 いずれにいたしましても、今回は事務局としての案でございまして、今後関係者と十分

協議しながら進めていくということでございます。 

 資料説明は以上でございます。 
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○末松座長 ありがとうございました。 

 続きまして、幼保一体化ワーキングチームの座長である大日向委員から、これまでの検

討について御報告をお願いします。 

○大日向委員 ただいま、事務局から御説明がありましたとおり、先日５月 25 日に第９

回幼保一体化ワーキングチームを開催いたしまして、指定制度の在り方、総合施設（仮称）

の具体的制度設計について議論を行いました。 

 本日は、最初にこの点について御報告をいたしますが、ただいま御説明のありました資

料（案）に関して、評価する意見が複数ございました。一方、質問や一層の改善を求める

声もありました。例えば総合施設（仮称）の設置主体について、株式会社も学校法人や社

会福祉法人と同列に扱うべきだという意見、財源確保への要望、市町村と都道府県が担う

役割や裁量の範囲などについてです。こうした具体的な制度設計に関しましては、技術的

な問題もありますし、今後、地方自治体や関係者等と十分に協議を行うということとさせ

ていただきました。 

 次に、これまでの幼保一体化ワーキングチームでの議論のまとめの御報告をいたします。 

 幼保一体化ワーキングチームは、昨年 10 月から９回にわたって開催いたしまして議論

を重ねてまいりました。議論の結果、おおむね次の事項について合意がなされております。 

 第１に、市町村新システム事業計画（仮称）を策定して、地域における学校教育・保育

の計画的整備を行うということです。なお、この「学校教育・保育」という用語は、前回

のこのワーキングチームでも御報告を申しましたけれども、学校教育法上に位置づけられ

た幼児期の教育と保育という意味で使われております。この「保育」の中には、教育基本

法上の教育が入っているという意味で用いているということを御理解いただきたいと思い

ます。換言すれば、就学前のすべての子どもに良質な養護と教育を一体で保証するという

意味で用いている用語です。私も今後その意味で使いながら、ご報告をさせていただきま

す。 

 第２に、指定制度の導入により、質の担保された保育の量的拡大を図ることです。 

 第３に、こども園給付（仮称）を創設し、学校教育・保育に関わる財政措置に関する二

重行政の解消及び公平性の確保を図ること。 

 第４に、総合施設（仮称）の創設によって、学校教育・保育及び家庭における養育支援

を一体的に提供すること。 

 以上の点を幼保一体化の方向性とすることで、おおむね共通理解が得られたかと思いま

す。 

 この幼保一体化は、就学前の子どもの育つ環境が、保育所と幼稚園に分かれて 65 年来

の悲願であったかと思います。長い歴史の中で培われた文化の違いを持ちつつも、ここま

で議論をまとめることができましたのは、委員お一人お一人の努力があってのことにほか

なりません。すべての子どもに良質な生育環境を保証したいという点で、委員の皆様が心

を１つにして議論を進めてくださった結果だと思っております。 
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 また、委員の皆様からいただいた意見を毎回事務局が、限られた時間の中でありました

が、資料に最大限反映するという努力を払ってくださり、その資料を基にまた丁寧に議論

を行うという過程を積み重ねてきたことで、幼保一体化の姿がかなり鮮明になってきたと

考えられます。事務方の御尽力にも、私から深く感謝を申し上げました。 

 更に、末松、小宮山両副大臣を始め、政務の皆様が毎回熱心に議論を見守り、新システ

ム推進に強い姿勢を示してくださったことにも、厚く御礼を申し上げました。 

 もっとも残された課題もあります。特に０～２歳児の保育に対して、児童福祉法上の教

育の位置づけを含めた法律の一本化、所管の国レベルでの一本化などが、今後の課題とし

て残されております。しかし、幼保一体化は、就学前の子どもの発達環境の整備の必要上

から、また親が安心して子育てと仕事をバランスよくこなすためにも、待ったなしの課題

です。この幼保一体化を含む子ども・子育て新システムは、６月にとりまとめられます社

会保障と税の一体改革と歩調を合わせて、一定の結論を出す必要があります。 

 こうした状況を考えまして、私といたしましては、幼保一体化のあるべき理想の姿は、

皆でしっかり共有した上で、確実にできるところからまずスタートさせ、よりよいものを

つくり上げ、理想の姿に近づけていくことが大切ではないかと考え、そのようにお話申し

上げました。 

 したがいまして、先週のワーキングチームでは、この日までの議論を踏まえ、合意され

た点を整理し、今後とも引き続き検討すべき課題を明確にして、基本制度ワーキングチー

ムに報告をさせていただきたいということで、皆様の了解を得ることで、幼保一体化ワー

キングチームは、一応中締めとさせていただくことになりました。 

 基本制度ワーキングチームにおかれましては、社会保障と税の一体改革における６月の

一定の結論の後においても、費用負担の在り方、国における所管の在り方など、残された

課題について検討を進めていただきますようお願い申し上げます。 

 また、幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの実現に当たっては、財源の確保が

不可欠です。本日も議題となっておりますが、財源の確保については、政府においてしっ

かり御尽力いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 私からのご報告は、以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。本当にお疲れ様でございました。 

 それでは、御意見、御質問等がございましたら、挙手をよろしくお願いします。 

 では、小田切さん。 

○小田切委員代理 全国知事会でございます。高知県知事の尾﨑は後ほど参ります。それ

まで、代理を務めさせていただきます。 

少し今の幼保一体化の議論の報告のことでお話がありました。25 日の幼保一体化ワーキ

ングチームの中で、総合施設（仮称）の認可等の権限の所在を含めて、具体的な制度設計

が相当出てきたなと私自身も思っております。これまで提出させていただいた疑問点も、

少し明らかになった部分もございます。 
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 こども園（仮称）や多様な保育事業を行う事業者の指定、県が行う部分と市町村が行う

部分についても考え方がはっきりと示されました。幼保一体化の仕組み、枠組みというの

がだんだん詰まってきていると考えておりますので、まだ疑問点等を出させていただいて

いる部分もありますが、そこはまた、順次詰めさせていただければと思っております。 

 お話の中にもありましたけれども、認可等に係る大都市の特例、あるいは地方の裁量権

の範囲、都道府県の役割、位置づけ、市町村計画と県の計画との役割分担とか、そういっ

た具体のことは、まだまだ地方にとって重要なことですが、示されていない部分もござい

ますので、それらについては今後、また協議の中でお示しをいただきたいと思っておりま

す。 

 前回の資料では、今後地方自治体関係者と十分協議を行うという部分もペーパーの中に

示されていたと思います。今回も提出させていただいておりますけれども、前回に提出さ

せていただいたことに加えて、疑問点、意見等を今回も提出させていただいておりますの

で、そういった事項も含めて、地方としっかり協議をしていただきたいと思います。 

 最終的には、法定で国と地方の協議の場が設けられましたので、その協議の場で協議を

して、成案に持っていっていただきたいと知事会としては考えておりますので、是非よろ

しくお願いをいたします。 

○末松座長 しっかり今のことを受け止めました。 

 ほかにございますか。北條さん、宮島さん、佐藤さん。 

○北條委員 ありがとうございます。まず私どもはこのたびのいわゆる幼保一体化の改革

において、実際の在り方としては、当面、総合施設（仮称）と幼稚園と保育所が併存して

いくという状況と理解しております。その上でございますが、ただいま整理されている資

料の中で、具体的制度設計の基本的考え方です。ここのところで従来から質の問題につい

ては「幼稚園、保育所の高い方に合わせる」という表現がこの会議の中でもずっと行われ

てまいったと記憶しておりますが、今回、「質の水準を基本とする」という書き方になって、

「高い方へ」という観点が消えてしまったことに若干の不安を覚えております。 

前々から御指摘を申し上げているところでありますが、３歳以降についての園庭、いわ

ゆる運動場の規定について、これをいきなりすべての施設に義務づけるのは無理だという

のは、当然、私どももそうだと思います。しかしながら、経過措置というようなものを設

けて、５年あるいは 10 年後には高い方の基準にちゃんと合わせられるというように持っ

ていくのが筋であろうと考えております。 

 かなり根本的な問題になってしまうのでございますが、私立の総合施設（仮称）は私立

の児童福祉施設であり、同時に私立の学校と理解ができます。そうしますと普通に考えれ

ば、私立の総合施設（仮称）も私立学校としての性格を有するということになるはずであ

りますが、このたびの資料を見ておりますと、「私立学校」という表現を慎重に避けておら

れるように思います。 

 設置主体の問題にこれは絡んでまいりますが、御承知のように教育基本法第６条におき
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まして、設置主体は定められております。教育基本法では私立のところについては、「法律

に定める法人」という言い方になっております。学校教育法第２条でそれを受けまして、

「その法人は学校法人である」と受けております。そして、私立学校法の第６条におきま

して、その学校法人についての規定が置かれているという法体系としての形があるわけで

ございます。私立学校としての性格を有するのであれば、そこにちゃんと位置づいていく

ということになるだろうと思いますが、今日の資料を見ますと、「新しい法律を設ける」と

いう形になってございます。そうなりますと、我が国の学校教育法体系というものが大幅

な変更、根本的な変更を求められることになると理解をいたします。 

 民主党政権はさきの総選挙において圧倒的な国民の支持を得て、政権の座に就かれたわ

けでございます。しかし、その折でも、学校教育法体系の抜本的な変更ということは争点

にはなっていなかったと理解をしておりますので、ここまで踏み込むことはいささか問題

だろうと思います。現行法の下での総合施設（仮称）というものを考えるのであれば、私

どもはきちんと協力をしてまいりたいと思いますが、学校教育法体系の大幅な変更という

ことになれば、これは重大な問題で、是非とも国民の前にしっかり争点として選挙を行っ

ていただきたいと考えます。 

 以上でございます。 

○末松座長 では、今せっかく問題提起をされましたので、事務方から何かあれば。 

○北條委員 事務方に答えさせるのは気の毒ですよ。 

○末松座長 質の水準の観点、総合施設（仮称）。大幅にその法体系を変えるという位置づ

けが実際にそうなっているのかどうか。そこのところを確かめたいと思います。 

○濵谷課長 まず「現行の幼稚園制度及び保育所制度の双方に求める質の水準を基本とす

る」というところでございますけれども、これは「高い、低い」という表現がいささか適

当かどうかということもございまして、意味合いとしては幼稚園制度で求められる質の水

準、保育所制度で求められる水準、双方を満たすという意味でございますので、基本的に

は両方の質を満たす高い水準というような、趣旨としてはそういう趣旨でございます。 

 今、教育基本法からときおこされましたけれども、北條委員の御指摘のとおり、教育基

本法の法律で定める法人で、それが学校教育法上の学校法人というのが現行の法体系でご

ざいます。ただし、教育基本法上の法律で定める法人については、現行制度の解釈といた

しましても、構造改革特区における株式会社も含め、「法律で定める法人」という解釈でご

ざいますので、教育基本法上の体系で株式会社等が排除されていることではないという意

味では、そういう体系を崩すものではないという理解でございます。 

 その中で今回の総合施設（仮称）については、学校教育法と児童福祉法上の双方の性格

を有する施設でございますので、そういう意味では学校教育法、児童福祉法の双方を満た

す新たな法律をつくり、それぞれの法体系を勘案した新たな規制体系をつくるという意味

で、新法に位置づけるということでございます。 

 唯一、設置主体の考え方について、学校教育体系に基づいた原則論を立てるのか。ある
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いは学校教育体系の中での一定の整理をしながら、一定の要件を満たした法人について、

言わば学校法人と同列に扱うのということについては、今後は法制度論や関係者とも十分

協議しながら、検討をさせていただきたいということでございます。また、総合施設（仮

称）は学校教育法上の学校でございますので、私立学校法上の学校ということでもござい

ます。ただ、その中で学校教育体系や私立学校法の体系の中で、どの規定をどう適用する

か。具体論についてはこの具体的な制度設計の中で、一つひとつ整理を今後させていただ

きたい。関係の方々と十分協議をしながら整理をさせていただきたいということでござい

ます。 

○末松座長 よろしいですか。では、宮島さん。 

○宮島委員 ありがとうございます。今のお話に少し関わるんですけれども、私は今回

の総合施設（仮称）の概要を初めて見て、ちょっとびっくりしたところがありました。

概要ですと２ページ目の右上の設置主体のところです。国、地方公共団体、学校法人、

社会福祉法人及び一定の要件を満たした株式会社・NPO 法人と書かれた上で、下にざっ

くり言うと、地方の実情に合わせた対応、要するに別々の対応が可能であるととれる

記述があります。 

私は４年くらい前から社会保障審議会などを通じて、子どもの受け皿の議論には参加

させていただいているんですけれども、ずっと基本的には多様な参入を促す方法、事

業体同士のイコールフッティングをできるだけ目指しましょうという方向性でやって

きたと理解しております。つまり、自治体においての実態や、いろいろな細かい点で

いろいろな議論はありましたけれども、方向としてはイコールフッティング、多様な

参入を求めていこうというところでは、違いがなかったと私は理解しているんです。 

ここに来て急に、「及び」でくくられた２つの区分けになっており、下の記述では地

域の実情に応じて例外とするか今後検討という、突然事業体の扱いを分ける話が入っ

てきたように私には見えるんです。少なくとも、どういう経緯でこの文章が入ったの

かを事務局にお伺いしたい。この後、御意見も申し上げたいのですけれども、こうし

た議論をした記憶もあまりないのでまずどういう経緯か、お願いします。  

○末松座長 では、事務方からお願いします。 

○濵谷課長 まずこれまで、特に給付で議論をしていましたのは、指定制を中心に議論を

いただいております。指定制につきましては認可外施設も含めまして、イコールフッティ

ングで基準を満たした施設は認可外の施設も含めて参入するということで、ここは変わら

ないわけでございます。 

一方で総合施設（仮称）の在り方については、具体的にどのような形、どのような位置

づけにするのかということについては、言わばワーキングチームを開始してから、具体的

な在り方を個々具体に資料に落としながら検討をしてきたわけでございます。その中で例

えば 11 月１日に総合施設（仮称）についての具体的な制度設計の論点を出しております。

その中でも学校教育、保育の複合的な施設として位置づけるということを論点としながら、
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その中で参入主体や研修の在り方、指導監督の在り方について、どのように考えるかを論

点としてお示しをしたわけでございます。 

 しかしながら、幼保一体化につきましては、そういった総合施設（仮称）の具体的な制

度設計の論点に入る前の大まかな施設体系の在り方について、５月までずっとその議論を

してまいったわけでございます。その議論について一定の方向性が出た段階で、総合施設

（仮称）の具体的制度設計についての具体的な案をお示しし、御議論をいただきたいとい

うことで、先般、幼保一体化ワーキングチームにお示しをしたわけでございます。 

 今回の整理については、かなり具体的な制度論に踏み込んでおります。先ほど来、議論

になっておりますけれども、今回の施設は学校教育法上の学校であり、児動福祉法上の施

設であるという複合的な施設であると考えたときに、規制体系の在り方についてどう考え

るかは、現行制度でも構造改革特区において、例外的に株式会社等の参入が認められてお

りますけれども、原則としては学校法人までということで、株式会社等の参入が認められ

ていない現行制度が現にございます。その中で現行制度の考え方との調和を図る中で、ど

のような要件になるのかといったところで、事務方としての一定の案、考え方をお示しし

たのが今回の具体案ということでございます。 

○宮島委員 そうしましたら意見を申し上げたいんですが、全体的な問題意識として、

私はずっと幼保一体化で国民が何を希望しているかということを繰り返し申し上げて

います。目に見えての待機児童の解消、０～２歳児の受け皿、サービスの多様化だと

思うんです。今までもいろいろな議論がありましたけれども、多様な人が入ってくる

と、いろいろなサービスやアイデアが出てくるねというのは子育ての世界だけではな

くて、さまざまなところで多様なアイデア、参入のよさが認識されている状況はある

と思います。そんな中で昨日の会議における総理の指示でも、多様な参入ということ

を挙げられているのだと思います。 

 と言っても、今までの話し合いの中では、みんな多様な参入がよいとは言いながら、

実際に一部の自治体においては、完全に一部の事業体に絞るというような動きが見ら

れて、地方分権との関係の中で、国がどこまでそれに口を出せるのかという中での悩

みがあったと思います。でも少なくとも国の制度では、こちらは別ということはなか

ったと思うんです。今回こういうふうに書いたことで私が恐れますのは、自治体が「そ

うか」と、「企業と株式会社は別扱いでいいんだ」と。少なくとも「総合施設（仮称）

に入る、入らないのところは、自治体が株式会社を排除してもいいんだ」と、ある意

味で国としてのお墨付きを得たと感じられてしまうのではないかということがものす

ごく心配です。 

 本当のところ、今国はお金がないので、いろいろなアイデアを持っている人で子育

てをやりたいという人に入ってきて担ってもらわなければいけない状況だと思うんで

すけれども、この文章を見て株式会社の方々はこれでどんどん入ろうと思うのか。も

っともっと参入しようと思うのか。どんなに参入した方がいいと言っても、一コンマ



13 
 

何％しか参入していない現状の中で、もっと多様な参入を増やすためにはどうすれば

いいかというところから、本当は考えるべきではないかと思います。 

 今お話を伺っていてわかったのは、要するに学校教育法という法の体系を最も優先

したと私には見えるんです。先般から申し上げているように、法律そのものが現状の

子どもと合わなくなるのであれば、現状を優先して考え直すべきではないか。０～２

歳に対して学校教育法上は今の段階で教育ではないというような扱いで、それは子ど

もの中で総合施設（仮称）に入れた人は学校の教育を受けられるけれども、総合施設

（仮称）に入れなかった０～２歳は学校教育の対象ではないと区別しておきたいのだ、

と思われるのではないでしょうか。つまり皆さんがよくおっしゃっている「すべての

子どもに等しく教育を」というところと反するように受け止められるのではないかと

思います。 

 ですから、学校法人という扱い、学校教育法の問題が現状はあるということは理解

しましたけれども、まずは少なくとも自治体がこの文面を理由に総合施設（仮称）へ

の参入に対して、株式会社、NPO 法人を排除するようなことが決してないように。例え

ば「検討」というところを一体だれが検討するのか。十分な情報公開も必要ですし、

もしたった今、法律上どうにもならないのであったとしても、実際に自治体において、

これが株式会社や NPO 法人の排除理由にならないようにということは、今だって本当

に入ってこないわけですから、ものすごく気にするべきではないかと思います。 

○末松座長 今、本当に非常に微妙なところ、北條さん、宮島さんの言ったとおりですね。

まさしく多方面から御議論をいただいていますけれども、幼保一体化ワーキングチームの

大日向座長から、チームでの御報告はありますか。 

○大日向委員 宮島委員の御指摘ありがとうございます。資料２－１は５月 25 日に配ら

れた資料です。これを基にして意見を交わして、今、宮島委員が言われたようなことは、

例えば山口委員も佐久間委員もかなり強くおっしゃいました。この点について、私は先ほ

どの御報告の中で、きちんとまとめて御報告をさせていただきましたので、繰り返しにな

りますが、総合施設（仮称）の設置主体について、株式会社、学校法人、社会福祉法人も

同列に扱うべきだという意見があったということは御報告させていただいております。そ

のことをどうやって具体的に制度設計に落とすかということは、今後、関係者あるいは地

方の問題は地方の自治体とも協議を進めていただくことといたしましたと申し上げました

が、御了解いただければと思います。 

 ０～２歳の保育に教育がないということは、幼保一体化ではそんな議論は一切しており

ません。そこも何度も繰り返していますが、０～２歳の子どもの保育には、例えば資料２

－２の一番最後のところに、これは指針上の取扱いのイメージですが、０～６歳の全部に

養護をベースとした教育が書き込まれています。ただ、これをどうやって法的に見える形

にするかという点で、これも先ほど御報告をいたしましたように、たとえば児童福祉法の

中に教育基本法等に位置づけた教育があるといったような形で、将来的に明確にしてほし
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いという御意見も強いということを、また座長としてもその思いは同じだということは御

報告させていただいたとおりでございますので、何とぞ御了解いただければと思います。 

○宮島委員 わかりました。心配だったものですから、十分わかっておりますが、より本

当にこれからの法律の議論のところをよろしくお願いいたします。 

○大日向委員 大事な点ですので、いろいろな声をいただくことはとてもありがたいと思

います。 

○末松座長 特に事務方から付け加えることはありますか。 

○濵谷課長 この点については、事務方といたしましても両論あるということは十分承知

をいたしておりますので、今後は関係者と十分協議をしながら検討をさせていただきたい

と存じます。 

○末松座長 それでは、佐藤さん。 

○佐藤委員代理 全国保育協議会の佐藤です。まずもって、この子ども・子育て新システ

ム検討会議の作業グループの下のワーキングチームに参画させていただいたことを感謝申

し上げたいと思います。当初、私が思っていたのは、目の前にいつも日々子どもたちがい

ますので、私たちがやり切れない、今の仕組みの中で子どもたちを何とかしっかり育くん

でいくための仕組みをこのワーキングチームの中で、この国は覚悟をもって検討し、それ

をつくり上げるんだと私は思っていました。そういう意味では、私自身は子どもたちに誇

れる仕組みを何とか、子どもの話をしながら、子どもの育ちの話をするワーキンググルー

プでありますようにと願ってまいりました。 

 残念ながら、私自身の今の思いの中では、その子どもの話をなかなかできなかった。仕

組みの中に紛れて、子どもを育んでいくための視点をなかなかつくり上げることができな

かったというのが実に残念に思っています。例えばこども園給付（仮称）という給付を一

体にしたことは、私はとても評価をしております。 

一方では、こども園（仮称）という名称の中で、幼稚園があり、総合施設（仮称）があ

り、乳児保育所があり。もし第一義的に利用者が子どもであるとすれば、子どもには説明

しづらい。「あなたたち、こども園（仮称）というのはこういうのがあるし、ああいうのも

あるんだよ。休みがあるところもあれば、震災になれば、もしかするとインフルエンザが

はやれば休んでしまうところだってあるんだよ」ということがわかりにくかった。その辺

をうまく説明していく言葉が、私の中にはありません。 

 それから、「すべての子どもたちに良質な生育環境を」というところでいくと、今回、狭

い意味では「学校教育法上」と「児童福祉」という文言の中で、学校教育、保育というの

を書き分けていただいたことは評価するんですが、「保育を必要としない」という文言があ

ります。私はこの国では、保育を必要としない子は誰一人いないと思っています。現在、

保育を必要としない子として位置づけられているのが、もしかすると在宅でいる施設を利

用しない子育て家庭の子どもたちだとすれば、その子どもたちにも生育するためのさまざ

まなことをどう届けていくか。それもこの子ども・子育てシステムの中で、できれば絵を
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かいていただきたかったことのような気がします。 

 それから、これも大きな議論にはまだなっていなかったんですが、例えばその総合施設

（仮称）の中では実費徴収、公費を使うにもかかわらず、上乗せ徴収。ある一定の質的な

ところを確保しながらでも上乗せ徴収を認めるというところや、これについても需給調整

の中で更新制というものがどう透明性を持たせられていくのかというのも、まだまだ議論

をし続けられていないことがたくさんあることも残念なことの一つだと思っています。 

その上で改めて、全国保育協議会として４つの点を少し述べさせていただきます。まず

基本的には、この潜在ニーズへの対応も含めた量的拡充というのは、保育の安定供給を図

るための最優先項目であることは間違いないことだと思っております。その際、基本制度

案要綱に記されたとおり、質の確保と向上を併せ持って、対応を図らねばならないという

ことも確かだと思います。そして、量的拡充と質向上の実現には恒久的な安定的な財源確

保が不可欠。これも何度も何度も申し述べてきましたし、先ほども皆さんの方からお答え

があったことかと思いますが、それがないままで制度設計が進められることは、すべての

子どもたちの良質な生育環境を保障し、子どもを大切にする社会。この担保には絶対つな

がらないというふうに申し述べさせていただいて、その上でまず１点目。質の確保向上に

ついてです。新システムの大きな目的の一つが質の確保向上であると。このことが担保さ

れない制度改正では、子どもの育ちは保障されません。合理化や効率化の下に質の低下を

招くことは許されません。 

質の向上に関する優先課題。直接影響のある職員の配置基準。今回も書きこまれており

ます。例えば３歳児というところが特に書かれていたと思うのですが、そこのところはで

きればすべての園児の年齢、その基準の引き上げが私は必要だと思っています。財源の確

保と併せ持つことで保育の充実と保育所の処遇改善ができる。質の向上というのは、先ほ

ど申し述べたところで行くと、子どもの生活を保障する質が確保されるということです。

その子どもの生活を保障していくものの中に、各年齢別の職員の配置基準は絶対的に関係

があることだと思っております。 

今回、震災があって、特に感じたことですが、公私区別なく新システムの財源の手当て

も含めて、運用をしていただきたい。今回震災の受けた被災地での公立と民間の保育所で

行くと、公立の保育所に比べて民間の保育所は自分たちで全部復興をしていかなければい

けないということを課題として持っています。そういう意味では、このシステムで立ち上

がっていくための運営費も含めて、公私の区別がないような運営が図られる配慮が必要だ

と思っています。 

３つ目は指定制、需給調整についてです。指定更新の運用では適正性や透明性の確保は

厳に守られるべきものだと思っています。国の基本方針が遵守されて、我が国に育つ子ど

もの育ちが等しく保障されるための方策が何より必要であろうと思います。指定更新、前

回、幼保一体化のワーキングチームでも何人かの方が言われたのですが、ここについては

慎重に検討をしていただきたい。特に受給過多、供給過多になっていくようなところが、



16 
 

供給量が満足だからといって指定がもうされないとなったときに、特に民間の保育所ある

いは過疎の町、村のそういう施設は機能されないと思っています。そういう意味では等し

く保障されるための方策が必要であろうかと思います。 

指定更新に係る運用のばらつきを抑制するための仕組みも国の責任において、具体的に

明確に示すべきだと思っています。もし例えば地方で指定をしてもいい、需給調整も含め

てそういうばらつきがあったとすれば、それは保育を利用したい人の選択幅を狭めること

にもつながることだと思っています。この保育資源数のバランスが損なわれていく人口減

少地域についての影響は、特に激しいものがあると思っています。いかなる地域において

も子育て環境が充実し、保育所関係者への雇用がきちんとつながるものであるべきだと思

っています。 

最後に４つ目ですが、施設における職員については、前回初めて出ました保育教諭（仮

称）ということに関しては、資格要件を検討整理する段階では、十分な移行期間と特例措

置も含めた配慮が必要であろうと思っています。特に具体的には保育教諭（仮称）の資格

要件の際の視点、幼稚園教諭の教員免許証と保育士資格の取得。双方が既に収めている事

項があったとすれば、それらについての要件は再び取得要件に当てはまらないように緩和

することも必要なのではないかと。 

今後、細部にわたっての検討に際しては、大日向幼保一体化ワーキングチームの座長も

おっしゃいましたように、更に関係団体からの十分な意見聴取の場を設けていただきたい

と思います。そういうことを申し上げて、全保協からの意見とさせていただきます。 

○末松座長 確かに量的拡充、質の向上。これに十分な配慮を払いながら、財源も確保を

しながらということで、今日も１兆円超という形も示しながら、そこを最大限に丁寧な御

議論をいただいてきたとは思っております。 

 まさしく職員の配置基準とか本当にいろいろな雇用とか、あるいは指定基準の確保。そ

れは本当にしっかりとやっていかなければいけない。そういう話はございますし、本当に

一番理想系でできればよろしいんですけれども、いろいろと現実も見なければいけないと

いうところもありまして、そこで丁寧な議論を進めてきたわけでございます。 

 震災については、今すぐに現行法で対応せざるを得ないというところもございます。そ

ういったところも踏まえながら、事務方の方で何か付け加えることはございますでしょう

か。一応、御要望という形でお聞きをしておきたいと思います。 

 それでは、田中さん、藤原さん、山口さん、坂﨑さん、笹島さん。 

○田中（常）委員 宮島さんが先ほどお話しになったんですが、ずっと流れを見ていて、

多様な事業主体による多様なサービスの提供の促進というのはテーマであったような気が

するんです。これは全然変わっていないと思いますし、今日お示しいただいた成長３本柱

にも出ているんです。 

 それに反して、重複しますけれども、先ほどの総合施設（仮称）の概要案の表の中に出

てきている、「一定の要件を満たした法人」という中で言えば、原則としては NPO とか株
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式会社は入れないというような検討をするようなことが書かれているんです。そうではな

くて、もっと多様な事業主体による多様なサービスをいかに誘導するかということを検討

するということが話し合われてきたんだと思うので、それを是非、ここに入れていただき

たいと思います。 

○末松座長 排除しないということと同時に、多様な主体というのは総理がおっしゃられ

ておりますので、そこはしっかりと踏まえながらやっていくべきものと私も思っておりま

す。 

○田中（常）委員 この表を見ると、そうは感じられないんです。 

○末松座長 事務方、これは排除したという話ではないですね。 

○濵谷課長 はい。排除ではなく、一定の要件を満たした法人は株式会社等も参入を可能

とするということでございます。 

○田中（常）委員 いや、そうではないですよ。促進することを誘導していただきたいん

ですよ。おまけではなくて、それをどうやって参入できるかということについての誘導を、

排除ではなくて、検討項目として挙げていただきたいんです。 

○末松座長 その点は田嶋政務官からも非常に強く言われているところでございまして、

我々としてもそこはしっかりと検討はやっていくということを改めて、そこで申し述べた

いと思います。 

 藤原さん、どうぞ。 

○藤原委員代理 同じく多様な主体の参画を促すという観点から、２つ質問させていただ

きたいと思います。 

 資料２－３の13ページ、⑤で「審議会」という項目がございまして、保育所の場合も、

それから幼稚園の場合も、それぞれ行政処分を行う場合には、審議会が設けられ、意見を

聞かなければならないとあります。具体的には、「これらの審議会の設置趣旨を踏まえ、総

合施設（仮称）については、以下のとおりとする」として、「私立の総合施設（仮称）に対

し、設置認可、改善勧告・命令、事業停止命令、閉鎖命令を行う場合には、その自主性を

確保する観点等から、総合施設（仮称）に関する審議会の意見を事前に聴かなければなら

ない。」とあります。このように「設置認可」というものが冒頭に来ておりますけれども、

これは審議会の設置趣旨に関する前段の説明からでは、なぜ、この設置認可が導き出され

るのかというのが少しよくわからないので、経緯を御説明いただきたい。 

 それから、この設置認可に関して、この審議会で設置認可をさせるということに関して、

幼保一体化ワーキングチームの議論において何か御意見があったのか、なかったのか、そ

の点を教えていただきたいと思います。 

○末松座長 それでは、まず事務方からお願いします。 

○濵谷課長 設置認可も含めての審議会の意見聴取については、行政に対する一定の抑制

といいましょうか、私立学校の自主性の確保の観点から、設置認可も含めて審議会の意見

を聴取しているのが現行の私立学校の体系でございまして、基本的にはそういった私立学
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校の自主性の確保の観点から、行政に対して一定の抑制といいましょうか、そういう関与

を義務付けるという趣旨でございます。 

 それで設置認可、この審議会の意見聴取については、たしか１つ御意見があったかと思

いますけれども、具体的に○か、×かということではなくて、趣旨の確認の御意見ではな

かったかと思います。 

○末松座長 どうぞ。 

○藤原委員代理 まさしく、今、課長がおっしゃったように、「抑制」という言葉が出てく

るというのが、私としては非常に不安を覚えるところでございまして、審議会で設置認可

を事前に議論するということはやはり参入抑制につながるのではないかという懸念を想起

させてしまうので、是非ともそういうことを起こさないような措置が必要です、あえてこ

こに設置認可に関わる事前の意見聴取を入れなくても問題ないのではないかと思います。

ここのところについても更に御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○濵谷課長 すみません、今の「抑制」という言葉は、設置認可を抑制するという意味で

はなくて、行政が一方的に行政処分をするというものに対して牽制機能を有するという趣

旨でございます。失礼いたしました。 

○藤原委員代理 そうしますと、この私立の総合施設（仮称）の設置認可に関して事前に

意見聴取をなぜ行うのですか。 

○濵谷課長 私立学校については、私立学校としての一定の、建学の精神とか自主性の確

保という観点がございますので、設置認可だけではありませんで、設置認可から種々の、

重大な行政処分とかそういうものを、一定の行政処分について関係の審議会の意見聴取を

行うという趣旨でございます。 

○藤原委員代理 行政処分に設置認可が含まれるのですか。 

○濵谷課長 設置認可を含めて、一定の行政処分に関して関与するということでございま

す。 

○藤原委員代理 ご説明の趣旨には、あまり納得ができないのですけれども。審議会の意

見聴取手続きによって参入抑制が行われないように運用していただきたい、そのための方

策を御検討いただきたいということでございますので、よろしくお願いします。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、坂﨑さんどうぞ。 

○坂﨑委員 幼保一体化についての意見を２つ申し上げます。 

 今のような論議の中で非常に論議の中心になることが、質と量を確保するといったとき

に、必ず、その質と量を確保しているところの保証すべきことはだれなのかという論議が

必ず外れていくんですよ。子どもたちにとってきちんとした質と量が確保されるべき方法

をつくっていくことが大事であって、単純にただ質と量を増やしたりすることではないわ

けです。 
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 そういうことを、そういう面、いわゆる質と量を増やすといいますと「利用者」という

ふうな形にいつも出て、その「利用者」がだれであるのかという第一義の子どものところ

がいつも忘れられていくと、量さえ増やせばいい。例えば、規制を外してしまってもそう

いうものができていて、法の目がきちんとかからなくてもいいというような論議にはなら

ないでほしい。これは基本的な大前提です。 

 それと、ここまで来てものすごく基本的なことを、だれにお伺いをするのが正しいのか

がよくわからないんですけれども、今回の幼保一体化の姿、給付を一体にして、私からす

ると４つの類型なんですが、そういうことで基本的な形としてこれで終結するという考え

方なのか、それとも一番最初に末松副大臣が言われたような、幼保一体化の方に進んでい

くと考えるべきなのか、そこを聞かせてくだされば非常にありがたいのです。 

 今のような形ですと、こども園（仮称）に一体に給付して、幼稚園型、総合施設（仮称）

型、保育所型、企業指定型というふうな形が幼保一体化としての姿として正しい道筋なの

か。これが将来的に一つの方向に向かっていくのがいいのかというのはどうなのでしょう

かというのが、非常にここまで来てわからないのです。 

○末松座長 この点につきまして、基本を踏まえれば、それは最終的には本当の意味とい

いますか、一番すべて、制度の下で多様な主体が存在する中で、子どもにとってベストな

形は、そういうわかりやすい制度の下でやれるのがベストであると思っています。 

 ただ、現実を踏まえながら、この数か月間やってきました。それで、先ほどからいろん

な質問も、結局、根拠法とかいろんな中で、居心地の少しよくないようなベースの中で、

それをぎりぎりやり始めると、結局、またこれがはじけ飛んでしまうような、こういうふ

うな危険をも見ながら、そこを何とかうまくまとめながら、そして最終的な、この絵姿に

持っていきたいという努力のプロセスが今のプロセスであると考えています。 

○坂﨑委員 すると、プロセスであるという考え方ですね。 

○末松座長 はい。 

○坂﨑委員 以上です。 

○末松座長 それでは、笹島さんどうぞ。 

○笹島委員代理 全国市長会の笹島と申します。本日は倉田池田市長がやむなく欠席のた

め、代理で発言をさせていただきます。 

 倉田市長の思いにつきましては、資料４、各委員提出資料の５ページにございますとお

りですが、詳細は後で見ていただければと思いますけれども、市長の思いといたしまして

は、子ども・子育て新システムの基本理念は非常に重要であるという認識でございます。 

 これは年金・医療・介護などのほかにも、市長としては現役世代・次世代に対する施策

を充実する、それが必要であるという市長の思いと合致しているからでございます。 

 だからこそ、今、大震災の復興財源の確保の必要性、また集中検討会議における社会保

障と税の一体改革の論議、少し関係が不明確・不透明になっている中で、この新システム

の議論が終盤を迎えているということに少し不安を覚えるといたしております。 
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 また、財源についてのお話で恐縮ですが、市長としてはこれまでの議論を無駄にするこ

となく、子ども・子育て家庭の視点に立って着実に運営できるような新しい制度が実現す

ることを真に願っており、そのため、国・地方における十分な財源の確保が不可欠である

としております。 

 また、住民からすれば国の補助事業と地方が行っている単独事業、いずれも区別は付け

ておりません。だからこそ、地方の単独事業につきましても地方財源を確保していただき

たいということを申しております。 

 また、最後でございますが、これらのことをしっかりと実現していくためにも、国と地

方の役割分担などにつきまして、協議の場において着実に議論していく必要があるといた

しております。 

 すみません、雑駁ではございますが、市長の意見は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

○末松座長 先ほど小田切さんからも出ましたけれども、国と地方との話し合いの中で、

更にそこはしっかりと話し合っていきたいと思います。 

 山口さん、どうぞ。 

○山口委員 先ほどから宮島委員とかいろんな方がおっしゃっていたことで、大変しつこ

くて恐縮なんですが、再度確認をさせていただきたいんですけれども、前回の幼保のワー

キングチームのときに、指定制の更新制の細部については、これから関係者によって今後

検討する。その前提としては、公平性をしっかりと担保した論議にしますということは私

は認識しておるわけなんですが、この総合施設（座長）の部分に関して、特に先ほどから

話に出ております、株式会社を切り離すかどうかというところに関して、その公平性を担

保したというようなことで今後議論するというふうに私はあまり認識しておりません。 

 それと、前回も御質問させていただいたんですが、学校教育体系の原則に基づき学校法

人があるわけですけれども、そこに載っていない社会福祉法人は、この原則に入っていな

がら、どうして株式会社、NPO がその原則から外れるのかということについて、私は前回

も質問させていただいたんですが、お答えがなかったように思います。そこを教えていた

だきたいというのが１つです。 

 それから、先ほど濵谷課長の方から、「両論出ているのは認識している」というようなお

っしゃり方をされたんですが、そもそも、この会議の初めのコンセンサスとして、多様な

事業主体の参入の促進ということが前提にあって、先ほど末松副大臣もおっしゃられまし

たし、総理からも多様な主体の参入を促進するんだということであって、また前回の幼保

ワーキングチームも、今回の話の中でも、株式会社は教育ができないというような発言を

された方はほとんどいないというふうに私は認識しております。 

 そういった中でも、ほとんどコンセンサスが取れているのにかかわらず、まだこれを後

の議論として残していこうとしていることが私はわからない。もうここまでコンセンサス

が取れているのであれば、この際、この「社会福祉法人及び一定の」というところ以降は
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カットして、今、完全に並列にしてもいいのではないでしょうか。 

 そういう質問でございます。 

○末松座長 これは、まず事務的にいいですか。 

○濵谷課長 まず、「学校教育体系に基づき」のところでございますけれども、いずれ具体

的な制度論については、まだ法制論としても詰めるべきところがありますので、具体的に

は今後の検討という前提でございますが、社会福祉法人については現行の認定こども園制

度においても、学校法人と同列の扱いにしている法制上の扱いもございます。 

 それと、「一定の要件」といったときの財産的基礎なり社会的信望なりという、今、構造

改革特区や保育所の要件で示されておりますのは、まさに公共的な法人である学校法人や

社会福祉法人で設立のときに求められている要件とほぼ同等でございます。そういう意味

では、社会福祉法人については、学校法人と同等の要件を現行制度の下においても満たし

ているのではないかということで、同列の扱いにしているということでございます。 

○末松座長 それで、株式会社はどうなんですか。 

○濵谷課長 株式会社につきましては、先ほど申し上げましたけれども、「一定の要件を満

たした株式会社等」ということで、財産的基礎なり社会的信望などということが一定の要

件として想定されるのではないかと考えておりますが、今後の具体的な検討ということで

ございます。 

 また、そういった要件を満たした者については参入を認めるという前提でございます。

その中で、今日もイコールフッティングの観点から認めるべきではないかという御意見と、

学校教育体系の原則があるのではないかという両論、この場でも出ておりますので、そう

いったことも勘案いたしまして、今後、関係者と十分に協議しながら、具体的な制度設計

について、更に今後、検討させていただきたいと存じます。 

○末松座長 座長からお願いなんですけれども、総理からも事業主体の多様化ということ

で、子育て分野を中心に NPO や民間企業、多様な事業主体による多様なサービス提供の

促進を検討することというふうに、この時期にまた出ておりますので、そういった御意向

も踏まえながら、前向きにそこはしっかりと考えていく。これは我々の議論をしていた中

で、確かに株式会社というものも含めて、しっかり多様な主体を考えるというのがコンセ

ンサスであったと思いますので、そういった前提の中で考えて検討していただきたいと思

っております。 

 多様な主体という意味では、そこはコンセンサスです。 

 それでは、山縣先生どうぞ。 

○山縣委員  

 質問を１点と、意見を３点言わせてください。 

 まず１点目、質問ですけれども、今の中で決まっていなければもう仕方がないんですが、

新たに設置する予定の総合施設（仮称）の管轄について教えていただきたいと思います。

今、保育所が大体２万 2,000 か所、幼稚園が１万 4,000 か所で、合わせて３万 6,000 の施
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設数があります。それで、このシステム上は、設計上は恐らく、保育所の２万ぐらいは自

動的に総合施設（仮称）になるだろうと考えられます。幼稚園は任意ですので、スタート

時点は少な目に見積もって１割だとすると、合わせて２万 2,000 ぐらいの施設数が総合施

設（仮称）として存在するスタートで、一番大きな施設ということになるわけです。 

 それで、ここは総合施設法（仮称）も含めての、地方の在り方については幾つか意見が

書かれていたんですが、総合施設法（仮称）については、国は一体、どこが管轄するのか。

もし決まっていたら、教えてください。 

 意見については３点ございますが、書面で１ページものですけれども、資料４の 11 ペ

ージに５つのポイントを書かせていただいています。 

 １の社会的責任・公的責任については、とりわけ多くの委員に共通していたのが、今日

も出ておりましたけれども、財源確保の話であったと思います。私も財源確保が前提であ

るというのは当然なんですが、なぜか聞いておると、何か国だけの問題のような議論がか

なり進められているような印象があります。 

 それで当然、国の責任は大きいと思いますけれども、都道府県、市町村、それから事業

主がそこにどう貢献するのか、あるいは国民一人ひとりが児童福祉法１条から３条の精神

にのっとってどう拠出するのか。それぞれに育成責任があるということが法律には書かれ

ており、児童福祉法は、この１条から３条については他の法律においても共通の基盤なん

だというふうな書きぶりになっておりますので、やはり児童福祉法の範囲だけではないと

いう認識の下に進めるべきではないか。その辺で私は、私自身も含めて、財源確保にどう

貢献するか。やはり人任せにしない議論をやらないといけないのではないかという気がし

ています。 

 ２番目と３番目につきましては、これまでの議論で、多くは個別サービスあるいは個々

の給付に関する議論が中心であったと思います。しかし、実際の事業展開においては市町

村システム事業計画（仮称）が大きい。これも何人かの委員が御指摘のとおりだと思うん

ですけれども、それはとりわけ、ここにも書いていますように、ケアの連続性を意識する

ということに尽きるのではないかと思っています。 

 一個一個の事業がどうあるかよりも、そのバランスが崩れてしまったら地域での生活は

成り立たないということになりますので、一番大きな給付である子ども手当と、こども園

（仮称）と、地域への支援型のところですね、拠点事業のようなもので、そこのバランス

をあまり失しないような関係。 

 あるいは連続面という意味では、介護保険制度では在宅サービス、デイサービス、入所

施設サービスを連続線上で認定をするというやり方をしておるわけですけれども、今私た

ちが検討している要保育認定は恐らくそこまで連続線上に位置づけていないのではないか。

すなわち、こども園給付（仮称）を中心とした認定になっておるような気がしています。 

 そうすると認定制度を、一つの考え方は連続線上に位置づけるということでしょうし、

もう一つは、それとはやはり別のものとしてしっかり、その人たちに必要なケアを提供で
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きる、あるいは調整できるシステム、ここでは「子育て支援コミュニティワーカー」とい

うふうに書いていますけれども、そういったもの、あるいはコーディネーターでも結構で

すが、何かそういう人を今後の議論の中では是非やっていただきたいと思っています。 

 最後になりますけれども、４番目と５番目につきましては、これは繰り返しになるんで

すが、本日も大日向委員が整理された意味での学校教育と保育を、それがすべての子ども

に必要という認識は私以外の多くの委員に共通していると思っています。 

 総合施設（仮称）の設置により、私が非常にこだわっていました一点であります、過疎

地での学校教育が展開できるようになった。幼稚園がない地域でも、総合施設（仮称）を

つくることによって学校教育が展開できるという姿になっていますので、その点について

は非常に高く評価はしています。一方で新幼稚園制度は、保護者の経済力による子どもの

生活場所の分断を生じる可能性があるのではないかという懸念がございます。特に負担に

関しての柔軟性を担保するということになっておりますので、親の生活状況による分断は

ある程度避けられたとしても、経済力の分断を持ち込むことになる可能性があるというこ

とに少し懸念があります。 

 それからもう一点、幼稚園関係の委員の方が１月ごろの会議で、幼稚園利用者は幼児教

育を求めており、保育を求めている人は少ないというふうにおっしゃいました。それがい

まだに少しひっかかっていまして、私は保育あるいは福祉機能が現在の幼稚園利用者にお

いては必要ではないかと考えています。 

 保育所の教育については、継続的に検討というふうになっていました。その点は非常に

よかったと思っておりますけれども、一方で幼稚園の福祉機能とそれを支える職員配置、

幼稚園教諭ではこれは無理であるという前提になりますので、福祉機能を支える幼稚園に

おける職員配置、特に幼稚園の場合は当面、少し多目に残りそうな感じがしていますので、

その部分での保護者なり子どもたちへの生活支援という視点も是非継続的、あるいは新規

に検討いただけたらと思っています。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 事務方からさきの問い及び、あと、山縣先生にコメントはございますか。 

○村木政策統括官 まず、所管の問題でよろしいでしょうか。 

○末松座長 すみません、そこはこっちの方でやります。 

 あと、ほかにコメントは何かありますか。 

○濵谷課長 最後の点だけ。幼稚園におきましても子育て支援なり親育ちの支援というの

は重要な機能であると考えておりまして、今回の新システムの総合的な子育て支援の充実

という項目がありますけれども、そういった点については幼稚園も含めて充実ができない

かということでございます。 

○末松座長 よろしいですか。 

 それでは、所管については私の方から申し上げます。 
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 今、まだ所管について議論が続いている状況でございまして、いろいろと、一番最初に

これを御議論いただいたときに、文科省だ、厚労省だ、内閣府だ、あるいは総務省だと、

そういったところがございましたのですけれども、今、私どもの方で政務を中心に話し合

いが行われているところは、大体内閣府を中心にそこを所管していくべきではなかろうか

というようなところが、今、大勢になっておりまして、これを更に、また党の方とか、ま

た更に上のグレードのところで議論をしていくというような形になっております。 

 今、そのプロセスを御紹介させていただきます。 

 どうぞ。 

○小宮山副大臣 民主党の中でずっと、この子ども政策の責任者としてやってきた立場か

らしますと、もともとは先日の幼保一体化のところでも「子ども家庭省（仮称）はどこへ

行ってしまったんですか」という意見がありました。本来は子ども家庭省（仮称）をつく

りたいのですが、なかなか一気にはまいりませんので、そういう意味では、内閣府に当面、

こども園（仮称）といいますか、子ども家庭部局みたいなものをつくってやっていくとい

うことが、そもそもの考え方からすると、ずっとつながった線であるというふうに私ども

は思っています。 

 ただ、これだけ、幼稚園の関係者の方、保育所の関係者の方、自治体の方、経済界の方、

いろいろな方から御意見を伺って、現実のものとなっていく中で、更にそこを具体化する

ために、今、末松副大臣が言われたような、更にそこの詰めの議論をこれからしていくと

いうことであると認識をしています。 

○末松座長 よろしゅうございますでしょうか。 

 ここは 19 時までということで、すみません、私の司会が悪いがために、あと 30 分ぐら

いしかなくなっているんですけれども、それでは奥山さんで、この点は一応閉めさせてい

ただいて、その次のテーマに移りたいと思います。 

○奥山委員 すみません、１点質問と意見があります。 

 質問は、この資料３のところに追加所要額１兆円ということで出ております。 

 これは次ですか。それでは、次のときで結構です。 

 それでは、いいです。 

○末松座長 それでは、最初に御指名を申し上げます。 

 今、１枚紙の、まさしくその話でございますけれども、前回の基本制度ワーキングチー

ムにおきまして、子ども・子育て支援施策に係る質の改善という、この具体的な方策につ

いて御議論をいただきまして、この社会保障と税の一体改革も大詰めになってまいりまし

たので、そこで質の改善で優先的に取り組むべき事項等につきまして御議論をいただけれ

ばと思っています。 

 事務局から、本当に簡単に資料を説明していただきます。 

○黒田室長 それでは、お手元の「資料３（追加資料）」と題しました１枚紙がございます

ので、こちらに即して御説明申し上げます。冒頭、末松副大臣から御紹介がありましたの
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で、補足的にということでございます。 

 まず一番上の四角のところに２つ、この考え方が記してございます。 

 １点目は、潜在ニーズを含む保育等の量的拡充は、最優先で実施すべき喫緊の課題であ

るということ。 

 ２点目といたしまして、これと併せて、量だけではなくて、量と質を併せてということ

で、職員配置の充実など必要な事項について、子ども・子育て新システムの制度の実施の

ため、財源を確保しながら、実施していく。 

 この２点が基本的な考え方でございます。 

 それから、その下の四角に主な内容といたしまして、■で６点記してあります。 

 １点目が、量的な拡充でございます。これは昨年の 12 月の段階で御議論いただきまし

たが、子ども・子育てビジョン、昨年１月に閣議決定いたしましたが、これに沿って量的

な拡充を図っていこうという点でございます。 

 ２点目が「０～２歳児保育の体制強化による待機児童の解消」でございます。これは０

～２歳児の方々の量的な拡充は１つ上の四角で囲ってあるわけですけれども、実際に事業

者の方々にお入りいただくためにも、そんな量的な部分に加えて、例えば下に書いてあり

ますように、現在の幼稚園の皆様にこの分野に入っていただくためのきめ細かな支援、小

規模保育など新しいサービス類型をつくっていって経済的なインセンティブをかけていく、

更には長時間の保育ニーズへの対応・延長保育の充実など、こういった点にも取り組みた

いということでございます。 

 ■の３点目が「質の高い学校教育・保育の実現（幼保一体化の推進）」でございます。前

半で御議論いただきました幼保一体化を肉づけし、魂を入れるために、下に書いたような

諸点についてプラスαの、質を高めていくための取組を制度の中に取り込みたいというこ

とでございまして、例えば３歳児を中心とした配置基準の改善、病児・病後児保育、休日

保育の充実、地域支援や療育支援の充実、給付の一体化に伴う所要の措置などに取り組み

たいということでございます。 

 ４点目が「総合的な子育て支援の充実」でございます。利用支援はもちろん、市町村の

皆様にお願いをすることになりますが、市町村と NPO の方々などに取り組んでいただい

ています、地域子育て支援拠点事業に利用者に身近な立場から利用支援をしていただくよ

うな職員の方を置いて、市町村とともに利用者の方々の利用支援ができないかということ

でございます。 

 次が「■放課後児童クラブの充実」でございます。資料３の中でもございましたが、今

までなかなか十分な御支援ができていないということでございます。利用時間の延伸と併

せて、常勤の方々が雇えるような体制強化ができないかということでございます。 

 最後に「■社会的養護の充実」でございます。今回の震災でもこの機能の大切さが非常

にクローズアップされたところですが、施設ケアの手厚い体制の確保、更には里親支援な

ど、こういったことをできるための職員体制の充実ということが課題でございます。 
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 それから、この下に注が５つ付してあります。 

 まず注の１でございますが、上記のほか、さらなる質の向上のため、職員の処遇のさら

なる改善、長時間の保育ニーズへのさらなる対応などに取り組む。 

 ２点目といたしまして、財源は、税制抜本改革以外の財源も含めて検討するということ。 

 ３点目といたしまして、新システムの施策については、給付等に応じて公費・事業主拠

出により負担。具体的には検討中。 

 ４点目といたしまして、上記の追加所要額には、施設整備費は含まない。 

 それから５点目といたしまして、指定制の導入による保育等への多様な事業主体の参入

を促進。質を確保するための基準と併せて質の改善を図るという点でございます。 

 これらトータルで追加所要額、2015 年で１兆円超ということでございます。 

 なお、注といたしまして、「学校教育」の言葉について紛れがあるといけませんので、注

を付させていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、奥山さんからどうぞ。 

○奥山委員 この追加所要額の１兆円ですが、以前に 1.5～2.4 兆円という数字が出たこと

があったと思いますが、その辺りとの関係性というか、これがどういう積算なのかという

ことを、１つ聞かせてほしいというのが質問でした。 

 それと、今、最初の議論の中で多様な主体の参入という話がありましたけれども、その

ことについては、以前にもお話をしましたが、子ども・子育て会議（仮称）の方で市町村

にも是非設置をということをお願いしましたけれども、その構成メンバーに、とにかく多

様な主体を入れて、もっと利用者、事業者含めて検討していくということが１つ、解決し

ていく道筋、プロセスの中に必要ではないかということが私からの意見です。 

 それと、この２つ目のところの０～２歳児の保育の体制強化についてですが、通常私ど

もは地域子育て支援で、この年齢のお子さん、御家族を対応することが多いのですが、も

ちろんフルタイムで働きたい方たちもたくさんいらっしゃる。ですけれども、現状は、保

育施設しかないという中で、週２、３日の方もそこにしか預けられない。週２日希望とい

う人たちの受け皿が今、地域にないというのが現状です。ですから、一時預かり事業、週

２日、３日の保育ニーズの人たちにも的確に応えられるような、子育て支援もしつつ保育

もという中間型がどうしても必要です。 

 やはり事業者からしてみれば、５日の人を受けた方が多分取り組みやすいんです。です

から、やはりこういうところを増やそうと思っても意図的にやらなければ増えないんです

ね。そういったところも配慮していただいて、親御さんもすぐ、５日でなくてもいい方は

たくさんいらっしゃるので、その辺りのきめ細やかな設計というのを是非考えていただき

たいと思っております。 

 以上です。 
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○末松座長 御要望ありがとうございます。 

 それでは、尾﨑さん。 

○尾﨑委員 すみません。全国知事会に出ていましたので遅れてまいりまして、失礼をい

たしました。 

 この子ども・子育て新システムの関係については前回と同じでございますが、また質問

事項について提出資料としてこういうふうにまとめさせていただいておりますので、こう

いう論点を是非詰めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。時間もないということですから実務的に是非、こういう点について詰めさせ

ていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 その上でありますけれども、幾つか社会保障と税の一体改革及び、そのフレーズの中で

の子ども・子育て新システムの議論について、知事会としての考え方、お願いについて述

べさせていただきたいと思うわけです。 

 まず、第１点の点ですが、先ほど奥山さんもおっしゃいましたが、追加所要額１兆円と

いう金額ですが、これは恐らく国の関係事業についてですね。国費分と地方の負担分と合

わせて、およそ１兆円であろうという推定で金額を出されていると思うんですが、ここに

も典型的に出てきている考え方かと思いますが、社会保障と税の一体改革を論ずるに当た

って、社会保障の所要額というものを国が行っている事業だけでとらまえようとしておら

れるという傾向が一部にですけれども、ここではそれはないと信じていますが、見られる

ところがあります。 

 ただ、実際には、社会保障関係については地方単独事業というのが大変たくさん実施を

しておるところでありまして、これは民主党のこの間の政調の部会でも私が呼ばれて、仙

谷副長官、更に大串さんとか皆さんがおられたところで意見を述べさせていただきました

けれども、この問題について言えば、地方単独でさまざまな事業を実施していることも前

提としていただいて、その部分も含めた安定財源の確保ということでなければ、あっとい

う間に、またすぐ不足問題が生じてしまって、もう一度社会保障と税の一体改革の議論を

しなければならなくなるのではないかということであります。 

 当初からこの問題の議論については、小さいところ、矮小な部分に的を絞っての議論と

いうことから、いかにこれを拡大していくかということが１つ論点になっていると思って

います。御存じのとおり、当初は高齢者３経費、年金、医療、介護に限って税源不足問題

を論じようという意見もありました。ただ、この子ども・子育て新システム検討会議の議

論というのは、それだけにとどめるのではなくて、社会保障というのは全世代に関わる問

題なんだということを強く訴えていく中でこの議論をし、こちらについても財源をしっか

り確保していくことが重要だという議論で広がってこられたんだと思います。その方向は、

大いに我々としても賛同いたしておるところです。 

 ただ、もっと言えば、今度は国から地方に広げるということについても、是非意識をし

ていただくということは非常に重要であります。それができませんと、実際かなりの部分
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が地方で担われているということを是非御認識を賜りたいというか、していただいている

と思いますが、こういう思慮のときも、これは国の分はこうだが、地方の分はこうである

ということを是非議論してもらいたいと思います。 

 非常に不安視をしておりますのは、報道などによりますと、６月２日までに社会保障の

所要財源について発表する。そのときに、国において必要となる、国関連の事業だけの所

要額について発表がされるということです。それについてのみで、税負担をどう検討して

いくかということについて議論がされるということになってしまっては、恐縮ですが、社

会保障と税の一体改革とは、とてもではないですけれども、私どもは言えないと思ってい

ます。一部の社会保障について、税の問題について論じたにすぎないということになろう

かと考えていますので、その点は是非お願いしたいと思いますし、逆に言うと、視野を広

げていく方向での議論を展開されている、このシステムを仕切っておられる末松副大臣、

小宮山副大臣には、是非そういう場で、「どん」とそういうところを御主張を願いたいと思

っています。 

 そして、先ほどの知事会で知事会長から菅総理にもお願いを申し上げたところでありま

すし、今はまだ片山大臣がおられるかもしれませんが、片山大臣にもお願いを申し上げた

ところでございますが、この社会保障と税の一体改革の問題の中には、当然、子ども手当

の問題、更には子ども・子育て新システムの問題。これも含めてということでございます

けれども、こちらについては先日法律が成立した、国と地方の協議の場に関する法律第３

条に該当する事項かと思いますので、早期に国と地方の協議の場で、この問題について、

分科会も設置して論じていただくことが必要だと考えております。 

 非常に我々としても議論を早めたいと思って、こういう形である意味論点を提示させて

いただいて、詰めを行わせていただきたいと思っています。できるだけ論点を絞っていく

ことになろうかと思いますが、それもやはり国と地方の協議の場のような舞台回しの中で

論じていただかなければならない事項というのがあろうかと思いますので、法律に定まっ

た、成立した法律に基づいて、その第３条に該当する事項として、国と地方の協議の場で

の御議論を開催をしていただきたい。その点をお願い申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○末松座長 今の点はもう、知事会長から総理にもおっしゃられたわけですね。 

○尾﨑委員 はい。 

○末松座長 では、事務方から。 

○村木政策統括官 金額の説明だけ。 

 今、１兆円超という金額が載っておりますが、これは国、地方合わせて公費ベースとい

うことで考えております。その点は地方の分も入っている・・・ 

○尾﨑委員 それは国費の地方負担分も入れているということでしょう。そうではなくて、

我々の言っているのは、地方単独事業というのがたくさんあるから、その分も視野に入れ

ておいていただかないと、本当の真の所要額になりませんということを申し上げているん
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です。そこのところをよく、「地方分も入っている」と言って、それは単に国と地方が３分

の２、３分の１で、地方負担分が３分の１になっている部分だけの場合もあります。そこ

をよろしくお願いします。 

○村木政策統括官 すみません。若干事務的に、もう一回説明をさせてください。 

 この１兆円というのは公費ベースの額ということでございます。 

このシステム全体で費用をどういうふうに負担をするかということについては、これか

ら議論をすることになっておりますので、その中で、例えば利用者負担の問題とか企業の

拠出の問題とか、いろいろな問題がまだ残っておりますので、これは議論させていただき

たい。 

 地方単独分の事業というのが、子ども・子育ての中で非常に大きなウェートを占めてい

るということは事実でございますが、これはこのシステムの話だけではなくて、新しい財

源を何に使えるかという非常に大きな枠組みの中での議論もあるということで、そのこと

も含めて、当然子育てを考えるときは全体を見ながら。そして、さまざまな財源、さまざ

まな仕組みの中で、どの部分の費用負担をすることができるかというのは、個別に具体的

に議論をしなければならないという整理だろうと思っております。 

 事務的です。 

○尾﨑委員 いずれにしましても非常に大きい話で、地方単独事業というのもしっかり視

野に入れていただくということが非常に重要になってきますから、これは社会保障と税の

一体改革の議論の中で、これができるかできないかというのを、私は今回の社会保障改革

の成否を決めると思います。 

 ですから、是非、国と地方の協議の場でもメインの議論になろうかと思いますけれども、

そこのところをお願いしたいと思います。 

○末松座長 そうですね。国と地方の協議の場で、更に具体的な形でお話をいただきたい

と思います。 

 あとは。では、池田さん。 

○池田委員 ありがとうございます。本日御用意いただいた資料３の追加資料。これを読

ませていただいて、本当に０～２歳、３歳から小学校に上がるまでで、更にそれ以上の子

どもたちの、すべてにわたっていいシステムをつくっていこうとする皆さん、国の考え方

がよく示されてまとまっていると思いました。 

 それで、やはり私どもは「質の改善」というときに、優先順位をつけるならば、やはり

職員の配置の充実だと思います。これは学級編成基準ということにもなろうかと思います

けれども、現行の学級、１学級 35 人というのはやはり、やや多いかということを思って

いるところで、これを 30 人以下への引き上げをお願いできればありがたいと思っており

ます。 

 子どもたち、もちろん０～２歳への職員の配置もそうですけれども、３歳、４歳、５歳

の各発達段階でどのような集団の規模が、幼児期の子どもの望ましい育ちを促すことにな



30 
 

るのか。この点については、今後の研究も必要なこともあると思いますが、コミュニケー

ション力や規範意識、共同性の育成を通して、主体的、意欲的に生きる力の基盤づくりの

ためには、学級担任制によるきめ細かい意図的、継続的な指導が必要だと思っております。 

 この点から、やはり 35 人はやや多いかと実感しているところですので、是非引き上げ

をお願いしたいと思っております。 

 それから、先ほど幼稚園の福祉機能についてのお話がありました。私は前回、こども指

針（仮称）のワーキングチームでは意見を申し述べたと思うんですけれども、やはり子ど

もたちには養護というのが非常に必要になっています。現在の幼稚園でも預かり保育等も

やっているんですけれども、長時間集団で過ごすということになってきますと、やはりこ

の辺りの手厚い人的な配置も必要ですので、保育という点での専門性を持った、総合施設

（仮称）ではそういった保育士の免許を持った方がしっかり見ていただけるようになると

思いますので、この総合施設（仮称）には、そういった意味では期待できることがござい

ます。 

 何分にも、総合施設（仮称）において幼児期の学校教育というものがすべて保障されて

いくということが、私どもの国公立幼稚園長会としては非常に重要なことでありますし、

大変ありがたいと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 それでは、田中さん。 

○田中（常）委員 毎回同じことのようになるかと思うんですが、まず質問が１つあるん

です。※３の「給付等に応じて公費・事業主拠出により負担」というのはどういう意味な

のか説明をしていただきたいんです。 

○末松座長 では、事務方から。 

○黒田室長 このシステムは個人給付あるいは事業で構成をされるわけですけれども、そ

れに一定のお金がかかります。そのお金について制度案要綱でもございますが、社会全体

で支えるという考え方に立って、国、地方、事業主の方々に御負担をいただきたいという

ことでございますが、詳細にどのような割合で、どのような形で、あるいはどういう範囲

で負担をしていただくのかといった個別論については、こちらに書かせていただいている

とおり、現在検討中。今後の議論に委ねられているということでございます。 

○田中（常）委員 今のお話は既定事実のようにお話しになっていますけれども、事業主

が負担をするということについて、給付に応じて負担をするという制度にはなっていない

ですし、全体についてどのように考えているのかです。 

我々は公費で賄うということが一番、社会全体で賄うことを意味していると思っている

んですが、一部の事業者だけにそういう御負担を強いるということの理由というのは、ど

ういうことなのか説明をしていただきたいんです。 

○末松座長 できますか。 
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○村木政策統括官 一部の事業主だけというところはちょっと御趣旨がよくわからなかっ

たんですが、まず基本として負担の問題というのは、先ほど地方の話も出ましたけれども、

そのことについてはこれから議論するということがまず１つです。 

 もう一つは、育児休業給付ですとか、保育の一部の部分というのは現在の制度、このシ

ステムの中に入れたらどうかと言って議論しているものの中には、今、事業主の方々に負

担をしていただいているものがあるということです。現状そうやって負担をしていただい

ていて、では、これから、そこは引くんですか、もう事業主は一切引いて新しい財源に求

めますかということになるのかどうかということはきちんと、やはり社会全体で子育てを

支えていくということで、このシステムの中に何を入れるかという議論をし、それをだれ

が支えるかということをきちんとやっていかなければいけないということでございますの

で、結論ありきで申し上げたつもりではありませんが、今までも事業主の方々の拠出で賄

われていた分もあり、これからどうするかということについて、きちんとここで御相談を

しなければいけない。 

それは地方の話も同じで、このシステムの中でどういう事業をするかということを、子

ども・子育てにとって、このシステムにどの事業が必須で入れなければいけないかという

ことをきちんと決めて、その負担をどうしていくかということを議論するということでご

ざいますので、次のラウンドの議論の中できちんと解決をしていかなければならない問題

だということでございます。 

○田中（常）委員 当初から給付と負担が、今の事業主拠出については対応していないと

いうことをお話ししているので、それ自身がおかしいということについて、何も検証して

いないで、「払っているんだから財源に入れてしまおう」というのは困るということは、当

初からお話ししているとおりです。 

○尾﨑委員 すみません。 

○末松座長 今の関連ですか。 

○尾﨑委員 関連です。今、おっしゃっている話で、ここに出てきているものについて、

だれがどういうふうに負担するかについて、これから議論するんだからということを盛ん

におっしゃいますけれども、私が申し上げているのは、こういう形で国が関与してやって

いる事業とは全く別のところに、地方単独でやっているものは、これは別に負担割合を考

えるも何も、地方単独でやっているんですから関係ないわけです。ただ、その部分の社会

保障も極めて重要な要素なので、今後税との一体改革を論ずるときには、そちらのことも

是非検討してくださいということを申し上げているんです。 

 ですから、この慣例では所要額１兆円という指標なるかもしれませんが、ただ、是非全

体の検討会議とかで主張されますときには、この子ども・子育ての関係でも地方が頼って

いる部分もあります。 

 金額の問題もあります。トータルの金額で知事会が今、出して、高齢者３経費も含めて

トータルでお示しして、全部で 16 兆ぐらいの数値を示していると思うんですけれども、
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そういう形で論じてもらいたいということですね。 

○末松座長 ちょっと時間も押していますので、また次のラウンド等でお話があるかと思

います。 

 それでは、駒村さん。そして、その次に坂﨑さん。 

○駒村委員 いつのタイミングで、そこの本体の財源構成の話が出てくるのかということ

を教えてもらいたいんですけれども、先ほどの事業主負担については少し議論がありまし

たけれども、確かに今の事業主負担の負担との対応関係というのは、非常にわかりづらく

なっていることはあると思いますが、この議論の際にきちんと整理をしていくという必要

はあるかと思います。 

 この新システムの目的というのは、１つは子どもたちの福祉と就学前教育の充実。これ

は従来から公費が中心だったものでありますけれども、もう一つは両立支援という、まさ

に労働政策との一体の部分があるわけです。 

 現在、企業にとっても両立支援、ワーク・ライフ・バランスというのが、非常に重要な

人事政策になっていると思いますし、生産性に寄与すると思っております。したがいまし

て、保育所、こども園（仮称）というようなインフラを非常に使うようになる。ある意味、

企業にとっても期待して利用するインフラになってくるという意味では、企業にとっても

非常にメリットがあるというものでありますので、一定の負担をしていただければと思っ

ております。 

 更に成長戦略。これは需要という意味での成長戦略のみならず、将来よい労働者をつく

る、能力をはぐくむという意味でも、企業にとっては投資であるという思いがありますの

で、そのぐらいは少しでも負担していただければと思います。 

 ３つ目に、やや情緒的になりますが、ホームバイアスみたいな議論があるんです。いか

に企業が多国籍になったり、いろいろな国に進出したといっても、やはり日本の企業であ

ろうと思います。日本の経営者は、やはり自分の会社がどこから出てきたのかということ

に強い思いもあると思います。 

 一方、日本国民の方も、日本の会社であるという思いもあると思います。いざ企業がつ

らいときには日本の国民、政府がきちんと支えるだろうと思います。そういう支援が今ま

であったかと思います。 

 そういう意味では、人と人との連帯だけではなくて、人と企業の連帯という意味でも、

ひとつ愛ある負担をしていただければいいのではないかと思っております。どうぞ愛情を

示していただきたいと思います。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 では、坂﨑さん。 

○坂﨑委員 書き方によるのだと思いますけれども、これを見ると、どうしても量的な拡

充が喫緊であって、その後に質的担保がくるとなりますので、本来はセットで行ってもら

うことはありがたいと思います。 
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 駒村先生の後に言うと完全に情緒的なのですが、主な内容として、何といっても基本的

に、今で言うと教諭、保育士、これから違う名前になるのだと思いますけれども、その方

たちの給与水準を上げる。このことがなければ、皆様方も御存じだと思いますが、保育士

のなり手が現実的にはないわけです。その１番目の原因は、もちろん勤務の厳しさという

のがあるわけですけれども、それ以上に給与の水準の低さ、そこにまず、第一点の改善が

あるわけです。そのことはここに書かれないで、人的環境といいますか、基本的に第一義

に置いてほしいと思います。特に、御存じだと思いますけれども、３歳未満児ベースを 20％

から 44％まで上げたいといったときに、保育士さんの基本的な給与の水準をきちんと確保

できるような仕組みをお考えくださればありがたいと思います。 

 また、これが１期目で、次は２期目ということになるのかもしれませんが、過疎地対策

の充実を是非どこかできちんと考えていただきたい。次の期に行きますれば、待機児童と

いうのはある種、大きな都市で何か所かというふうに限られるかもしれませんが、過疎地

に関しましては、もう何百か所も定員割れというのが非常に進んでおります。このままだ

と、子ども集団を維持できないということも含めて、いわゆる小学校の統廃合同様、非常

に厳しい状況を迎えることが、ある年数でもう限られていると思いますので、このことに

ついてもよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。ほかに。もう残り時間もありませんけれども。よろ

しいですか。 

 幾つかお話をされている中で、幾つかまた課題というのも明らかにもなってまいりまし

た。そういった意味で、いずれにしましても、先ほど坂﨑さんも言われた職員の処遇のさ

らなる改善も、今、この※印の中にも書かれておりますけれども、そういったものを含め

て、質の改善もしっかりと担保しながら、どれだけ財源面でしっかりとやっていくかとい

うことが一番大きな、我々としてもやらなければいけないことだと思っておりますし、最

大限の努力をしていきたいと思います。 

 さて、この幼保一体化を含めまして、子ども・子育て新システムにつきましては、６月

にとりまとめられる予定の社会保障と税の一体改革と歩調を合わせて、この基本制度ワー

キングチームにおいても、これまでの議論のとりまとめを行っていく必要があると考えて

おります。６月におきましても、さらなる課題も含めまして、また議論させていただきた

いと思いますので、また日程の確保をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

日程につきましては後日、事務方の方から連絡をさせていただきます。 

 それでは、時間もまいりましたので、本日の会合はこれにて終了いたします。どうもあ

りがとうございました。 


	【セット版】【23-5-31】基本制度ＷＴ（第１２回）議事録表紙
	【差替え】【セット版】【23-5-31】基本制度ＷＴ（第１２回）議事録　

