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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 第 15 回会合 

 

 

 

日  時：平成 23 年 10 月 18 日（火）17:00～ 19:44 

場  所：中央合同庁舎４号館 12 階共用 1208 特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

（１）国の基準と地方の裁量の関係、指定制における指定や総合施設（仮称）の認

可等の主体のあり方等について 

（２）意見交換 

 

３．閉 会 
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○園田座長 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第15回会合」を始めさせていただきたいと存じます。 

 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。 

 前任の末松前内閣府副大臣より座長を引き継ぎさせていただきました、私、内閣府の大

臣政務官を務めさせていただいております園田康博でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、私から一言、去る10月14日金曜日でございますけれども、総理が子ども関連

の施設、横浜市内の認定こども園と子育て支援拠点でございますが、視察をさせていただ

きました。その中で横浜市長、そして園の職員の皆さんあるいは利用者の親御さんの方々

と意見交換をする場がございました。 

 これを受けまして、昨日でございますが、総理から私が呼ばれまして、新システムにつ

きまして必要な恒久財源の確保と併せて来年の通常国会に関係法律を提出できるようにと

いうことと、作業グループの関係省庁で力を合わせて年内を目途に成案をとりまとめてほ

しい、そしてまた皆様方も含めて、関係者の皆様方と十分協議をして詰めの検討を急いで

ほしいという総理からの御指示を直接いただいてまいりました。 

 中間とりまとめにおきましては、皆さん方の御指導がさまざまあったと聞いておったと

ころでございますが、給付設計の全体像をお示しすることはできましたけれども、まず、

費用の問題、ワーク・ライフ・バランスの問題、国の所管の問題、そして国の基準と地方

の裁量の関係など、丁寧な合意形成を要する課題が残されておるところでございます。 

 本日は、中間とりまとめ以降の最初のワーキングチームの開催という形になりますので、

残る課題につきましても、このワーキングチームにおきまして丁寧に進めることを私も心

掛けてまいりたいと、そしてまた精力的に検討を進めてまいりたいと思っておりますので、

さまざまな皆さん方のお立場はあろうかと存じますけれども、このワーキングがしっかり

と皆さん方の御協力の中で仕組みづくりに向けての成案づくりというところに皆様方のお

知恵と御協力をお願い申し上げたいと思っております。 

 原点に返るわけではありませんけれども、子どもの健やかな育ちをしっかりと私どもも

見ていく必要があるのではないかなと思っておりますので、そういう観点でも御議論をい

ただければと思っております。 

 今回のワーキングチームにつきましては、先ほど申し上げましたように、７月の中間と

りまとめ以降の再開第１回目という形になります。残された検討課題、４つの事項を中心

に引き続き頑張ってまいりたいと思っておりますので、皆様方のさらなるお力添え、御協

力をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、会議の開催に先立ちまして、今般の組閣によりまして、子ども・子育て新システ

ム検討会議及び作業グループを担当いたします各府省の政務が変わっております。そのこ

とをまず御報告申し上げたいと思います。具体的な各政務のお名前はお手元にお配りをさ

せていただいております。 
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 本日のワーキングチームにおきましては、福田昭夫総務大臣政務官、吉田泉財務大臣政

務官、そして藤田一枝厚生労働大臣政務官の御出席をいただいておるところでございます。 

 また、前任の基本制度ワーキングチームの座長でございました末松義規前内閣府副大臣

でございますが、先日、少子化対策担当の首相補佐官の発令がございまして、引き続きこ

の新システムの検討にお力添えをいただくことになっておるところでございます。そのこ

とをまず御報告を申し上げたいと思います。 

 本日のワーキングチームにつきましては、少し遅れての御到着になりますけれども、後

ほど御出席をいただけるということを聞いておるところでございます。 

 それでは、本日の委員の御出欠につきまして事務局より御報告申し上げます。 

○藤原参事官 それでは、本日の委員の御出欠について御報告を申し上げます。 

 本日、御欠席をされている委員が６名おられます。日本労働組合総連合会会長代行の岡

本直美様、全国知事会高知県知事の尾﨑正直様、日本経済団体連合会の髙尾剛正様、日本

テレビ解説委員の宮島香澄様、明治学院大学教授の両角道代様、大阪市立大学教授の山縣

文治様、以上６名の先生方は、本日、所用により御欠席となってございます。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国知事会より高知県地域福祉部長の小田

切泰禎様、日本経済団体連合会経済政策本部長の藤原清明様に代理で御出席をいただいて

おります。 

 なお、藤原部長におかれては、少し遅れての御到着になるとお伺いをしております。 

 以上、御報告でございます。 

○園田座長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに事務局から議事次第及び資料の確認、それに引き続きましてスケジュール及び残

された論点に関する説明をお願いいたします。 

○藤原参事官 それではまず、資料の確認をさせていただきます。 

 お手元、議事次第、１枚紙の後ろからになります。 

 資料１、検討スケジュール（案）。 

 資料２、子ども・子育て新システムの残された検討課題と主な論点。 

 資料３、事業計画等について。 

 資料４、指定制における指定や総合施設（仮称）の認可等の主体について（案）。 

 資料５、国が定める基準と地方裁量の関係について（案）。 

 資料６、小規模保育サービス（地域型保育給付（仮称））の展開について。 

 また、本日、各委員の皆様方から事前に御提出をいただきました資料につきまして、１

つにまとめた資料を資料７としてお付けしております。 

 また、参考資料といたしまして、本年６月30日、政府・与党社会保障改革検討本部決定

の社会保障・税一体改革成案の資料。 

 参考２といたしまして、組閣後、作業グループの政務のメンバーが交代しておりますの

で、直近のメンバーを記載した検討の体制図を御参考までにお付けしております。 
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 以上、資料の御確認でございますが、何か資料の漏れなどございましたら、お声をおか

けいただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、引き続きまして、資料１と２だけ簡単に御説明をさせていただきます。 

 資料１の１枚紙が検討スケジュール、資料２が検討課題と主な論点の２枚紙になってご

ざいます。 

 資料１の検討スケジュールでございますけれども、本日、この会が基本制度ワーキング

チームとしては15回目でございます。中間とりまとめ以降、初めての会合ですが、通算す

れば15回目でございます。 

 本日、残された検討課題のうち、括弧に書いてあります議題を検討課題とするというこ

とにしております。 

 この後、毎月１回ずつぐらいを想定しておりまして、11月、基本制度ワーキングチーム

の16回目を開催し、また、12月には、できれば２回程度開催することになろうかと思って

おりますけれども、全部で年内４回程度、予定をしたいと思っております。ただ、当然の

ことですが、議論の進捗によっては追加的にお願いをすることもあり得ますが、現時点で

は、大体、年内４回程度ということで考えていきたいと思っております。 

 次の資料２でございますけれども、今後の検討課題と主な論点でございますけれども、

大きな４つの項目に沿って少しブレークダウンした項目で記載をさせていただいておりま

す。 

 １つ目の費用負担の関係でございますけれども、恒久財源の確保というものが当然、前

提でございますが、国や自治体、事業主の負担の分担のあり方、利用者の方々の負担のあ

り方、既存の財政措置、例えば一般財源化されております公立施設の扱いですとか、私学

助成をこの後どうするのかという既存の財政措置との関係。そして、子ども・子育て包括

交付金（仮称）をまとめた形でお渡しするということを想定しておりますけれども、その

包括交付金（仮称）のあり方、こういった費用の関係の検討課題が主なものとしてはこう

いった論点がございます。 

 ２点目が国の所管のあり方。子ども家庭省（仮称）の検討も含めて国の所管をどうする

かという問題。 

 ３点目がワーク・ライフ・バランスのあり方。新システムにおけるワーク・ライフ・バ

ランスのあり方ですとか、次世代育成支援対策推進法における事業主行動計画のあり方に

ついても検討課題となっております。 

 ４点目の国の基準と地方の裁量の関係でございます。まず、１つ目の丸ですが、事業計

画の策定など地方が実施していただく施策についての国の関与のあり方ということで、事

業計画の内容、関係当事者に参画をしていただく、いわゆる地方版の子ども・子育て会議

（仮称）をどのようなものにしていくのかという論点。都道府県の役割や財源措置のあり

方の論点。 

 次のページに行きまして、今回、指定制度が導入されまして、公的契約（仮称）を結ぶ
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ことになるわけですが、公的契約（仮称）の「公的」の中身。市町村にいかに具体的に関

与をいただくかという点。国が定める基準と地方公共団体の裁量の関係ということで、い

ろいろな指定ですとか、認可の基準における地方公共団体の裁量のあり方、地域型保育給

付（仮称）における小規模な保育等の仕組みの問題、子ども・子育て支援事業（仮称）に

おける地方公共団体の裁量をどうするかといった点が裁量の関係の論点となろうかと思い

ます。最後の丸ですけれども、指定制における指定や総合施設（仮称）の認可等における

主体をどこにするのかといった論点でございます。 

 その他でございますけれども、子ども・子育て会議（仮称）のあり方ですとか、新シス

テムにおけるイコールフッティングの問題、民間参入の考え方ですとか、具体的なイコー

ルフッティングの内容についても論点として掲げたいと思いますし、その他もろもろ委員

の皆様方からもいろいろな御提起があろうかと思いますので、「その他」ということを付

け加えてさせていただいております。 

 以上、資料１と２の御説明でございました。 

 先ほど資料の御確認のときに、資料７で各委員から御提出をいただいている資料をまと

めておりますと申し上げましたけれども、それとは別に全国保育協議会から、連合の岡本

・中島両委員の連名のものを当日配付ということで、別途置かせていただいております。

全国町村会の渡邊町長、行政委員会の副委員長としてのお名前で町村会の方からも資料提

出を本日いただいておりますので、それをばらばらで恐縮ですが、追加で置かせていただ

いているかと思いますので、申し訳ありません、それも御確認いただければと思います。 

 説明が前後して恐縮でございますが、資料１と２の御説明でございました。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 今の資料１と２につきまして、何か御質問等ございますか。 

 では、どうぞ。 

○北條委員 ありがとうございます。 

 私、全日本私立幼稚園連合会でございます。 

 初めに確認をさせていただきたいのですが、中間のとりまとめが行われまして、そのこ

とによって、新しいシステムの下で、指定制の下あるいは総合施設（仮称）という場にお

いて、現在公立の幼稚園、私立の幼稚園、公立の保育所、私立の保育所があるわけでござ

いますが、そのそれぞれがどういう具体的な姿になるのかということは全く現時点では明

らかではないと考えております。 

 特に、公費負担のあり方は国と地方の公費負担を含むわけでありまして、これはまさに

今後の重要課題ということでただいま御説明があったわけであります。保護者負担のあり

方も平等・公平になっていくということが具体的にどういう形で、目に見える形で私ども

に示していただけるのか。そのことが大変大事で、是非それをやっていただきたいと思っ

ております。 
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 という立場から、去る７月６日の第14回ワーキングチームの最後のところで今後の日程

について、当時の末松座長からお話がありました折も、課題が大変多いということで、あ

まりにもタイトなスケジュールで事を運ぶことには賛成できませんということを申し上げ

てきたところでございます。 

 ただいま園田先生の方から丁寧な議論を進めるということがございました。資料１に示

された４回というものには基本的にはこだわらないという理解でよろしいのか。丁寧な議

論を保障していただけて、我々がよくわかるシミュレーションが示されるところまで行っ

てくれるのかと、こういうことが第１点でございます。 

 第２点目は、中間のとりまとめを行うに当たりまして私どもが前提としたことは、選挙

の話とか大変失礼な言い方をしたと思いますけれども、学校教育法体系、現行の法体系に

ついては触らないということが私どもの前提であります。それを触るということであるな

らば、具体的に申し上げれば、中央教育審議会でのきちっとした審議、場合によっては、

例えば学校教育法を改正するのだということになるのならば、これは文部科学大臣の諮問

を受けて答申を行うという手順が必要だと。これは中央教育審議会規則の方に書かれてい

るところから、明確なことでございます。 

 要するに２つ目の確認は、私どもが前提としている現行学校教育体系の変更は行わない

という理解でよろしいのか。 

 この２点でございます。スケジュールのことと教育法体系のことの御確認。これは事務

局というよりは、大変失礼でございますが、政治を担われている先生方から是非お示しを

いただきたと考えております。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 まず、１点目のスケジュールの件でございますけれども、先ほど私も申し上げさせてい

ただきましたように、作業チームの中で皆さん方の御協力をいただきながら丁寧に進めて

まいりたいと思っておるところでございます。 

 そういった意味で、資料１に書かせていただいておりますけれども、一番下のところで

ございますが、上記以外にも適宜ワーキングチームを追加的に開催することがあり得ると

私は考えておるところでございますので、その旨を資料１でまず御提示させていただいた

ということで御理解をいただければと思っております。 

 当然、皆様方に御意見をさまざまいただく中で、一つひとつこの課題について具体的な

ところまで成案という形でございますけれども、つくり上げてまいりたいと考えておると

ころでございますので、是非その辺は皆様方の御理解と御協力の中で進めさせていただく

ものであると私は考えているところでございます。 

 ２点目でございますけれども、法体系ということで、学校教育法上の体系の中でそれに

は触らないということについてでございますが、当然ながら、私どももこれからまさしく

皆さん方とともにつくり上げていく新システムはさまざまな法令を視野に入れながらこれ

から進んでいく、あるいはその中でそこの部分は違うという方向性が出てくれば、当然な
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がらそれには触れないというところもあると考えているところでございますので、そうい

った点では、まさしく皆様方のこれからの御議論の中で進めていかれるものではないかと

考えているところでございます。 

 何かほかに今の資料１と２につきましてございますでしょうか。 

○小田切委員代理 全国知事会でございます。 

 尾﨑知事が出席できないので、代理で出席をさせていただいております小田切と申しま

す。 

 全国知事会として資料７の５ページ、６ページに「子ども・子育て新システムに関する

提言」ということで資料を提出させていただいております。今日の後の議題、全体にかか

わる部分もありますので、最初に少しお話をさせていただきたいと思います。 

 この提出資料、提言でございますが、先週12日に行われました子どもに対する手当制度

に関する小宮山厚生労働大臣・地方６団体との意見交換会の中で本県の尾﨑知事からお示

しをさせていただいたところでございます。 

 ポイントだけを少し説明させていただきます。 

 今回の議事ではございません。今後の議事の中にはありますが、５ページの２の財政ス

キームについて、子どものための現金給付は、子ども・子育て包括交付金（仮称）から除

外していただきたいということをお願いしております。地方の裁量の余地がなく、地方が

自由度を持って地域の実情に応じた給付等を設計するというシステムの考え方からも、是

非除外をしていただきたいということ。 

 また、今後の検討の結果、サービス給付であっても、地方の裁量が極めて小さいと思わ

れるもの、言わば義務的なものについては裁量的な経費と明確に区分をしていただきたい。

これはこれまでのこの会議の中でも知事会として何度か言わせていただいているところで

ございます。 

 次の６ページの３として、地方の裁量権を拡大する仕組み。今日の議題とも密接に関連

する事項でございますが、しっかりと地方の裁量権の拡大が図られる仕組みにしていただ

きたいということ。 

 ４つ目の地方との協議につきましては、国と地方の協議の場で協議をしていただいた上

で、成案としていただきたいということを提言させていただいているところでございます

ので、是非この提言を踏まえて今後の検討をお願いしたいと思っております。 

 先ほど資料２のスケジュールのお話がございました。資料２で多くの検討課題が残され

ている中で、特に費用負担の問題、子ども・子育て包括交付金（仮称）のあり方、都道府

県の役割や財源、その他もろもろありますが、今、丁寧に協議をしていただけるというこ

とでお話がありましたが、あと４回で十分に議論を行うことができるかどうかということ

もありますので、是非その辺りはしっかりと課題について協議をお願いしたいと思ってお

ります。 

 １点だけ確認ですが、資料２の１ページの下の方に都道府県の役割やその財源のあり方
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という項目がございます。それが資料１の方では特に出ていないのですが、項目からいき

ますと、11月の基本制度ワーキングチーム、第16回の費用負担のあり方等の中で都道府県

の役割やその財源措置のあり方という項目も入るのではないかと理解しておりますけれど

も、それでよろしいかという点を１点だけ確認させていただきたい。 

 以上でございます。 

○藤原参事官 事務局から最後の点だけですけれども、本日の議題の中にも、後ほど御説

明があります事業計画等のところでは都道府県にかかわる記載も一部入ってございますが、

それ以外、例えば費用にかかわるものなどにつきましては、次回の11月を目途にやらせて

いただければと考えております。 

 以上でございます。 

○園田座長 よろしゅうございますか。 

○小田切委員代理 はい。 

○園田座長 どうぞ。 

○倉田委員 全国市長会社会文教委員長の池田市長の倉田でございます。 

 今、知事会からもお話がありましたので、今後、中間とりまとめ以降の今日がキックオ

フということで、残された課題等々についてこれから具体的に検討していただくことにつ

いて、全国市長会の基本的な考え方をこの段階で申し述べておきたいと思います。 

 資料でもお届けしているとおりでございますが、まず、積み残しの課題がありまして、

今後のスケジュール感です。 

 実は、この間、子ども手当について大臣との協議をさせていただいたときに、まず、大

臣にもお話を申し上げました。改めてこのワーキングチームがスタートするのに、委員の

メンバーは変わっていません。官僚の皆さん方の顔触れも変わっていません。ただ、仕切

っていただく政務の先生方の顔触れが全く変わっている。非常に不安感を覚えているけれ

ども大丈夫かと、正直に言いまして、そのように大臣に申し上げさせていただきました。

ただ、担当副大臣が担当大臣になっていただきましたから、小宮山大臣の顔だけはそのま

ま大きくなって、そこだけは安心できるのですけれどもねと、このように申し上げました

ら、先ほどおっしゃったように、末松前座長が、御本人から手を挙げて総理にお願いをし

て、補佐官であり、この子ども・子育て新システムの担当だと、この人が残っているから

大丈夫ですよと。加えて、党の政調の方で林先生なり、泉先生なり、今まで関わってきた

人が今度は党の側できちっとそれを支えているので、これはもう大丈夫だと。しかも、優

秀な政務を今度はそろえて、改めて皆さんの前で御協議いただくので、このことについて

は安心してくれと、大臣からこういう話がありましたので、安心してお話をさせていただ

きたいと思います。 

 そこでスケジュールですが、実は、去年の12月28日にこの会議が開かれているのです。

私はそのときに申し上げたのですが、市長としては御用納めです。だから、この会議に出

て、私は帰ってから御用納めのセレモニーをやったのです。12月28日が本当に開かなけれ
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ばならない、そのときに大まとめをするのならいいのですが、結果、中間とりまとめは７

月です。だから、スケジュール感というのを、ある程度、急いでおられるという感じがし

ます。12月に２回してでも何とか年内にとりまとめをして、法案として次の国会に提出を

したいという気持ちはわかりますが、その辺のスピード感、スケジュール感をどのように

持っていかれるかということについては早目にわかるようにお伝えをいただきたい。こん

な思いでございます。中間とりまとめでは丁寧に協議を行い、そして理解を得た上で成案

をとりまとめると書かれているわけですから、この辺については重々お願いを申し上げた

いと思います。 

 更に包括交付金（仮称）の問題については、これは知事会でも申されたとおりでありま

して、現物給付と現金給付がともに交付金の交付対象とされている。これも問題であると

思っていますし、子ども手当のような現金給付については、この間も申し上げていたので

すが、これは国が直轄して行うので、交付金の対象にすべきではないと、このようなこと

も考えておりますので、そういう御配慮をしながら今後、詰めの協議のときにお示しをい

ただければありがたいなと思っております。 

 更に子ども手当に関する制度変更ですが、早く恒久法を制定していただきたい。これは

三党合意に基づいて進められると思いますので、これもこの間、大臣にもお願いをしまし

た。そして、これからのPRあるいはシステム改修の費用については、はっきり国が面倒を

見るとおっしゃっていただきましたので、この点については安心をいたしております。 

 更に基準と裁量の問題ですが、これはずっと申し上げてきていますが、都市自治体の裁

量幅は十分に我々都市自治体を信用いただいて、実はこの委員の中にも信用されていない

方がありまして、それで意見の食い違いがあるんです。「首長に任せたらいろいろな首長

がいるよ」と。「池田市長はまだいいんだけれども、悪いのもいるよ」という話もあった

んですが、そうではなくて、我々は選挙を経て、そしてそれぞれの自治体にも優秀な職員、

担当者がいて、責任を持って実行しますので、せっかく新システムをつくるのですから、

都市自治体の裁量はきちっと担保いただきたいと思っております。 

 指定制における指定あるいは認可の問題ですが、認可と指定というのは、これはお金も

絡んできますので、ある意味では裏表の問題でありますので、特に指定については、例え

ば都道府県に任せて、認可は市町村、そんなのではなくて、裏表の関係としては、本当は

都市自治体の判断により、必要なものについてはお任せいただきたい。したがって、都市

自治体の判断により、都市自治体がその主体となってこども園（仮称）や総合施設（仮称）

に対して必要な調整を実施できる権限を与えていただくという必要があるのかなと思って

おります。 

 この間、全国市長会の社会文教委員会と合同部会をやりまして、村木さんにも来ていた

だいたのですが、多くの市長から出てくる話は、所管の一元化の問題です。文科省、厚労

省と分かれていたものを新システムで１つにしようと。子ども家庭省（仮称）にしようと

言っていたではないかと。でも、今の流れを見ていると３つにならないかと。文科省、厚
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労省、それから内閣府。では、１つにしようといっていたものが３つにならないか。いや、

違うんですよと。総合施設法（仮称）をつくるので、１つは１つであると。この辺が極め

て見えにくいところでありますので、今後の議論の中でもう少し明らかにしていければい

いなと思っております。 

 私は、前回このワーキングチームで御約束をしました。池田市は子ども条例というのを

持っています。その子ども条例を９月議会で改正して、新システムのモデル都市になるよ

うに頑張るからモデル事業で幾つか池田市を指定してくれとお願いしましたら、政務の先

生方もそれは検討に値するということでいい御返事をいただきましたので、約束に基づい

て子ども条例を変更しました。そして子ども条例の中で「子ども・子育て会議」は明記し

ました。だから、池田市はこの10月から「子ども・子育て会議」を発足すべく、これから

新委員を今、公募しているということであります。あるいは子ども条例の中に幼保一体化

の推進を明記しました。１億円ですけれども、子ども基金をつくりました。ですから、子

どものために使うお金もここに１億円ですが用意します。そして新しい子ども条例に基づ

いて「子ども・子育て会議」をつくって、計画の策定もこのメンバーにお願いをしますよ

と。そしてチェックもこのメンバーがしますよと。だから、市長が、基礎自治体が好き放

題はできませんよと。議会はもとよりですが、関係団体にきちんとチェックをいただくの

ですよと。こんなことも改善をして取り組んでおります。 

 ただ、この条例の審議のときにいささか気になったのは、特定の政党の議員さんであり

ますけれども、「新システムになると後退する」みたいな、そういう意見が浸透している

のです。その方々のグループには。いや、違いますよと。１兆円からの財源をこれから確

保いただいて、少なくとも今以上に量も質もよくなるのが新システムのはずなのに、特定

の考え方だけが浸透しているようですから、今後、政務の先生方もですし、あるいは官僚

の皆さん方も、そうではないと。我々もそうです。そうではないというPRをしていきます

ので、せっかく夢の新システムの計画をしているのに後退するように思っている方々が一

部いらっしゃる。だから、お手紙とかはがきも来ています。でも、そうではないというこ

とを我々もやりますので、どうぞ政府の方でもそういう形で制度の検討をすると同時に、

今、検討していることは前を向いて、夢のプランに向かって進んでいるんだというPRをし

ていただくようにお願い申し上げて、発言を終わりたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 この場はまず、資料１、２の確認のところから始めさせていただきたいと思っておった

ところでございますけれども、いろいろ御意見もいただきましてありがとうございます。 

 皆さん方とせっかくこうした議論の場を設定させていただいたわけでございますので、

そういった面では何か１つ決め打ちをして、そこからスタートしていくというよりは、皆

様方からそれぞれの御意見をいただきながらよりよいものをつくっていくという方向性を

私どもはつくってまいりたいなと、こういう会議体の中で一つひとつ確認をしながらつく
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ってまいりたいと思っております。 

 市長におかれては、先進的に取り組んでいただいているということでございますけれど

も、それも参考にさせていただきながら、私どももしっかり検討をしてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 何かほかに。どうぞ。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。 

 後ほど発言しようかなと思ったのですが、県サイド、市サイドが話しますと、やはり町

村サイドでもお話申し上げないと前後する可能性がありますので、若干お話をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、中間とりまとめ以後、お約束どおり、議論の再開をさせていただいたことに対し

ては敬意を表したいと思います。そして、今後いろいろな今日示されたような論点がある

わけでありますが、国、地方の役割分担とか、それと併せて事業計画の問題とか、包括交

付金（仮称）の問題、事業主にかかわる問題、これらは制度設計に当たって直接的に基礎

自治体である市町村であり、また広域自治体である県サイドにかかわる問題であり、重要

な議論を要することになっております。 

 そんなことから、これまでもいろいろと我々町村の立場から申し上げてきたところであ

りますが、これから後半の議論を再開するにあたって確認の意味も含めて、いわゆる小規

模自治体が多い町村サイドの立場から若干、総論的に御意見を申し上げさせていただきま

す。 

 今日の資料として、先ほど事務方からありましたように、「子ども・子育ての新システ

ムに関する意見」ということで提出しております。 

 そんな中で、地域の実情に応じた制度設計をしてほしい。これはこれまでも申し上げて

きたとおりでありますので、細かいところは申し上げません。ここに書かれているとおり

であります。 

 ２つ目には、全国一律の現金給付は国が担う。これは倉田市長さんからもお話があった

ように、この前の大臣との意見交換の中でも再度申し上げて、確認したところであります。

できるならば全額国庫負担で現金給付はやってほしい。されど、それが通らない現状もあ

るようでありますが。そんなことを含めながら国が担って、現物給付については基本的に

地方が担うということを踏まえながら、今後の議論についていろいろとこども園給付（仮

称）の問題とか、市町村の事業展開となります地域子育て支援事業（仮称）とか、いろい

ろなサービス給付があるわけでありますので、これは国と地方の役割分担においてその状

況に応じながら議論していただいて、異論のない手続を考えていただきたい。また、その

ための御意見を申し上げさせていただきたいと思っております。 

 これはもう何遍も言っていますのであまり言いたくはないのですけれども、最後は幾ら

いい制度をつくったとしても、大事な財源がなければ何にもなりません。ですから、小宮

山副大臣が今度、トップとなって大臣になったわけであります。そのときの御約束どおり、
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0.7兆円。そして１兆円超の財源は確保するんだと、社会保障と税の一体改革を踏まえなが

らきちんとやっていきますよと胸を張ってここで発言したと私は記憶しております。そう

いうことを踏まえながら、きちんと我々自治を担っていく基礎自治体である市町村、そし

て事業者である幼稚園、保育所、いろいろな小規模関連の事業参入もあるわけであります

ので、その方々にきちんとした手続に基づいた財源保障、安心して実行できる、事業展開

できる、また経営が安心してできることを保障していただきたいなと思っております。 

 幼保一体化を促進すること、これは前の幼保一体化の議論や基本制度ワーキングチーム

の中でもいろいろ申し上げてきて、正直言うと、ちょっと後退したかなというのが私の否

めない感想であります。しかしながら、それぞれの現場のいろいろな実態があるわけであ

りますので、それはある程度踏まえながら、給付についてはこども園給付（仮称）とし、

そしてまた、その他の施設的なものについては総合施設（仮称）化すると、また指定制度、

認可制度でもって対応していくのだという方向づけも、今後の議論も残されておりますけ

れども、出ておるわけでありますので、今後その辺のことも含めて施設整備や人的体制、

これらの確保に向けて、これもお金の話で大変恐縮ですけれども、やっていく必要がある

のではなかろうかなと思っております。 

 今後の議論のスケジュールと併せて申し上げておきたいのですけれども、今後のスケジ

ュールについては、先ほど来、皆さんもお話しておりますが、先ほど申し上げたように、

今後の議論というのは制度そのものの骨格に係る議論になるわけですね。制度設計に入っ

てくるわけであります。そのことによって我々市町村も事業主の皆さん方もいろいろな反

論も出てくるのではなかろうか。そのことが場合によっては、周知の仕方等もあろうかと

思うのですけれども、国民的な反発も受けうる危険性もはらんでいるのではないか。その

辺のことを踏まえながら、十分議論については、一応年内いっぱいというお話はあります

けれども、倉田さんからも指摘がありましたように、昨年みたいに12月28日に会議をする

ことのないように余裕を持って、なおかつ迅速に、そして最後の議論もきちんと積み重ね

た中で配慮していただければ大変ありがたいなと思っております。 

 そして、一応、15年ということでの法律の施行と併せてスタートすることになっておる

わけでありますけれども、それが可能となった場合、１年ないし、２年の準備期間がある

わけでありますので、これは手前みその制度設計や法律にならないように、国民的にきち

んと理解されるような、一番大事なのは、子どもが主体でありますから、子どもに主体性

を持たせる形の中に、それにつながる保護者の皆さん、社会全体が理解をしていかなけれ

ばこの制度は法律的に生かされないわけでございますので、その辺のことを踏まえて十分

な準備期間を設けていただきたい。そのためには、私どもも今後その役割を担っていくわ

けでありますので、十分責務を感じながら対応してまいりたいと覚悟はしております。 

 そして最後でありますが、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現状において国

民は半信半疑なんです。この前も日本保育協会へ招かれていろいろとお話をさせていただ

く機会をいただきましたけれども、現場サイドでは今の制度の議論そのものが、マスコミ
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から勝手な報道がされている部分も多々あるものですから、我々のきちんとした議論の経

過が正しく伝わっていない面も多々あるのです。幸いにして、大日向先生などはNHKの番組

の中でいろいろとお話をいただきました。普光院先生も含めて、今のシステムの議論の過

程をお話していただいておりますので、それを見て私も安心したのですけれども、やはり

ここの政府の職員において国民に対する周知をきちんとやっていくべきではないかなと。

この前の子育てに関する現金給付の大臣との話し合いの中、せっかくつくったリーフレッ

ト、チラシがあるならば、それを早目に周知してくださいよと言ったら、すぐやってくれ

ました。これは本当に感激して紹介しておりますけれども、このような迅速な対応が大事

ではないのかなと。そのことが国民に対する親切丁寧な制度の理解を得ていく、その何も

のでもないのではなかろうかなと理解しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 知事会、市長会、そして町村会。ダブっている部分も多々ありましたけれども、こうい

う発言でよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 大変重要な御指摘とともに、政府の広報という点では、国民の皆さん方に対する周知と

いいますか、広報といいますか、その重要性はすごく痛感をいたしているところでござい

まして、そういった面でも丁寧さを心掛けてやっていく必要があるのかなと考えていると

ころでございますので、また何かお知恵がありましたらお聞かせいただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 まだいろいろ御意見が最初ですから皆さん方、あろうかと存じますけれども、資料の御

説明もあるのですが、どうしましょうか。次に進んで、その後にまだ時間がとれますので、

また皆さん方から御意見を賜りたいと思っておるところでございます。 

 一旦、資料の次の説明に行かせていただいてもよろしいでしょうか。 

 ちょうど末松前座長もお見えになっていただきましたので、引き続き資料の御説明とさ

せていただきます。 

 本日は、先ほど申し上げましたように、残された課題のうち主に地方公共団体との関係

におきまして論点となるものといたしまして、まず、新システム事業計画。先ほど御指摘

もありました。指定制における指定や仮称でございますけれども、総合施設（仮称）の認

可等の主体、そして国の基準と地方の裁量の関係、そして小規模保育サービスの展開につ

いて意見交換をさせていただきたいと思っております。 

 まず、事務局から資料３と資料４につきましての御説明をさせていただきます。 

 その後、委員の先生の皆様方からの御意見をちょうだいしたいと思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

○黒田室長 それでは、お手元の資料３に基づきまして事業計画等についての御説明をさ
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せていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、右肩の下に通し番号が打ってありますので、御参照くだ

さい。 

 まず、１ページ、子ども・子育て新システムの制度案要綱におきまして、この仕組みの

真ん中にあるのは地方公共団体、なかんずく実施主体である市町村なわけですけれども、

それを具体化していく際の基本的な考え方が１ページ、また２ページに書かれております。 

 子どもを大切にする社会が目的であるということ。すべての子ども・子育て家庭に必要

な良質なサービスを提供していく。地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサ

ービスを実現していく。 

 ２ページ、基礎自治体、なかんずく市町村が真ん中にある仕組み。幼保一体化、多様な

保育サービスを提供していく。市町村の責務としてたびたびこれまでも参照されておりま

す５つの責務が書かれており、この制度案要綱をスタート地点にして議論が進められてき

たところでございます。 

 また、３ページ以降に今年の７月にまとめられました中間まとめの中での記載事項が書

かれております。 

 ６ページを御参照ください。 

 ６ページに中間まとめの際の計画の関連部分の記載をまとめてございますので、そちら

をごらんください。 

 ６ページに丸が２つありますが、下の方の丸をごらんください。 

 上の丸は制度案要綱でもごらんいただきました５つの責務でございます。 

 ２つ目の丸の点線で囲ってある中に、事業計画（仮称）の記載事項のイメージを記して

ございます。この中では、目標値、圏域の設定に加えまして需要量の見込みという欄がご

ざいます。ここで需要が必ずしも十分とらえ切れていないという御指摘の多い保育の需要、

地域子育て支援の需要、幼児期の学校教育の需要、放課後児童クラブ等の需要、需要の見

込みをまず立てていただくというところがございます。 

 右側に参りますと、見込量を確保するための方策といたしまして、新しく創設をされる

給付でありますこども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）、地域子育て支援事業（仮

称）等々について見込量を確保するためにどういう取り組みをするのかという見込量の方

策がございます。また、幼保一体化を含む子ども・子育て支援の推進のための取り組み等

々が書かれておりまして、こういった記載を基にどう制度に落としていくのかということ

が課題でございます。 

 また、７ページには都道府県の計画のイメージがございます。 

 同様に点線の中に、記載事項のイメージとしては、広域調整に関する事項、幼保一体化

を含む子ども・子育て支援の推進方策、情報開示、人材の確保・資質向上、需給調整等々

の関係もございまして、指定権限を有する給付類型に係る事業というものが書かれており

ます。 
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 また、右側に参りますと、このワーキングチームでもさまざまな議論がございました社

会的養護あるいは障がい児の発達支援に着目をした専門的な支援に係る事業が書かれてお

りまして、こういったことを踏まえて制度にどのように落としていくのかということが課

題でございます。 

 少しお戻りいただきまして、その辺りを言葉に落としたものが３ページでございます。 

 ３ページに①、②という記載がありますが、①ですが、市町村の新システム事業計画の

策定ということでございます。需要の見込量、見込量の確保のための方策等を盛り込んだ

市町村新システム事業計画の策定。②といたしまして、２つ目のポツですが、都道府県に

おきましても、計画をつくっていただくということでございます。 

 ４ページに参りますと、こういった計画を考える上での考慮事項でございますが、１つ

目の丸にございますように、幼保一体化につきましては、地域の実情に応じた形での推進

と書かれてございます。また、２つ目の丸にありますように、この仕組みでは給付の仕組

み、事業の体系をある程度まとめて再編をするということがございますので、再編後の給

付事業の体系に則してニーズに応えるための量なり、提供の仕方を考えていくということ

になります。また、一番下の丸にありますように、関連する重要な部分であります社会的

養護や障がい児の発達支援等の連携をどう確保していくのかという点も課題でございます。 

 ５ページに参りますと、子ども・子育て会議（仮称）の議論でございます。子ども・子

育て会議（仮称）につきましては、国に設けることは前提でございますけれども、地方に

も、自治体にもそのような機関をつくることについて検討課題とされております。PDCAの

サイクルに関係当事者が参画をする仕組みをつくっていく。透明性の確保、向上を図って

いくという観点からこうした仕組みについて制度に落としていく際のイメージをどうして

いくのかという点の検討が必要でございます。 

 以下、10ページ以降にこうした論点につきまして複数のイメージをお示しした上で議論

の素材として御用意をしてございます。 

 10ページは、市町村新システム事業計画の記載事項でございます。この記載事項につき

まして、この仕組みは地域主権の考え方に則して制度設計をしていくということが議論の

前提でございますので、その考え方に則してイメージを２つ用意しています。 

 10ページのイメージ１は、必須の記載事項、義務づけ、この記載事項は必ず書いてくだ

さいという幅が狭いものでございまして、次の11ページのイメージ２は広いものというこ

とでございます。 

 まず、10ページ、イメージ１は、需要量の見込みだけ必須記載事項にする。残りの事項、

先ほど８ページでごらんいただいた記載事項については任意記載事項。つまり、書いても

書かなくても自治体の御判断ということではどうかという考え方でございます。 

 イメージ１は、地域主権戦略大綱におけます介護保険法などがこのような扱いでござい

ますので、それに則してということになります。 

 一方で課題は、需要の見込みは必ず計画に書かれますが、需要の見込みを達成するため



 

15 
 

に自治体の中でどういう組み合わせで、各年度どんな取り組みをしていくのかというとこ

ろは書かれるか書かれないかは自治体の御判断ということになります。 

 次回また検討することになりますが、子ども・子育て包括交付金（仮称）の考え方を仕

組んでいく際に、できるだけ今の財源措置をまとめてお渡しをしたいということがござい

ます。そうしますと、この計画の中に見込量確保のための方策が書かれませんと、まとめ

てお金をお渡ししにくいということが生じます。ですので、そういった点をどう考えるの

かという点が課題の１つ目でございます。 

 また２つ目は、今回の仕組みでは現行の給付事項の体系を大幅に変更いたしますので、

そういった点を踏まえてどう提供体制を組んでいくのかという点がきちんと確保されるの

かどうか。透明性が確保されるのかどうかという点も課題でございます。 

 また、幼保一体化を地域の実情に合わせて進めていくとしたこととの関係も課題でござ

います。 

 次の11ページ、イメージ２は、イメージ１に加えまして圏域の設定、見込量確保のため

の方策、幼保一体化を含む子ども・子育て支援の推進方策などを必須の記載事項にすると

いう考え方でございます。 

 この考え方ですと、必須の記載事項が多いという点では義務づけが広いという見方もで

きますが、他方では、子ども・子育て包括交付金（仮称）、なるべくお金をまとめてお渡

しをしましょうという考え方でありますので、ここの計画の中にある程度書き込んでいた

だいた方がまとめてお金をお渡しすることがしやすくなるという点がありますので、その

点をどう考えるのかという点。 

 ２つ目のポツにありますように、特にこの仕組みに対する期待として待機児童の解消が

大きな課題としてあるわけですが、こういった点を見込量確保のための方策を必須の記載

事項にすることで、より実効性のあるものにできないかという点。 

 ３つ目にございますが、新しく創設をする給付事業の体系と一体的に進めていくことが

やりやすくなるのではないかという点でございます。 

 なお、課題といたしましては、介護保険法等の整理よりも必須記載事項の範囲が広いと

いうことになりますが、この点については包括交付金（仮称）の交付の根拠となる点、あ

るいは基盤整備の必要性が高いという点を考えて、そういった点にも留意が必要であると

いうことでございます。 

 なお、イメージ２と同様の整理をしております地域主権戦略大綱における次世代育成支

援対策推進法の整理が同様の整理でございますので、イメージ２とする場合には、次世代

法並びという整理になるということでございます。 

 次に、12ページ、都道府県の事業計画の関係でございます。 

 こちらも同様にイメージを２つ用意しておりまして、12ページにはイメージ１といたし

まして、必須の記載事項が狭い案、つまり需給調整に関わる需要量の見込みの部分だけ必

須記載事項にする提案を御用意しております。 
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 これも考え方といたしましては、地域主権戦略大綱における整理後の介護保険制度が同

様の整理でございますが、課題といたしましては、むしろ市町村側からは是非やってほし

いという声の多い社会的養護に係る事業あるいは障がい児の発達支援に着目した専門的な

支援に係る事業など、こういった点について都道府県の取組が確保されるのかどうかとい

う点が課題でございます。 

 次の13ページ、イメージ２は少し広く取る案でございまして、需要量の見込みに加えま

して、見込量確保のための方策、幼保一体化を含む子ども・子育て支援の推進方策、更に

は前のページでございました社会的養護、障害児の発達支援に着目した専門的な支援に係

る事業などを必須記載事項にするという考え方でございます。 

 この場合の考え方としては、都道府県が推進をします基盤整備、幼保一体化の推進など

の実効性が高められるのではないか。都道府県がまさに広域的・専門的な知見と能力をお

持ちのこうした分野の取組が確保されることによって市町村の事業の進め方がより容易に

なるのではないかという考え方でございます。 

 なお、課題につきましては、個々の項目についての実体規定と関連をしてこの点につい

ては深めていく必要があるということ。財政支援の方法につきましては次回の検討課題と

いうことになるかと思います。 

 続きまして、15ページ、関係当事者の参画の方法。地方版子ども・子育て会議（仮称）

とも関連いたしますが、この考え方でございます。 

 国におきましては、子ども・子育て会議（仮称）を設置するという方針は既に制度案要

綱の段階から示されておりますが、同様に自治体におきましても、労使代表を含む負担者、

子育て当事者、関係団体、NPO等の子育て支援の当事者の方々が自治体の子ども・子育て支

援施策のプロセス、PDCAの過程に参画をする仕組みを検討するということになっておりま

す。 

 この場合に、先ほどごらんいただいた計画と同様に地域主権の考え方と整合的な形でこ

うした課題を制度に落としていくときにどういうやり方があるのかという点につきまして、

イメージを２つ用意しております。 

 まず、16ページ、イメージ１は、関係当事者の意見聴取。計画を策定したり、変更した

りする段階における関係当事者の意見聴取でございますが、これを法律に努力義務として

記載をするということ。子ども・子育て会議（仮称）という会議体を設置することについ

ては法律に書きますが、法律では自治体の判断で設置することができるという書き方にす

るという考え方でございます。これは地域主権大綱におきます障害者自立支援法の整理が

こうした考え方に沿ってつくられております。 

 ただ、課題といたしましては、この仕組みの中で常に言われております当事者参画の仕

組みが、法令上の担保は少なくともないということになろうかと思います。こうした点に

ついて透明性の確保等の観点、あるいはここの参加の契機が弱まった場合に実体規定を強

めるという話にならないかという点が課題でございます。 
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 次の17ページは、関係当事者の意見聴取を義務づけた上で会議体の設置は自治体の御判

断にゆだねるという考え方でございます。 

 この考え方に則しますと、会議体につきましては、自治体の実情に応じて弾力的な対応

が可能になりますが、子育て支援当事者など、関係当事者の意見を聴取することは法令上

担保されるということになります。 

 この場合についての課題は、自治体に新しい義務を設けることになるという点が課題で

すが、この下の米印にありますとおり、地域主権戦略大綱における介護保険法の整理と整

合的な形の整理になります。 

 少し先になります、22ページをごらんください。 

 22ページは少し細かい字が並んでいて恐縮ですが、地域主権戦略大綱後の介護保険法の

条文の抜粋がございます。 

 ここの真ん中より少し下のところに「６」と書いてあるところがございます。ここに市

町村の介護保険事業計画の関係の規定があるのですが、「市町村介護保険事業計画を定め、

又は変更しようとするときは、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置

を講じるものとする」という義務づけの規定がございます。この規定があることによって

計画の策定等、あるいは変更の際に被保険者の意見を反映させるという義務づけの規定が

地域主権戦略大綱の整理後の介護保険法にございます。ですので、イメージ２の場合には

この整理と整合的な考え方だという整理ができるということでございます。 

 以上、議論の素材として御用意いたしました。 

○蝦名課長 続きまして、お手元の資料４でございますが「指定制における指定や総合施

設（仮称）の認可等の主体について（案）」ということで資料を用意いたしておりますの

で、御説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目、中間とりまとめにおきます関連の記述を抜粋いたしております。ここでは、

こども園給付（仮称）の対象となる施設の指定、それから、こども園給付（仮称）の対象

となる施設の中でも新しく総合施設（仮称）という施設類型を設けることとしております

が、その認可のそれぞれについて、だれを主体とするかという議論でございます。 

 指定及び指導監督とございますけれども、指導監督としては、例えば報告聴取、立入検

査、勧告、措置命令、指定の取消し等、指定権限に付随するさまざまなケアといったよう

なことが併せて行われる必要がありますけれども、まず指定・指導監督の主体の部分でご

ざいますが、中間とりまとめにおきましては、保護者が自ら施設を選択し、施設と契約す

ることとなるので、市町村域外からも子どもを受け入れることが想定される。そのため、

より広域的な調整が必要となるため、まずはその主体は都道府県とするとした上で、２つ

目の○で「また」として、大都市（指定都市、中核市）に関する特例等を設けるかについ

て、今後、更に検討する。その際、さらなる権限移譲の観点から、主体を市町村とするか

を含め検討するというような記述になってございます。 

 また、新しい施設類型であります総合施設（仮称）の設置認可につきましては、中間と
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りまとめにおきまして、現行の幼稚園及び保育所の例にならい、都道府県単位で行うとし

つつ、大都市に関する特例等を設けるかについて、今後、更に検討。また、さらなる権限

移譲の観点から主体を市町村とするかを含め検討ということで、中間とりまとめは記述を

されております。 

 ２ページ以降、論点に入ります前に、大都市に関する特例制度の現状にわたる説明を少

ししておりますが、御案内のとおり大都市に関する特例制度は、行政機能や行政規模能力

等が比較的大きな都市の事務権限を強化するために、一定の行政分野について、例えば都

道府県が有している権限の移譲を行うこととして行われているところでございます。 

 現状、この幼保の関連につきましての大都市特例の状況につきまして、３ページに表と

して整理をいたしてございますけれども、保育所の関連につきましては、児童福祉施設の

設置認可及び指導監督等、保育所の設置認可と指導監督等につきましては、基本は都道府

県でございますけれども、指定都市、中核市につきましては、権限が移譲されております。 

 そうした指導監督の一環として、事業停止命令などを行う場合がありますけれども、そ

の際に事前に児童福祉に関する審議会の意見聴取をするということがございますけれども、

そうした審議会の設置につきましても、権限のありようと同様に指定都市、中核市に移譲

されている状況です。 

 一方、幼稚園につきましては、幼稚園の設置廃止や閉鎖命令等に関する事務につきまし

ては、都道府県が行っており、指定都市、中核市に対して権限の移譲が行われておりませ

ん。 

 また、そうした幼稚園の設置認可でありますとか廃止命令の際に、事前に私立学校審議

会の意見聴取をするという手続がございますけれども、そうした審議会の設置につきまし

ても、都道府県がこれを担うこととなっております。 

 ４ページは、それぞれの保育所、幼稚園の取扱いについて説明をしてございますけれど

も、①の保育所における取扱いにつきましては、大都市特例、指定都市と中核市に権限が

移譲されているわけでありますが、基本的にこれは行政機能や行政規模能力等が比較的大

きな指定都市や中核市が自ら事務を処理することが、地方自治の考え方に照らしてふさわ

しいという理由であろうと考えております。 

 一方、幼稚園につきましては、こうした大都市特例が適用されておりません。その理由

として整理をしておりますけれども、１段落目にございますように、幼稚園の在園児の８

割以上が私立幼稚園に在園しているという特色がございます。ⅰ）とありますように、私

立幼稚園につきましては、独自の建学の精神に基づいて設置をされているところから、そ

の設置される市町村内の幼児のみがそこに通園してくるわけではなく、実態としても市町

村を超えた入園が相当程度ございます。このため、広域的見地に立った設置認可や施設の

適正配置等を、より広い範囲で行う必要があるだろうということで、この権限は都道府県

が担うことになっております。 

 ③として、認定こども園における認定の扱いでございます。認定こども園は、御案内の
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ように、ベースとなる幼稚園、保育所の認可があった上で、更に機能を付加して認定とい

うことでありますが、これは都道府県知事が行うということで、特例等は設けられていな

いというのが現状でございます。 

 以上が幼保それぞれに関する現状の御説明ですが、５ページ以降、まずはこども園給付

（仮称）の対象となる施設の指定、それから、先ほど申し上げた報告聴取や立入検査、勧

告、措置命令、指定取消し等ございますが、さまざまな指導監督権限の取扱いにつきまし

て、考えられるイメージを３つ御用意しております。 

 イメージ①とございますのは、指定や指導監督の主体を都道府県として、政令市、中核

市に権限を移譲しないとするようなイメージでございます。大都市特例がないというイメ

ージです。 

 考え方としては、中間とりまとめでも示されておりましたけれども、保護者が自ら施設

を選択し、施設と契約することとなるので、市町村の域外からも子どもを受け入れること

が想定され、より広域的な調整が必要ではないかということを考え方としております。 

 一方、課題としては、先ほど申し上げましたように、現状、保育所につきまして、既に

大都市特例がございます。現在、指定都市や中核市が、例えば保育所の認可等の権限を移

譲されておりますが、仮にこれについても指導監督の主体を都道府県とするとなると、現

在、指定都市や中核市が行っている権限を、言わば都道府県に引き上げることになります。

これは妥当なのかということがございます。 

 また、２点目として、こども園給付（仮称）の主体は市町村ということでございますけ

れども、その市町村が指定等について何ら権限を有さないことになるわけですが、この点

についてどう考えるかということが課題だろうと思います。 

 次のイメージは６ページ目、指定・指導監督の主体について、都道府県を基本としつつ、

大都市特例を設け、都道府県、それから域内に指定都市や中核市がある場合には、そちら

に権限を移譲するという案でございます。 

 考え方としては、現在の保育所の取扱いにならってみたものということでございます。

現状、保育所については、指定都市、中核市に権限移譲がなされておりますので、こうし

た取扱いと同様にするという考え方でございます。 

 ２つ目のポツに「また」とありますけれども、特に指定施設の整備につきましては、域

内の多様なニーズを迅速、かつ、的確にくみ上げながら、供給量の拡大によって機動的に

対処することが求められるということで、特にこうした要請を踏まえて、一定の行政機能

や規模がある自治体については、そちらに移譲することが効率的な処理のためには適当で

はないかということをお示ししております。 

 一方、課題の１つ目として、先ほど来出ておりますような、保護者が自ら施設を選択し

ますので、市町村の域外からも子どもを受け入れることになりますと、広域調整が必要と

なるのではないかということ。 

 また、２点目としては、ここは大都市への権限移譲ということでありますが、それ以外
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の市町村については、指定について権限を有さないことになることについて、どのように

考えるかということが課題であろうと思います。 

 次の案でございますが、７ページ目、イメージ②－２としておりますが、指定・指導監

督の主体については、都道府県ではなく市町村とするイメージでございます。 

 考え方としては、こども園給付（仮称）の給付主体は市町村でありますし、子どもに必

要な給付や事業を提供する責務は市町村にあるということなので、指定・指導監督につい

て、その主体を市町村としてはどうかということです。 

 課題としては、先ほど来出ておりますような市町村域外からの子ども受け入れというこ

とを踏まえた、広域的な調整はどう考えるべきかということ。あるいは特例市や一般市町

村にとって行政事務の負担が過大にならないかということが課題だろうと考えております。 

 以上が、こども園給付（仮称）の対象となる施設の指定に関する幾つかのイメージでご

ざいましたが、８ページ以降は、その給付の対象となる新しい施設であります総合施設（仮

称）の設置の際の認可でありますとか、あるいは設置をした後の立入検査や改善勧告、改

善命令など、一連の指導監督権限をだれが主体として行うかということでございます。 

 これにつきましても、先ほどの指定権限のありかと同様に、考えられる３つのイメージ

をお示ししております。 

 イメージ１は、認可・指導監督の主体は都道府県とするとして、指定都市や中核市に対

して権限移譲を行わないという案でございます。大都市特例なしということです。 

 冒頭の御説明で、保育所には大都市特例が現在ありますが、幼稚園についてはそれがな

くて、都道府県が実施していると御説明いたしましたが、このイメージ１というのは、幼

稚園の取扱いと似たような扱いになるだろうと思っています。 

 考え方としては、幼稚園と同様、都道府県による全県的視野に立つ学校教育の専門性の

確保や広域的見地からの配慮を可能とするため、都道府県がこれを行うこととするという

考え方です。 

 現在、都道府県が担っている教育の専門性や広域的見地からの配慮については、その次

の９ページに少し整理をいたしております。 

 １つには、都道府県は県教育委員会などと連携しまして、専門性を生かして全県的な取

組を実施しております。例えば全県的な幼児教育計画の策定、推進体制の構築、あるいは

研修の実施、あるいは学校訪問を通じた指導・助言といったようなことを、都道府県レベ

ルで専門性を生かしながら現在行っているという状況がございます。 

 また、都道府県には私学振興のために私立学校審議会というものが置かれておりまして、

全県的な私学振興について知事に対して建議や意見具申を行います。こうした機能を背景

にして、私立学校の設置認可等に対して、広域的な見地からの配慮などを内容とする意見

を申し述べたりということを行っております。 

 こうした専門性と広域性への配慮といったようなことが、現在、都道府県として有して

いる機能であろうということで、８ページにお戻りいただければと思いますが、幼稚園と
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同様にということになりますと、こうした機能を都道府県が有しているので、イメージし

ているのは都道府県がその権限を行使することになってございますけれども、一方で課題

につきましては、１つは現状、保育所につきましては、政令指定都市、中核市に権限が移

譲されておりますが、これもすべて都道府県が行うということは、果たして妥当だろうか

ということ。また、特に指定都市や中核市におきましては、保育需要になかなか対応がで

きていないところも多いかと思いますが、そうしたところについても都道府県が施設の認

可を行うということで、迅速に進めることができるだろうかという課題があろうかと思い

ます。 

 またその下にありますのは、先ほどのこども園給付（仮称）の対象の指定等について、

仮に都道府県以外の主体も、あるいは都道府県以外の主体が担うとした場合には、言わば

２つの並列する権限の主体が異なることになりますので、双方の権限行使に当たって何ら

かの調整を図るような仕組みが必要なってくるのではないかということでございます。 

 もう一つの案でございますが、10 ページ目、イメージ②－１、総合施設（仮称）の認可

や指導監督の主体について、都道府県を基本としつつ、指定都市、中核市に対しては大都

市特例を設けまして権限を移譲するという案でございます。 

 この考え方は、現在の保育所について大都市特例が適用されているという現状を踏まえ

て、このような取扱いとしてはどうかという考え方です。 

 課題としては、先ほどのイメージ①の裏返しとも言えましょうけれども、１つは全県的

な学校教育の専門性でありますとか、あるいはその後引き続く小中学校等の県下全体の教

育政策全体との整合性をどのように確保できるかということ。あるいは、広域的な調整が

都道府県レベルで行われていると申し上げましたが、そうした広域的な配慮に基づく設置

認可を行う必要はないかという辺りが課題だろうと思います。 

 その下の※に、大都市特例を設けるという考え方に立ちつつ、都道府県も専門性を発揮

できるよう、指定都市や中核市に対して、都道府県が一定の関与を行うような仕組みを構

築した上で、大都市特例を適用するといったような考え方もあるのではないかと考えてい

ます。 

 現行の例としては、例えば事前協議を行うとか、意見聴取を行うといったような事例が

あるようでございます。 

 11 ページ、総合施設（仮称）の認可・指導監督権限については、すべて市町村がこれを

行う。都道府県ではなくて市町村に権限を移譲するという案でございます。 

 考え方としては、こども園給付（仮称）の給付主体は市町村であるとともに、給付事業

の提供責務は市町村にあるからということになります。 

 この場合の課題としては、先ほどのイメージ②－１と同様に、全県的視野に立つ教育の

専門性、あるいは広域的配慮というものが必要ではないかということです。 

 それに加えて、一番下にございますように、特例市や一般市町村にとってこうした認可、

その後引き続く指導監督といったことが行政事務の負担は過大にならないだろうかという
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点が課題だろうと考えております。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 資料５と６もまだあるのですが、一旦ここで切らせていただいて、皆さん方の御議論を

いただければと思っております。後ほど、資料５と６もありますので、この時間の中だけ

ではなくて、先ほど来お話がありますように、全体を通じての御議論でも結構でございま

すので、そういった面では時間を有効に使っていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 奥山委員、どうぞ。 

○奥山委員 子育てひろば全国連絡協議会の奥山です。 

 先ほど座長より御紹介をいただきましたが、先週の金曜日に野田総理が認定こども園を

午前中に見学されて、午後は私どもの運営しております地域子育て支援拠点どろっぷの方

にもお越しいただきました。私の方の委員提出資料の３ページのところに、そのときの利

用者懇談会で利用者がどんな話をしたのかというのを意見書としてまとめさせていただき

ました。 

 今、中間とりまとめまでの振り返りを皆さんでさせていただいたわけですけれども、先

ほど倉田市長からもお話がありましたとおり、本来この新しい仕組みを何のためにつくろ

うとしているのかというところに立ち戻らないといけないのではないか。私も、ここでの

利用者懇談会で、今ここで困っている人たちのために役に立つ仕組みでなければいけない

なということを改めて感じました。 

 ここで出てきたものとしましては、若い世代はとにかく引っ越しをする。そういう意味

では、日本のどこに引っ越してもある程度の一定的なサービスが受けられるということが

とても大事ではないかと思いました。私どものような気軽な子育て拠点、そういったもの

がカナダでは徒歩圏に３か所もあったという話を聞いて、そうやって身近にあればどんな

に助けになるだろうかということを思いましたし、その方が日本に来たときに、横浜では

幼稚園の年少でさえクラスに途中編入ができなかったということがありました。そういう

意味での量的な拡充ということも必要だろうと思いますし、海外では子育てをしている家

族が誇らしく、みんなから認めてもらったという意見が出ました。こういった社会全体で

子育てが応援できる仕組みというか雰囲気というものをどうつくっていくのかということ

も、仕組みの中で入れていかなくてはいけないのではないかと思います。 

 また、私どものような施設、予防型施設ということでありますが、今、核家族の中で祖

父母がいないという中での子育てで、本当に孤立させない、何か気軽に相談できる、そう

いった場所が必要ですし、うまく幼稚園や保育所につないでいくといった利用者支援も必

要だと思っております。また、父親も懇談会に出ておりましたけれども、なかなか早く帰

ってこれない、気持ちはあっても子どもに向き合えないということがありますから、ワー

ク・ライフ・バランスもうまく入れ込んでいかなくてはいけないだろうと思います。 
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 私どもは、何か制度に子どもと子育て家庭を合わせるのではなくて、子どもたち、子育

て家庭に寄り添う制度をどうつくるべきかということをきちんと議論しなくてはいけない

のではないかと思います。もちろん、幼稚園、保育所の一体化のことというのは非常に大

事なことだと思うんですが、すべての子育て家庭、すべての子どもたちということを視野

に入れて、より柔軟な地方自治体の裁量というところも認めながら、全国にあるサービス

においては一定程度の質を保つという仕組みづくりをしていかなくてはいけないのではな

いかと思います。 

 更に、私、この利用者懇談会で思いましたのが、当事者が一番苦しさを知っているとい

うことを考えますと、地方版の子ども・子育て会議（仮称）というのは、地域主権という

ことも大事なのですけれども、それよりもむしろ、当事者が参画することできちんとそれ

に寄り添えるサービスが提供できるということ、評価にも参画していくということで、利

用勝手のいいものになっていくこと、そういった観点からも、是非御検討いただきたいと

考えております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 秋田委員、お願いいたします。 

○秋田委員 東京大学の秋田です。 

 この数か月間空いている間に、本当に丁寧に詰めていただいて、今日もいろいろな案の

中から私たちがどのような幅で考えたらいいのかを資料を提供いただいたことを大変あり

がたく思っています。 

また、先ほど池田市長からもお話がありましたような地域の裁量であったり、地域の知

恵を生かしてこれからの子ども・子育て新システムをつくっていく。つまり各自治体の自

立的な卓越性というのでしょうか、そこを生かしていくことは極めて重要だと思っており

ます。 

 ただし、考えなければならないのは、現在、御存じのように OECD でも累積負債がナンバ

ー１の日本において、地域の経済格差が大きくなっている中で、格差なく、さまざまな社

会的養護や障がいの子どもも落差なく、保幼小を今後も一貫して生涯学習の基盤をつくる

ための段差なくというところの持続可能なシステムをどのようにつくるかという観点こそ

が、子どものために重要なことではないかと思っております。 

 その観点から、持続可能で透明性が高い仕組みづくりを考えましたときに、今日お出し

いただきました事業計画等の資料３を見せていただいたときに、比較的イメージ１が幅が

狭く、裁量が小さくなり、イメージ２が基本的にはある程度の基準が各地域で同じになる

ように設定されていると思います。 

 介護保険と同じでいいのか、人生前半の社会保障を現世代での福祉と同じように考えて

いいのか、いいはずがないと考えます。市町村が基本になっていく事業計画において、イ

メージ２のような形で需要量だけではなくて、どのようにして実際に供給していくのかと



 

24 
 

いうところの事業計画を、見込み量の確保のための方策をきちんとお書きいただくことが、

今後 PDCA を回していきながら将来的にはその子たちが育つことによって、全世代がよりよ

い国をつくっていくために、そこのところは外すことができない仕組みとしてイメージ２

のような部分はきちんと押さえるべきであろうと考えております。 

 同様に、都道府県のシステムにおいても、先ほど御説明がありましたように、子どもの

問題というのは格差なく行っていくためには、専門家が極めて重要でございます。これは

前にもお話しましたが、日本の学校教育が世界的に誇るところをつくり出してきたのは、

都道府県が中心になってある種均質なシステムをつくってきたところがあると考えており

ます。ですので、一定程度都道府県のところにおいても、イメージ２のような形の案が必

要であり、関係当事者が参画していく仕組みはきちんと明記すべきと考えております。そ

れが、質を高めていくときに必要なことであろうと考えております。 

 同様に、資料４におきましても、基本は都道府県というのが基本的な考え方であろうと

思っております。しかし、理想だけでは実際の制度設計は進められないことは私も十分わ

かっているつもりですので、そうしますと、お出しいただきましたものであれば、都道府

県を基本としつつイメージ②－１という形で案を出してくださっているような大都市特例

であったり、その県を中心にすることによって社会的養護や中心たる専門性が生かせる仕

組みを、こども園（仮称）並びに総合施設（仮称）においてつくっていくことが必要では

ないかと思っております。 

 これは、先進的に子育てを行っている国の１つのフランスなども、都道府県が単位にな

って進めており、「子育て会議」を始め中核の仕組みをつくっております。私たちはそう

した形で長期的で持続可能な仕組みを国レベル、都道府県、市町村それぞれが協力し合っ

てつくっていくことが望まれるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 駒村委員、どうぞ。 

○駒村委員 結論部分は、今の秋田先生や奥山さんと同じですけれども、社会保障・税一

体改革の中で、消費税を少子化対策経費に充てるということで、国際的にも大変遅れた政

策の部分に国民の大事な財源を投入するということはもう決まっているわけでございます。

その上で、その財源をいかに確実に顕在化されている待機児童だけではなくて、潜在的な

待機児童解消にもつなげていくかというつながりの部分として、資料３の事業計画をどう

組むかというのは極めて重要なテーマだと思います。 

 確実に供給施設整備が進むようにすると考えるならば、市町村の部分であっても県の分

についても、事業計画についてはイメージ２の方が確実性が高いのではないかと思います。 

 更に、16 ページの地方版会議の方でありますが、これも住民参加や新しい公共という中

で関係者できちんと議論をしてもらうということを考えていく、更には確実に地域におい

てボトムアップの形で充実していくためには、イメージ１のような努力義務では弱いと思
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います。17 ページにあるように、地方自治体にも会議体設置を義務づけるというのが基本

であって、せめてイメージ２が最小かなと思います。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 続きまして、坂﨑委員、どうぞ。 

○坂﨑委員 日本保育教会の坂﨑です。意見とともに少し質問をさせてください。 

資料 10 ページからのことにつきましては、秋田先生からイメージ２等がいいのではな

いかという中で、次世代育成支援対策推進法が 26 年度末まであると思いますので、これと

の関係をどう考えるかということが何かあれば、そのことについて一言いただきたいと思

います。 

 今の 16、17 ページに関しましては、特に 17 ページのイメージ２でいいと思いますが、

義務づけとともに自治体の判断は常設が正しいかどうか、私は少し疑問に思っております

ので、望ましいと思いますけれども、事務量も含めて非常に難しいところもあるのではな

いかという思いでおります。 

 質問としましては、資料４の６ページ、イメージ②－１（１）でございます。考え方と

しては、私はこれでいいのではないかと思っているんですが、市町村ではこういうことは

できないんでしょうか。市町村の中で是非自分たちの計画と言いますか、何らかの形で②

－２を少し含めたような形で市町村が行いたいというところがあれば、それを都道府県が

委任したり指導していく中でという形はできないものだろうかと考えます。 

 また、10 ページ、②－１の※に専門性を有する中身の問題と権限というのは基本的に別

に考えた仕組みというものをこの中に取り入れられるのであれば、こういうことが非常に

いいのではないかと思いますので、質問も含めてお願いいたします。 

○園田座長 まず、次世代育成支援法のところから。 

○黒田室長 お答え申し上げます。 

 次世代育成支援法の関係につきましては、資料３の 25、26 ページ辺りに、この資料の中

でも触れております関係法規の整理がございますので、御参照ください。 

 この 25、26 ページの表の中では次世代育成支援推進法は右側に書かれておりまして、そ

の中で計画の必須記載事項については広めにとっているというところでございますし、会

議体につきましては、26 ページに合議体の設置の欄に、自治体の御判断によって次世代育

成支援対策地域協議会を組織できるという規定になっているのが現行の次世代法の整理で

ございます。 

 なお、この法律は 26 年度までの時限という取扱いになっておりますので、念のため申し

ておきます。 

 以上です。 

○蝦名課長 質問の２点目、３点目でありますけれども、大都市特例を入れつつ、それ以

外の市町村についてもやりたいところについては委任をすることができないかということ
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ですが、現行法制上も地方自治法に基づいて事務委任の仕組みがございますので、つまび

らかに全国の状況を調べたわけではございませんけれども、かなりこの規定を使って本来

都道府県が有している権限を都道府県と市町村の間の協議に基づきまして、条例に基づい

て委任をしているという例があると聞いております。 

 ３つ目の点につきましては、専門性と権限のありかを別々に考えることができればとい

うことですが、※のところはおっしゃるような考え方に立って、なかなか難しい問題を処

理することができないものかということで付記をさせていただいたものでございます。 

○坂﨑委員 わかりました。 

○園田座長 よろしいですか。 

 田中委員、お願いします。 

○田中（啓）委員 静岡文化芸術大学の田中と申します。 

 先ほど来出ている御意見とほぼ一緒なんですが、補足のコメントということでさせてい

ただきます。資料３の 11 ページ、市町村の事業計画に盛り込む内容として、私も見込み量

確保のための方策等まで含むべきだろうと思っています。恐らく、多くの市町村は方策に

ついては、言われなくても計画はつくるんだろうと思うんですけれども、それを確実なも

のにするという意味がありますし、法定することのメリットというのは、方策策定のプロ

セスあるいは結果が非常にオープンになってくると思うんです。これが可視化されて、関

係者に非常にわかりやすくなるということもありますので、こういった法定をすることは

メリットがあるんだろうと思います。 

 もう一点、市町村の子ども・子育て会議（仮称）の設置についてなんですが、私自身、

会議体としての設置を求めることが望ましいだろうと思います。別の理由を申し上げます

けれども、今回の新システムというのは、政策の運営にステークホルダーが関与できると

いう非常に新しいタイプの政策になる可能性を持っていると思うんです。そのときに、PD

CA で言いますと評価までしようということなんですが、会議体を設置しない場合はどうす

るのか、自治体が自主的に評価をしてそれを問うのか、あるいは評価するときに何人かの

人から意見を聞くのか。いずれにしても評価のプロセスなり結果についての信頼性が若干

危うくなる。会議体を設置して、きちんとそこで責任を持って議論してきましたというこ

とですと、多くの方が納得しやすくなると思いますので、そういった評価の信頼性を担保

するという意味では、会議体を設置するということが望ましいのだろう。 

 ただ、常設かそうではないかという辺りは私は自治体の裁量に任せてもいいと思うんで

すが、ある程度組織として確立したものが評価したという体制にした方がいいのではない

かと思っています。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 中島委員、お願いします。 

○中島委員 ありがとうございます。私も「新システム」具体化に当たっての考えと意見
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を申し上げたいと思います。 

 まず、先ほど倉田市長から池田市の先行的なモデルの御報告をいただき、大変心強く拝

聴いたしました。今後、先行事例としてトップリーダーとしても皆さんの期待が集中する

のではないかと思いますので、私どもも応援していきたいと思います。 

 世間一般のとらえ方で、なかなかこの「新システム」がポジティブなものになっていな

い側面があるというのも大変気になっています。その意味でそもそもこの議論が日本の子

ども・子育てのせっぱ詰まったニーズをどうやって解決していこうかというところから始

まった議論だということを、もう一度きちんと共有した上で今後の議論を進めていく必要

があると思います。 

 と言いますのは、この社会保障改革の成案の中でも子ども・子育てのニーズを支えるこ

とはもちろん、同時にこれから生産年齢人口が大変減少していく時代に、子ども・子育て

や若者支援に視点を置き、仕事と子育ての両立や女性の就業率向上、そして少子化対策に

も資するという点まで想定して「新システム」は積み上げて議論してきたものだと思って

います。現時点で「新システム」というのは最善の方策だと思いますが、ネガティブキャ

ンペーンをされている方々は、対案を示さないまま反対か賛成かというところに誘導して

います。ここは私どもが積み上げてきた努力、成果をポジティブなキャンペーンとして、

もっと発信していく必要があると改めて思っています。 

 それから、資料に則して幾つか意見を申し上げます。まず、事業計画でございますが、

市町村の事業計画は皆さんがおっしゃっておられますように、実態把握、ニーズ把握だけ

にとどまらないで、これを推進方策まで含めて策定していただくということが基本だと思

います。そのことによって、関係当事者が参加して子ども・子育て政策の PDCA に関与する

ことに整合的です。また、推進方策を事業計画の中で明らかにすることが、財源との関係

で言えば適切な請求書になると思われます。 

 また、この事業計画と、子ども・子育て会議（仮称）との関係ですけれども、関係当事

者が必ず関与して、政策の PDCA に関与する意味で、子育て会議（仮称）の設置の意義は大

変大きいと思います。よって、この新システム事業計画の策定委員会の機能を、子ども・

子育て会議（仮称）が併せ持っていただくということが最も望ましいと思います。 

 仮に、こうした仕組みが自治体の御事情で困難な場合には、少なくとも子ども・子育て

会議（仮称）を事業計画の策定委員会の必須構成員として位置づけるということが必要で

あると思っております。 

 最後になりますが、自治体における当事者参画方法については、当事者の意見聴取は義

務づけが適切だと思いますし、会議体の設置もできる限り必置とすべきです。なぜならば、

障がい児であるとか要支援の御家庭ですとか、マイノリティのニーズは、確実に当事者の

意見を聞く、ニーズを把握するというプロセスがございませんと、把握されにくいものだ

と思っております。したがって、積極的な是正措置としてもこうした仕組みをきちんと組

み込んでいただくというのが必要であると思っております。 
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 以上でございます、ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 藤原委員代理、どうぞ。  

○藤原委員代理 経団連の藤原と申します。２点申し上げたいと思います。 

 １点目は、事業計画についてでございます。市町村が策定する新システム事業計画は、

利用者や事業者の関心が非常に高いことを踏まえ、その策定過程がオープンであること、

公開されているということが非常に望ましいのではないかと思っております。 

 先ほどから、資料の説明等で介護保険と比較されておりますが、介護サービスとは異な

り、子ども・子育て施設については、基盤整備がある程度進んでいくと、需要よりもサー

ビス供給が上回る局面を迎えることが、これから大いに考えられます。そうなると、市町

村はこの事業計画に基づいて提供体制の縮減をするという場面も出てくると思っておりま

す。そういう場面の想定しながら、需給調整に係る方針とか策定プロセスの透明性を高め

るということを考えていただきたいと思います。 

 これは飛躍的な質問になるかもしれませんけれども、もし撤退もしくは提供体制の縮減

をしなければならないとなったときに、例えば利便性が低いために定員割れをしているよ

うな認可施設と満員で入所待ちのあるような指定施設があったとして、需給調整のために

指定施設の方が顧客満足度が高く、質の高いサービスを提供していても、市町村の判断に

より指定施設から順番に撤退を迫られることになるのでしょうか。これは事業者の立場か

らは非常に関心が高いところでございますので、今の段階でもしお考えがあれば、お聞か

せいただきたいということでございます。 

 ２点目、資料４の指定制における指定や総合施設（仮称）の認可等の主体についてです

が、これは単純な質問で、総合施設（仮称）に係る認可・指導監督権限について、仮に市

町村の事務とするということで、都道府県は直接的に関与しないということになった場合

には、今、都道府県に設置されている私立学校審議会に諮るというプロセスがなくなる可

能性があるのかどうかということについてもお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 １点目の御質問でございますけれども、今、私どもの関係で何かそういうスキームを考

えているということではございません。もし逆に先生方の中からこうした方がいいんでは

ないかという御意見があれば、お話いただければと思っております。 

○蝦名課長 ２点目でございますけれども、現時点で具体的にどうというところまではイ

メージは持っておりませんが、基本的に今の私学審議会については全県的な観点から設置

認可等に対して意見を言うということになってございますので、例えば市町村に認可権限

を下ろした場合、私学審議会も市町村に下ろすのかという点については、なかなか私学審

議会の趣旨からするとどうなのかというところはございますけれども、いずれにしても現

時点で具体的なイメージを持っているわけではないので、これをお答に変えさせていただ
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けばと思います。 

○藤原委員代理 質問は逆でして、私学審議会が都道府県にあり、指定制の認可権限が市

町村にあった場合に、市町村が認可するという判断をするに当たって、都道府県に設置さ

れている私立学校審議会に諮るというプロセスがなくなる可能性があるのかということで

ございます。 

○蝦名課長 この点につきましても、明確にどうという答えはこの場ではできませんけれ

ども、基本的に私立学校審議会が設置認可について果たしている役割を考えるとすれば、

何かしらの第三者的な機関がそれに対して意見聴取を行うというプロセスは必要だろうと

思っています。 

 ただ、現行制度上、私立学校審議会というものが都道府県にあるわけでありますが、市

町村に権限がいくとなった場合に、それがどういった形で設けられることになるのか、そ

ういった役割をどこが果たすことになるのかというのは、今の時点では具体のアイデアは

ございません。 

○園田座長 田中委員から、どうぞ。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中です。２点ほどあります。 

 １つは、政策策定をして客観評価をするときに、政策評価をするガイドラインがないと

個別にやるということだけでは不十分だと思います。ガイドラインをつくることと、デー

タの公表をするということが最低限必要だろうと思います。それがあれば、評価について

は個別に子育て会議（仮称）に依存しなくてもある程度の評価ができるのではないかと考

えます。 

 地方自治体に子ども・子育て会議（仮称）をつくるということの中で、つくるかつくら

ないかは別として、構成員の中に「労使」という言葉とか「労使代表を含む負担者」とい

う言葉で事業者なり企業が含まれて入っていると思うんです。特に国のレベルでは別なの

ですが、地方都市であるとかコミュニティの中で、企業の役割というのは負担者であると

か、一方的な労使という関係でくくられる存在ではないと思うので、この言い回しは我々

中小企業であり個人事業を抱えている商工会議所からすると違和感があるということです。 

 以上です。 

○園田座長 御指摘ありがとうございます。 

 山口委員、お願いします。 

○山口委員 日本こども育成協議会の山口でございます。 

 冒頭、倉田市長がおっしゃっていた反対の意見の人がいるというのは私のことだと思う

んですが、私は必ずしも自治体の自由裁量というのを否定しているわけではございません。

ただし、今回の制度改革の中で、もし裁量を広く認めるとすれば、公平性、透明性という

ものをしっかりと担保していただいて、株式会社も含め、制度的にイコールフッティング

というものを担保した制度の上であれば、権限を広めていかれるのはいいのではないかと

思っております。 
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 それは、この会議の一番の根本的な理念であります「すべての子どもたちに良質な保育」

という観点から、単に事業主体の特性によって切り捨てられたり入れるというのであれば、

それは良質な事業者が入ってこれない、逆に不良な事業者であっても仮に学校法人である

とか社会福祉法人になる、そういった主体を持っているだけで入っていける、これはこの

制度の趣旨には絶対反すると思っております。 

 地方自治体の首長の権限が強いからといって、首長１人ですべてのことを決められると

いう権限をお持ちであるわけではございません。選挙で選ばれたからといってすべてに権

限を与えられているわけではありませんから、そこの部分を適正に法律で規制するという

ことが必要だと思います。 

 また、首長がすべての事柄の知見を有しているわけではございません。ですから、有し

ていない部分を事務当局が補完するという形でいろんなアドバイスをするわけであります

けれども、その事務当局が恣意的な運用をしていれば、これは自治体において透明性、公

平性のある運用ができないわけでございますので、私の指摘しているのはそこでございま

す。ですから、そういった恣意的な運用ができないようにするために、不明瞭な運営をす

ることができないように、公平性、透明性を担保し、イコールフッティングというものを

国の制度的な課すべきだと考えております。 

 １例を申し上げますと、差しさわりがあるのでどこの自治体かとは言いませんが、私ど

もがいまだに株式会社立を認めていないところに不動産を持ち込んで、「ここで保育園を

つくりたいんだ」と交渉していたところ、「株式会社は認めない」と言いつつ、土地の大

家さんから電話がかかってきて、「「市から紹介されたから」といってほかの社会福祉法

人がその土地を借りられないかと言ってきた」と、驚くようなことが現実にはあるんです。

もし必要だったらその自治体の名前と具体的な事例もお挙げすることは可能なんですけれ

ども、あえて今日はいたしません。 

 第２に、子ども・子育て会議（仮称）というものを設置するというのは非常に私は賛成

でございます。ただし、この会議の内容というものが私は重要になってくると思います。

例えばこの保育団体という書き方がされておりますが、この保育団体というのは一体何を

指すのか。私どもも一応保育団体でございます。500 以上の施設を抱えた事業者が集まっ

た団体でございますが、こういったところも公平に団体として入っていけるのか。構成員

の中身というのは非常に重要になってまいります。 

 現状では、よく市には児童福祉審議会等が設置されておりますけれども、そこではほと

んど株式会社立の事業者が入っていることはございません。そうすると、非常に一方的な

思い込みや嘘で会議が引っ張られるということも多々見ております。是非、子ども・子育

て会議（仮称）というものを設置するのであれば、公正な構成員が選ばれるようなシステ

ムにしていただきたいと思っております。 

 ３番目、これは先ほど経団連の藤原委員代理がおっしゃったように、質が低くても総合

施設（仮称）だったら優先されて、どんなに質が高くてもどんなに人気があっても指定事
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業者が需給調整弁にされるということであれば、これは先ほどから申し上げているような

良質な保育がすべての子どもたちに与えられるということは絵空事でございます。是非、

この場でそういうことはないんだということはお約束いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 今、御指摘いただいたこと、当然ながら行政の役割というのは自治体に限らず国もそう

でありますけれども、法律あるいは条例というものに則ってきちっと公平、公正に運営を

する。そのことが結果として、住民の皆さんあるいは国民の皆さん方にしっかりと説明で

きるという形をいつでもとっていなければならないし、そうあるべきだろうと思っており

ます。 

 当然ながら、法治国家の中において、住民あるいは国民主権という立場からすると、当

然それが担保されていない国では国民主権は形にはなっていないだろうと思いますので、

その辺はきちっとどういう立場の人間であれ、私は担保されるべきだろうと考えておりま

す。 

 今の御指摘というのは、いろんな問題が後で起きた場合は、当然ながらそれは何らかの

形で是正されるという形がとれるということもあるだろう、もちろん先にあってはなりま

せんけれども、もし仮にそういう形で恣意的なことが起きた場合には、それは後できちっ

と是正されるというのも、法治国家の中においてはとられていると考えていただければと

思います。 

○山口委員 大変お言葉でございますが、もしそういうことが後ほど必ず是正されるので

はあれば、今のような状態は起こっていないと私は思っております。それができないため

にいろんな恣意的な運用がされて、いろんなところで困っている人が出てきているんだと

思っております。ですから、まず入り口の段階でしっかりとした制度づくりをすべきだと

考えております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 おっしゃることは私も重々認識させていただいておりますので、そういう面では公開の

中でしっかりと国民の皆さん方に見ていただきながら、制度設計というものもつくり上げ

ていくものではないかと思っておりますので、是非御理解を賜ればと思います。 

 北條委員、どうぞ。 

○北條委員 ３点意見を言わせていただきます。 

 資料３、事業計画等について、まとめ方といたしまして、基本制度案要綱ではこうなっ

ている。中間のまとめについてはこうなっているというまとめ方でございます。基本制度

案要綱にいいことはたくさん書いてありますけれども、大きな欠点は教育の視点が希薄で

あったという点でございます。このことが修正されて中間のとりまとめに至ったと認識し

ております。 
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 したがいまして、事業計画等につきましても、教育の観点というものが各自治体での事

業計画の中にちゃんと取り込まれて、子ども自身が現在よりも利益を得る、国民としてよ

りよく育成されるための新システムなんだということを明確にしていく必要があると考え

ます。 

 １つ、従来からあいまいになっている言葉の問題になりますが、「サービス」という言

葉がここでずっと使われております。私どもは従来、文科省から説明を受ける場合、この

「サービス」の中には学校教育は含んでいないと説明を受けてきておりますけれども、先

ほどから「保育サービス」といったお言葉がたくさん使われておりますが、確かに「教育

サービス」という言葉が使われた例は知りませんから、一般的に「サービス」と言えば保

育所保育のことを指している。そうすると、保育所保育の量的拡充ということを中心的に

述べているんだ、こういう受取り方を一般的にしてしまうわけですから、そこら辺を御注

意いただいて、教育とりわけ学校教育としての幼児教育についてもその充実を図ることに

よって、それが子ども自身の利益なんだという観点を是非とも示していただきたいと思い

ます。 

 第２点目、これは最初からの問題でありました子ども・子育て新システムという場合の

「子ども」というのは誰という話であります。ゼロ～小学校入学前だという方もおられま

すし、ゼロ～15 歳までだとおっしゃる方もいれば、ゼロ～18 歳だという方もおられる。こ

の新システムの検討の中では、小宮山前副大臣、現大臣がおっしゃったことは、ゼロ～18

歳までが子どもだと考えるけれども、そこまで風呂敷を広げてはとても最初の段階ではで

きないから、小学校入学前のところに限定して考えていきたいとこの場でおっしゃったわ

けです。 

 私は、子ども家庭省（仮称）というものがすっきりとつくられる、その中で日本の教育

全体が考えられるということに賛成であります。しかし、そういうことでないのなら、こ

れは小学校入学のところで１つの区切りをつけるというのであれば、それはそういう考え

方もあっていいと思います。では、どうして放課後児童クラブの話が出てくるのかという

ことであります。 

放課後児童クラブの話が出たときに、多くの委員から小学校段階での保育と教育の一体

化というのは必要だという意見がたくさん出たわけでありますが、そこまではやれないと

いうことだったはずです。現在、こういう形で放課後児童クラブというのが出ているわけ

ですけれども、念のため確認ですが、これは厚生労働省予算で行っている事業と文部科学

省予算で行っている事業とあって、利用者から見ると区別がつかないんです。こういうも

のが全部まとめてここで対象となっているのかということをお聞きしたいと思います。 

 ３つ目、資料４指定、認可の関係でございます。私ども私立幼稚園でございますけれど

も、8,000 近くの幼稚園がございますが、その中に 200～300 の個人立の幼稚園を抱えてお

ります。個人立の幼稚園は学校教育法第１条に規定される１条校として、私立学校として

の幼稚園を設置し運営している主体でございます。この主体が新システムにおいて指定を
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受けてこども園（仮称）になることができるような記載になっていると思います。それは

それで結構だと思いますけれども、現在認可されている１条校を設置している個人立幼稚

園が、仮に総合施設（仮称）になることができないということになりますと、これは大変

な矛盾です。それについて現時点でどう考えるべきなのか、お教えいただきたいと思いま

す。 

○園田座長 最初の用語の問題については、少し整理する必要があるのかもしれません。

その点では、また皆さん方から先ほども御指摘いただきましたけれども、これから再度い

ろいろ整理していく中で改善できればと思います。 

 ２点目の対象の問題ですが、事務局お答えできますか。 

○黒田室長 先ほどお話もございましたように、この分野で児童といいますともちろん 1

8 歳までになるのですけれども、これまでの新システムの議論、給付、事業がございまし

たが、中心的なフォーカスというのは就学前に当たっているということでございます。そ

こを中心に議論をしてきたということでございます。 

 なお、これまでの議論の中では、プラスαとして放課後児童クラブのお話ですとか、現

金給付のお話等々をしておりますので、そういった意味では、就学前を中心に個別の事業、

給付の範囲も視野に入れた議論が行われているということでございます。 

 また、ワーディングの話につきましては、先ほど御指摘をいただいたところでございま

すが、例えば資料３でいいますと、今回新たに御用意した 10 ページ以降につきましては、

基本的には何を指すのかはっきりするように、給付、事業といった表現で統一をしており

ますので、何を指し示す言葉なのかということは明確にした上で、今後も資料を御用意し

たいと思います。 

 以上です。 

○蝦名課長 一番最後の個人立幼稚園の取扱いにつきましては、御指摘の点は課題である

と認識をしております。現時点で具体的にということではございませんが、今、まさに課

題として認識し、検討を行っているところでございます。 

○園田座長 よろしいですか。 

○北條委員 ２番目についてのお答えが不十分だと思います。お尋ねしたことについて、

答えていただいてはおりません。要するに、放課後児童クラブの事業というのは、厚労省

が今、所管している部分と、文科省が所管している部分の両方、この事業の中に含んでい

るのかということです。 

○黒田室長 今の点につきましては、現行、厚生労働省で行っております放課後児童クラ

ブのことを指しております。 

○園田座長 また議論の中で御指摘をいただきたいと思いますので、ありがとうございま

す。 

 では、菊池委員。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。 
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 私も地方版子ども・子育て会議（仮称）の設置を義務付けることについては、是非そう

していただきたいと思っております。 

 なぜかと申しますと、中間とりまとめを見ますと、質に関わる文言というのは非常にた

くさん盛り込まれておるということです。これは多分利用される方々に対する質の問題も

出ていると思うのですが、ただ、その質を維持するためには、サービスの質、システムの

質の問題にも当然関与する話です。 

 人の生活というのは、そのときそのときでかなり動いておるわけですので、これがかな

り長期にわたって不変のものであるというのは、その質の低下にもつながっていく。状況

に応じて、質のシステムそのものに不具合が生じたら、改善をしていくということは必要

なことだと思いますので、そういう意味では、ステークホルダーの関与であるとか、PDCA

サイクルを回すというものの考え方は非常に重要なことではないかという気がしておりま

す。 

 これまでの仕組みを見ても、十分に利用者の思いが反映されたものにはなっていなかっ

た。全然だめということではなくて、やはり一部にそういった部分があって、そういった

声が絶えず聞こえてきたということを考えますと、常時見直しをする仕組みというのが非

常に大きな意味を持つことではないかなという気がしております。 

 それと同時に、地方版の子育て会議（仮称）の関与の仕方ですけれども、計画の作成過

程にも関与できるようにすべきではないかと思います。そうすることによって初めて PDCA

サイクルがうまく回っていくのではないかという気がしております。 

 もう一つは、なぜ子育て会議（仮称）にそう思っているかといと、先ほども御意見がご

ざいましたけれども、いろいろ関係者から公平に意見を聞くということも非常に大事な部

分だろうなという気がしております。これは利用者側の意見もそうですし、システムを運

用する行政側の問題もありますし、事業者のそれぞれの立場で公平に意見を聞いていくと

いう仕組みは、非常に重要なものだろうなという気がしております。 

 もう一つ、今回いただいた資料を見ますと、特に障がい児の問題等が都道府県の計画の

中には位置づけられておって、市町村の中に書き込まれていないということがございます。

これは市町村の中でもしっかりと計画の中に位置づけていく必要があるのではないか。 

と申しますのは、「全ての子ども」ということをキャッチフレーズにうたった限りは、

それがきちっと組み込まれていないとおかしいのではないかと。そうでなくても、とかく

取り残されてしまいがちな部分である。だからこそ、しっかりとここには書き込んでおく

必要があるのではないかということ。 

 それから、これも多くの方がおっしゃっておりましたけれども、見込量の目標値だけで

はなくて、その方策についてもしっかりと書き込んで、実現性のあるものにしていくとい

うことが大切なことではないかなという気がしております。 

 そういう意味では、生きた計画をつくるために、確実に目標を達成するために、そうい

った関与の仕方が必要ではないかという気がしています。 
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○園田座長 ありがとうございます。 

 池田委員、お願いします。 

○池田委員 私どもは、各委員提出資料の１ページ目に用意させていただいております。

それに沿ってお話をさせていただきます。 

 ここに「子供の最善の利益を保障するシステムの構築」とあります。このことを改めて

書かせていただきました。 

子どもの最善の利益という中には、乳幼児期の手厚い保育を受けること。それから、特

別支援教育あるいは経済的な支援を必要とする子ども、そういった子どもたちを含めて、

子どもの最善の利益ということがあるわけですが、私どもとしましては、教育を子どもが

しっかりと受ける権利、そのことを改めてここに書かせていただきました。 

 ３歳以上のすべての子どもに保障されるべき幼児期の学校教育は、小中学校と同様に学

校教育体系に位置づくものとして、この最終のとりまとめがなされていくことを強く願っ

ております。 

 総合施設（仮称）におきましても、すべての３歳以上の子どもたちには、その学校教育

が義務付けられるということが、本当に子どもにとっての幸せなことだと私たちは思って

おりますので、教育、福祉の両面を十分考慮して、最終とりまとめの方に進んでいただき

たいと思っております。 

 今日の議題の中で、国の基準と地方の裁量の関係ということがございます。これにつき

ましても、教育という視点からは公共性が非常に高い営みであるということで、教育の持

続性、確実性、公共性、平等性確保のためには、国、地方、都道府県の適切な関与を義務

づけて、教育の地域格差が生まれない、このことを非常に重視して考えていただきたいな

と思います。その上で市町村が、各市町村の実態に応じた施策を柔軟に実施できるように

していく、このことが大事かなと思っています。 

 そして、学校教育とはいえ、義務教育ではありませんので、現実には幾つかの施設類型

がこれから残っていく中で、就学前の教育が行われていきます。そういった意味では、外

部の目が教育、保育の現場に入るようなシステムの構築、そういうことが非常に大事にな

ってくるかと思っております。 

 それと、このシステムは現場にとって見ますと、急激に変わっていくということは、非

常に不安や混乱が生じるかなと思っておりますので、各地域の実態やニーズをとらえ、長

期的に、計画的に進めていただくことが非常に望まれることかなと思っております。 

 裏側になるのですけれども、市町村や都道府県の事業計画の策定に当たりましては、教

育、福祉、保護者への支援など、その目的を押さえた上で、地域の実情に応じた事業を盛

り込んでいただきたいと思います。特に教育の視点が抜けないようにしていただきたいな

と思うことと、今現在、幼稚園という施設の類型が残っていくわけですけれども、このこ

とについて、この計画の中でどんなふうに書かれていくのかということがわからないとこ

ろです。 
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 そして、特別支援を要する子どもや経済的な支援を要する子どもへの対応などは、しっ

かりと最優先して、事業として書いていただくことが大事かなと思います。 

 指定制における指定や総合施設（仮称）の認可等の主体のあり方ということです。 

 やはり教育の視点から考えたときに、国が定めた全国一律の基準に従って、都道府県が

主体となって行うことが大事かなということは感じております。 

 その他のところですけれども、これも何回もいろんな方がおっしゃっていますが、質の

維持、向上のための十分な財政措置と財源確保のことを大事に考えていただきたいと思い

ます。 

 保護者の多様な生き方、地域で社会貢献している姿というものも大事に考えていただけ

ればいいかなと思います。今、やはり人と人とのつながり、子育てというのはそういった

意味で、地域を大変活性化することにもなっていきますので、保護者がいわゆる４～５時

間の幼児教育と長時間保育を自由に安心して選択できるようなシステムが必要ではないか

と思っております。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 ここで、先ほど地方裁量の話も出ているので、資料５と６にその地方の関係の話もあり

ます。この資料だけざっと説明をさせていただいてから、御意見をまたいただきたいと思

っておりますが、よろしいですか。 

 では、事務局から資料を簡単に、しかし明確にお伝えください。 

○橋本課長 それでは、資料５をお開きいただきたいと思います。 

 １ページは、中間とりまとめの中での記述がございます。 

この中でこども園（仮称）の指定基準につきましては、こども園（仮称）、指定小規模

保育事業（仮称）、指定家庭的保育事業（仮称）等の施設・事業ごとの客観的な基準を全

国一律の基準として定める。 

その際、国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については、今後、更に検討する。（基

準の客観性は担保）。 

こんな記述がございます。 

 また、総合施設（仮称）の認可基準につましても、質の高い学校教育・保育を保障する。 

その際、国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については、今後、更に検討する。 

このような記述があるわけでございます。 

 まず、現状がどうなっているかの復習から始めますが、３ページは、認可保育所、現在

の保育所についての基準がございます。この中で既にもう地域主権の考え方に基づきます

仕分けがされておりまして、全国一律の基準となっておりますものが、 

 ①配置する従業員及びその員数。 

 ②居室及びその床面積等。 

 ③児童の健全な発達に密接に関連するもの 
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ということで、③は例えば虐待等の防止ですとか、保育内容、保育指針といったものがご

ざいます。逆にそれ以外のものにつきましては、全国一律の基準という形にはなっていな

いわけでございます。 

 同様に、幼稚園の方を見てまいりますと、４ページにございます。 

 幼稚園の基準につきましても、全国一律の基準となっておりますものは、一学級の人数

ということで 35 人以下を原則としております。 

 また、園舎、運動場の面積、教育内容といったものが全国一律になっておりまして、そ

れ以外のものにつきましては、地域の特別の事情を勘案するものという形になってござい

ます。 

 ５ページは、認定こども園の基準がございます。 

 こちらは現在の仕組みが保育所制度、幼稚園制度の認可というものに基づくものでござ

いますので、先ほど申し上げたそれぞれの認可基準と基本的には同じでございます。 

 そこで、今後どうするかというところの考え方が６ページでございます。 

 ◆がございますが、考え方といたしまして、幼稚園を含む学校教育、学校施設、保育所

を含む児童福祉施設についての基準は、地方分権の議論における精査・見直しの結果、質

の確保に当たって地域性を問わずに全国一律のものとすべきものとそれ以外の地方公共団

体の実情を踏まえ裁量を生かしていただくものという形で整理がなされております。 

 ７ページに表がございます。 

 上の方に全国一律の基準、下の方にそれ以外の基準ということでございます。 

幼稚園におきましても、保育所におきましても、どちらでも全国一律の基準となってお

りますものを赤い枠で囲んでございます。 

 青い枠で囲っておりますものは、幼稚園、保育所のいずれかで全国一律となっているよ

うなものでございます。 

 お戻りいただきまして、６ページでございます。 

 先ほどの次のポツでございますが、こういった仕分けがなされまして、この地方分権法

を平成 24 年度から施行ということで、既に地方公共団体の方で条例の策定準備を始め、

いろいろな準備を今、進めていただいているところでございます。 

 そこで３つ目のポツでございますが、現状を踏まえますと、地方分権の議論において現

状を整理されました地方公共団体の裁量の範囲と整合的なものとすることとして、幼稚園

と保育所の両方の機能を併せ持った形でございます幼保連携型の認定こども園の基準を基

礎とするという考え方でよろしいのではないかということでございます。 

 ※にございますように、それぞれの具体的な水準につきまして、あるいは策定形式につ

きましては、今後要検討ということでございますが、基本的な考え方は、以上、申し上げ

たようなことでどうかと思っております。 

 ８ページは、地域型保育給付（仮称）でございます。 

 地域型保育給付（仮称）につきましても、最初の○にございますように、質の確保とい
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うことは必要不可欠なものでございます。それぞれの事業の特性に応じた形での設定が必

要でございますし、また、３つ目の○にございますように、現行基準が既にあるものとな

いものがございますので、それぞれに応じ継続した検討が必要でございます。 

 また、４つ目の○にございますように、地域型保育給付（仮称）の場合には、指定ある

いは指導・監督の主体は市町村ということが中間とりまとめの中で明記されてございます

ので、そういったところも勘案しながら柔軟な仕組みを考えていく必要があると考えてご

ざいます。 

 大変駆け足の説明でございますが、以上でございます。 

○黒田室長 続きまして、資料６、地域型保育給付（仮称）の展開につきまして資料を用

意しております。 

 １～３ページは、制度案要綱の時点の議論でございます。 

制度案要綱の時点におきましては、小さい保育につきましては、連携型、サテライト型

という都市部モデルの展開と、人口減少地域などにおける多機能型の拠点をイメージした

多機能型の展開という２つが書き込まれておりまして、それぞれ２、３ページに御用意し

ておりますようなイメージ図まで付けて、その創設について検討がされてきたということ

でございます。 

４ページは、中間まとめではどうかということです。 

 中間まとめにおきましては、こうした小さい保育につきましては、地域型保育給付（仮

称）という新しい個人給付を創設して、それをしっかり支援していくという方向が示され

たところでございます。つまり、小さい保育を小さい保育専用の個人給付をつくって、し

っかり応援できるような仕組みをつくろうという道具立てが示されたのが中間まとめとい

うことでございまして、こうした議論を踏まえて、どういう展開が考えられるのかという

ことでございます。 

 ８、９ページに図がありますので、ごらんください。 

 まず８ページは、小さい保育につきまして、都市部の待機児童対策を念頭に置いて展開

を考えてはどうかということでございます。 

 都市部におきましては、御案内のとおり０～２歳までの待機児童の方々の数がかなり多

いということがございますので、３歳未満児に特化をした小さい保育を類型として考えて

はどうか。その際に、賃貸スペース等を活用した都市部の小規模な拠点というイメージで

ございます。 

 こうした取組は、既に先取りの形で今年度の予算の中にも取組が計上され、横浜市など、

一部の地域では既に先取りで実施をされているものでございます。グループ保育のような

先取りの実践もございますので、そういったものも踏まえて制度化を考えていくというこ

とでございます。 

 なお、０～２歳までに特化をした仕組みだということになりますと、３歳以上児とのつ

ながりをどうやって確保していくのかという点が課題でございますので、この仕組みに移
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行した後は、３歳以上児の学校教育・保育を担うこども園（仮称）との連携の確保は欠か

せないということでございます。 

 この地域型保育給付（仮称）については、市町村が指定主体ということをイメージして

おりますので、まさに設置主体でもあり、指定の主体でもある市町村がこういった連係を

アレンジするということも当然考えられるということでございまして、そういったことも

含めての検討でございます。 

 10、11 ページでございます。 

 ８、９ページが都市部の待機児童対策といたしますと、10、11 ページが一般市町村、児

童人口がフラット、あるいはやや減っていくという自治体も念頭に置いたものでございま

す。 

 こういう場合は、10 ページの１つ目の○にございますけれども、もちろん市町村内の保

育ニーズにつきましては、こども園（仮称）が真ん中。この仕組みはこども園（仮称）が

真ん中の仕組みですので、それをベースに対応していくということを基本としながらも、

子ども・子育て家庭にとって身近な地域における保育の利用を確保するという観点から、

こども園（仮称）が真ん中にありつつ、小規模保育を組み合わせて、地域の保育機能を確

保していくという視点であろうと思います。 

 また、３つ目の○にございますように、特に人口がそれほど集中していないエリアも考

えられますので、この小さい保育と放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、一時預かり

などを組み合わせた形の事業展開も視野に入れて考えていくことになろうかと思います。 

 イメージ図は 11 ページにございます。２つ用意しています。 

 まず、上がイメージ図１でして、これは新Ａ市という合併で成り立った自治体を考えて

いますが、新Ａ市全体としてどうこども園（仮称）を配置していくのかという点は当然ご

ざいますけれども、旧市街地ごとのアクセスということも考えますれば、こども園（仮称）

が真ん中でありながら、小さい保育に放課後児童クラブや地域子育て拠点などを併設した

ような子どもの拠点というものをきちんと確保して、市の中のトータルの基盤をつくって

いく。最善の組み合わせを首長に御判断いただくという形で考えてはどうか。 

 イメージ２は、もっと児童人口が少なくて、就学前のお子さんたちだけのことを考える

と、こども園（仮称）が設置できないというケースも考えられます。こういった場合にも、

隣の町のこども園（仮称）を使うということではなくて、場合によっては、町の中に小さ

い保育の拠点をつくり、それに放課後児童クラブや地域子育て支援拠点などを組み合わせ

て拠点をつくっていくということも考えられようかということでございます。 

 この場合には、例外的に０～５歳までお子さんをここでお預かりするということも想定

されるということでございますが、この場合にも、こども園（仮称）との連携は欠かせま

せんし、また、小学校との連携も確保していく必要があるかと思います。新しくつくる予

定でございますので、サービス論を踏まえた形で、自治体の事情に即した形での基盤整備

ができるような組み方にしていきたいということです。 
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 以上です。 

○園田座長 それでは、先ほどの論点も含めて、また御意見をちょうだいしてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、福田政務官からお願いします。 

○福田政務官 今日、初めて参加をしたのですが、皆さんのお話を伺っていて、議論がど

うしても混乱してしまうのです。私も市長をやった経験から申し上げますと、保育所、保

育所は公立も市立も私立も含めて市役所で管轄をしておりましたが、保育所に対する助成

とか、いろいろな事業展開というのは非常にやりやすかったですが、幼稚園は私立幼稚園

が多いので、しかも県が管轄していますので、幼稚園に対する助成などというのは保育所

に比べると非常に少なかったということもあったりして、幼稚園の皆さんからは、「俺た

ちにも市は応援しろ」みたいな要請を受けたことがございます。 

 子育ての新システムをつくるということは、保育所のサービスも幼稚園のサービスも同

等にサービスが展開できればいいというのが基本だと思うのですけれども、そんなことか

ら考えますと、認可とか指導・監督というのは、原則として都道府県がやって、お金の給

付は市町村がやる。そういう形にすれば、市町村が保育所にも幼稚園にもどちらにも連携

をとることができるということになりますから、そういう意味で、非常に市町村が主体的

に保育所や幼稚園の事業、子どもに対して、あまり不公平でないサービスを展開できるよ

うになるのではないかと思っています。政令指定都市や中核市が既に保育所などについて

は認可の委譲も受けているようですから、この辺は調整しなくてはなりません。 

 先ほど藤原委員からありましたが、私学審議会にかけるのかという話も、都道府県を認

可、指導の主体としておけば、それは全くクリアーしてしまう話になってしまうかと思い

ますので、その辺は整理してやった方がいいのではないかと私は思います。 

 また、次回のテーマになっておりますけれども、都道府県や市町村、市長会、町村会か

ら出ていますように、これは子ども手当とこちらの事業は区分けしてやるのが正解だと思

います。その方がすっきりして、仕事ができると私は経験上そう申し上げたいと思います。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 渡邊委員、どうぞ。 

○渡邊委員 やっと回って来ましたので、簡潔に申し上げます。 

 資料３と資料４のことについて、自治体の立場で役割が非常に大きいものですから、市

長会も知事会も発言がないようでありますけれども、私の方からは、全国町村会として意

見をまとめているわけではありませんが、個人的な意見も含めて申し上げさせていただき

たいなと思います。 

 まず１点目の市町村の事業計画のあり方でありますが、秋田先生からもお話があったよ

うに、基本的にはきちんと記載事項は、介護保険システムの計画の経過を踏まえながら考

えるならば、当然のことながら、これが給付に跳ね返ってくるわけでありますので、きち

んとした保障を担保しておく必要があるのではないかと考えます。 
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 しかしながら、先ほど総論的に全国町村会の立場から申し上げましたように、地域主権

の観点から考えますと、義務付けとか枠づけは最小限度で止めるべきだという我々地方の

立場の基本的な姿勢があります。そのことを踏まえるならば、若干の疑義もないわけであ

りませんけれども、ただ、介護保険事業に準じたような形のシステムが根底にあるようで

ありますので、そのことから考えると、きちんとした、先ほど来、関係者の皆様から御意

見があるような形で反映させていくのが基本でないのかなと思います。 

 都道府県のシステムの支援計画。これはイメージ１にあるようでありますけれども、基

本的には市町村がいろいろと意見を申し上げられるような仕組みを、「連携」という言葉

がありますので、そういう意味で調整が可能だとは思うのですが、そういうつながりをき

ちんとした中で対応すべきではないのかなと思います。 

 ３点目の子ども会議（仮称）については、倉田市長さんからもお話があったように、や

はりこれからは国の子ども・子育て会議（仮称）と同じように市町村でも義務付けられる

のはいささか問題もあるのですけれども、しかしながら、市町村で子ども・子育ての事業

の計画を立てて、担っていく立場になれば、その辺はきちんと責務をもって対応していた

だかなければだめなのではなかろうかと思います。 

 現に、今でも市町村の単独事業はいろんな形で支援事業を展開しているわけであります

が、その場合も介護保険事業と同じように、検討委員会などをそれぞれ任意で組織して、

対応しているという実態があります。そういう見地から見れば、当然そのことも大事なの

ではなかろうかと基本的に考えます。 

 こども園（仮称）に対する指定制度の問題、指導・監督の問題、総合施設（仮称）に対

する認可、指導・監督の問題でありますが、基本的には都道府県がこれまでの経過から、

主体性を持って対応していくのが流れなのかなという感じがします。イメージ３で市町村

に給付の実態から主体性を持ってやっているわけだから、市町村にも地方分権の考え方か

ら持たせるべきではないかという案も出ていますけれども、実際、市町村で担うとなると、

多少首長の皆さん方にも聞いてみたのですが、非常に事務量が膨大になる。課題として、

行政事務の負担が過大になるということも指摘されております。それから、専門性の問題

等々、非常に課題が多いのではないかと思います。 

ですから、流れとしては、都道府県にこういう仕立てを持った指定、もしくは指導・監

督、統合施設（仮称）の認可は持たせていくことがベストではないけれども、ベターなの

かなという感じがします。ということは、これに対して市町村の関与といいますか、指導、

監督に対していろんな形の中で事前協議とか、意見聴取とかという関与を持たせていくシ

ステムを考えるべきではないのかなと思います。 

介護保険事業の場合も、市町村では策定委員会などをつくりながら、いろんな有識者の

方々、関係者の皆様方に集まっていただいて検討をします。その事前行為として、住民の

皆さん方からアンケート調査を聴取しております。それらが実態として把握されたものが

反映されるきっかけにつながるわけでございますので、そういうことの意味からも、市町
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村の関与といいますか、そういうものをさせていただくことによって、ある程度都道府県

は主体性なしといっても、その辺の問題は解決されていくのかなと思います。 

それと、指導・監督に当たっても、実際に広域的な裁量もありますけれども、基本的に

は自治体の保育所経営であり、または幼稚園経営、ほぼ施設経営になるわけですから、そ

れが身近に実態として把握していかなければ、計画との整合は取れないわけでありますの

で、そういう意味からも、そういう必要性があるのかなと考えております。 

 そんなことで、ベストではないけれども、できる限りベターという立場から考えると、

秋田先生からもお話がありましたような考え方が、現状においては、我々末端の小規模の

町村サイドから考えますと、意向としては、そういうとらえ方をしていかざるを得ないの

かという考え方です。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 では、秋田委員、どうぞ。 

○秋田委員 すみません、皆さんお帰りになりたい７時半を過ぎていますから、１分ぐら

いで意見を言わせてください。資料５と６に関してです。 

 私個人というより、日本保育学会の会長として基準の問題についてはお話をさせていた

だきたいと思います。 

 私は、全体方向としては、このような認定こども園の基準で最終的に落ち着いていくと

いうことには了解をいたしておりますが、なぜ基準をつくらなければならないのかという

原点のところです。例えば現在幼稚園教育要領、保育所保育指針というナショナルカリキ

ュラムを実現するために、それが実現可能な空間や面積、施設のあり方はどうなのかとい

うところが基準の原点になってございます。 

 単に少し面積が狭くなっても、子どもは入れられるだろうとか、近くに何かがあればい

いだろうというのではなく、なぜ基準をつくるのか。保育所方針や幼稚園教育要領、今度

つくられるであろうこども指針（仮称）が実現可能なものとして、基準が根拠になってつ

くられるというところは、是非とも押さえていただきたいと考えてございます。 

 実は、日本保育学会では、この地方分権法が施行されることによって、基準が劣悪なも

のになっていくこと対しては異議申立ての文書等も出させていただいておりますけれども、

待機児童等、やむを得ない状況において現在、質は低下の方向に向かっていると思ってお

ります。 

ですので、何とぞこれ以上下げない、新システムが理想のためになっていくためには、

この基準がこれ以上劣悪なものにならないための基準としてあるというところを共有して

いただいた上で議論をしていただきたいと思います。細かな点については、今後出るのだ

と思いますが、この基準だけが別々に資料が出て、これでいいでしょうかというのではな

く、この基準がなぜつくられねばならないか。どの国においてもこういう基準がつくられ

ていて、定行まり子先生や全社協が出されている報告書でも面積基準は、現在の日本のも
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のでも十分な実現ができないというデータが出ている中です。ですので、そこを考えた上

で御検討をお願いしたいと思います。 

 そうしますと、資料６の小規模保育サービスにおきましても、８ページで都市部の待機

児童対策というところの２行目に「賃貸スペース等を活用し、都市部での小規模な拠点の

整備を推進」と書かれております。やむを得ない場合には賃貸スペースということを出さ

ざるを得ないということは理解できますけれども、国の推進のこういう計画の中に、最初

から賃貸スペースを入れ、しかも今度、参酌する基準の中で、ビルの階数等も緩められて

いるという状況の中でこういう表現を書かれるのではなく、さまざまな公共の空間、空き

教室であったりを活用するとか、ここの部分は削除していただいて、都市部での小規模な

拠点の整備を推進とお書きいただきたい。それぞれの自治体が工夫していくことが大事な

のではないか。賃貸スペースを誘導するような表現が本当に子どもの長期的なシステムを

つくる最初の時点であってよいのかと思いますので、この辺りは御検討をいただければと

思います。 

 ちょっと熱くなって、１分ではなく、２、３分お話してしまいました。すみません。御

容赦ください。以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。御協力いただいております。 

 私の仕切りが大変不慣れなところもありまして、皆さんとお約束の時間を過ぎておりま

すが、御意見がどうしてもという方。 

○北條委員 今日、これで資料５、６は打ち切るんですか。 

○園田座長 わかりました。次回に向けて、今日御説明させていただいたということで、

また次回、皆さん方からも更に御意見をちょうだいしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

○村木政策統括官 何人かどうしてもという方、今日御発言いただいて、それで次回もも

ちろんいいのですが、今日御説明させていただいたので、事前に紙でいただければ、なお

皆さんの意見を早めに皆さんに回せますので、事務局あてに御意見を紙でいただく形も合

わせてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○園田座長 わかりました。 

 今日御意見をおっしゃられたい方、いらっしゃいますか。 

 では、このお三方でよろしいでしょうか。 

 まず、藤原委員代理からお願いします。 

○藤原委員代理 ありがとうございます。 

 資料５の７ページのところでございます。これを拝見いたしますと、指定基準とか、総

合施設（仮称）の認可基準については、幼稚園の基準である「運動場面積」、保育所の基

準にある「自園調理」が全国一律基準として運用されるということで理解いたしました。 

 そうしますと、運動場を必置とした上で、全国一律の面積を設定した場合、都市部を中

心に総合施設（仮称）への移行というものが阻害されないのかということが心配になりま
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す。確保が困難な場合には周辺施設を活用できるとか、柔軟な対応が必要になってくるの

ではないか。これは今のところの印象でございます。 

 もう一つ、調理室の方も、これは実情がわかりませんので、はっきりとしたことは申し

上げられませんけれども、幼稚園からの移行というものにもかなりの費用がかかるのでは

ないかと思いますので、こうしたことが総合施設（仮称）等への移行の阻害要因にならな

いようにしていただければと思います。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 中島委員、どうぞ。 

○中島委員 最後に１つだけ、申し上げます。 

 指定・指導・監督権については、市町村に置いていただきたいということを改めて申し

上げます。 

 理由は、事業計画あるいは実施責任、利用保障の仕組みなどの、いわゆる市町村関与と

いうものが、新システムの中で非常に重要です。したがいまして、関与すべき課題につい

ての実効性と機能の発揮という意味では、指定・指導・監督権限が市町村にあるというこ

とが非常に重要だと思いますので、そこだけ強調させていただきたいと思います。 

 確かに事務的に困難性があるという御意見も伺っておりますけれども、もし本当に物理

的に困難だということであれば、これは分権を進めるためにも、是非総務省の方に御支援

をいただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 北條委員、どうぞ。 

○北條委員 この基準について、今後まだ議論をさせていただけるのであればよろしいの

ですけれども、これでぽんぽんと行ってしまうということであれば、やはりここではっき

り申し上げなければなりません。 

 やはり運動場の必置義務、その面積の基準であります。これを低下させるということは、

学校教育の質の低下そのものですので、これは断固として受け入れることはできません。

これははっきり申し上げなければなりません。そんなことを全日本私立幼稚園連合会は受

け入れることはできません。 

○園田座長 倉田委員、どうぞ。 

○倉田委員 もうあまり長くは言いませんが、冒頭に言いましたように、あまり急がない

ようにしましょう。大事な話をしているのに、もう時間がないからすぐに終われ、文章で

出せ、次に進みますよになると、また戻らないといけませんので、それだけお願いしてお

きたいと思います。 

○園田座長 福田さん、どうぞ。 

○福田政務官 市町村には 3,000 人未満の村から、360 万人の横浜市までありますから、
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これを一律に考えることは難しいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 今日いろいろ御意見をちょうだいしております。それを踏まえて、また再度、

当然ながら議論を積み重ねていきたいと私も思っております。今日の段階で何かこれで決

まってしまうということではないということは御理解いただけたらと思っております。 

 すみません。予定をしていた時間をオーバーしてしまったのですけれども、今日いただ

きました御意見をそれぞれまた私どもでとりまとめをさせていただいた上で、また皆様方

にお示しをさせていただいて、そして更にこれをよりよい議論の俎上といいますか、その

糧とさせていただきたいと思っております。 

皆様方には大変長い時間をちょうだいしているわけでございますが、とりまとめに向け

ての皆様方からの真摯な、活発な御意見をちょうだいしていきたいと思っておりますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。 
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