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   （１）国の所管及び組織体制等について 

   （２）意見交換 
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○園田座長 定刻をちょっと過ぎました。大変失礼いたしました。 

 それでは、ただいまから「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 17 回の会合を開催させていただきます。 

 本日はお忙しい中、また足元の悪い中ではございますけれども、お集まりをいただきま

して誠にありがとうございます。今回のワーキングチームにおきましては、さきのワーキ

ングチームでお伝えさせていただいたとおり、子ども・子育て新システムに関する国の所

管などを議題といたしたいと存じます。 

 また、このほか子ども・子育て会議（仮称）の在り方や総合施設（仮称）の具体的制度

設計に加えまして、中間とりまとめ以降に再開されましたワーキングチームにお示しした

資料の論点等を整理させていただいた、これまでの検討事項の整理について資料を御説明

させていただきたく存じております。その後に意見交換という形でお願いをしてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 更に前回のワーキングチームではお伝えいたしましたとおり、前回御提示した事項につ

きましても、本日、改めて時間をとって皆様方からの御意見を頂戴したいと思っておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 そのため、前回のワーキングチームで配付した資料に加えまして、各回で出されました

御意見をテーマごとに整理した資料も作成いたしまして、本日、皆様方のお手元にお配り

させていただいておりますので、その旨も併せてお願いを申し上げたいと思っております。 

 また、前回と同様に、幼保一体化ワーキングチームの委員のうち、幼保一体化ワーキン

グチームにのみ所属されている委員の方をオブザーバーとしてお招きしておりますので、

開会に先立ちまして御報告をさせていただきたいと存じます。 

 ただ、前回、また時間がなかなか押してしまったところもありますので、今日は私の裁

量として、まずは基本制度ワーキングチームの委員の皆様方から優先的に御発言をしてい

ただきたいと思っておりますので、大変恐縮でございますけれども、幼保一体化ワーキン

グチームの委員の皆さん方は、後ほどまた時間の許す限り御発言をお願い申し上げたいと

思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、本日の委員の御出欠につきまして事務局より報告をさせますので、事務局、

お願いをいたします。 

○藤原参事官 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。 

 全国知事会子ども手当・子育て支援プロジェクトチームリーダー、高知県知事の尾﨑正

直様、全国保育協議会副会長の菊池繁信様、日本労働組合総連合会副事務局長の菅家功様、

日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長の髙尾剛正様、明治学院大学教授の両角

道代様、以上、４名の委員におかれましては、所用により御欠席となってございます。 

 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より経済政策本部長の藤原清明様に代理ということで御出席を
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いただいております。 

 また、宮島委員、柏女委員につきましては、少し遅れるという御連絡をいただいており

ます。なお、田中（啓）先生もちょっと遅れられているようでございます。 

 以上でございます。 

○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をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、お手元の資料でございます。配付資料をお手元に順番に確認い

ただければと思います。 

 資料１が国の所管及び組織体制について（案）。 

 資料２が子ども・子育て会議（仮称）について（案）。 

 資料３－１と３－２が総合施設（仮称）の具体的制度設計（案）についての資料でござ

います。 

 資料４、子ども・子育て新システムの成案とりまとめに向けた基本制度ワーキングチー

ムにおける検討事項の整理（案）。 

 資料５がＡ３の大きい横長の資料なので一番下の方に埋もれているかもしれませんが、

中間とりまとめ以降の各委員からの主な意見をまとめたもの。 

 資料６が昨日開かれました政府・与党社会保障改革本部の配付資料の抜粋でございます。 

 資料７、同じく昨日開催されました厚生労働省社会保障改革推進本部の検討状況につい

て（中間報告）というものをお付けしております。 

 資料８、中央教育審議会初等中等教育分科会委員懇談会における主な意見。 

 資料９、最後でございますけれども、各委員から事前に提出をいただきました資料をま

とめたものをお付けしております。 

 以上、資料１～９まで御確認いただければと思いますが、漏れなどございませんでしょ

うか。よろしゅうございますか。 

○園田座長 ありがとうございます。今、御説明がありました。昨日でございますが、政

府・与党社会保障改革本部が開催されました。その配布資料の概要と厚生労働省の社会保

障改革推進本部の中間とりまとめがございます。それについて、まず村木統括官から社会

保障改革本部の概要について御説明をお願いしたいと思います。 

○村木政策統括官 お手元の資料６をご覧いただきたいと思います。 

 昨日、政府・与党社会保障改革本部が開催されました。社会保障・税の一体改革の成案

のとりまとめに向けて、新しくこの本部がつくられ、昨日がキックオフの会合でございま

した。この会合を立ち上げた後、関係大臣で社会保障についての議論を進め、党と相談し

ながら成案を得ていく、それを追いかけて税の方の議論も政府税調等で進めていくという

段取りであるということでございました。 

 この会議で総理から成案とりまとめについての指示がございました。お手元の資料の最

後のページでございます。「本部長（総理大臣）指示」というものがございます。 
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 総理の方からこの指示をいただくに当たって、総理が一体改革の背景は３つあるという

ようなお話がありました。 

 １点目は、団塊の世代がこれから高齢者になっていく。社会保障の関係については、毎

年１兆円の自然増が発生している。 

 ２点目は、我が国のセーフティネットはまだ十分ではない。このセーフティネットを強

化していかなければいけない。セーフティネットの強化のためには支える側の支援も重要

であるということで、子ども・子育て支援の強化と若者対策が非常に重要である。 

 ３つ目として、欧州危機は対岸の火事ではない。市場が日本を見ている。こういう３つ

の背景があって、以上の点から改革が先送りできないのだというお話がありました。 

 その上で、このペーパーにありますように、３つの指示事項。 

 １つは、３月の「成案」を具体化した「素案」を、年内をめどにとりまとめるようにと

いうこと。 

 ２つ目として、政府・与党で十分に調整をするようにということ。 

 ３つ目として、社会保障の機能強化の内容等を国民にわかりやすく説明するようにと。 

 この３つの指示があったところでございます。 

 社会保障はいろんな分野がございますから、昨日、総理から具体的に分野としてご発言

がありましたのが、「子ども・子育て」と「若者」ということでございました。 

 それに先立ちまして、資料７でございますが、厚生労働省の方で社会保障改革推進本部

において、社会保障の一体改革について検討している、その検討状況について、中間的な

とりまとめをしたということで御報告がございました。詳しい内容は後でご覧いただけれ

ばと思いますが、その資料の４～５ページに「子ども・子育て新システム」についても記

載いただいております。このワーキングチームにおいて御検討いただいた内容をそのまま

子ども・子育ての分野の検討状況としてこの中に盛り込んでいただいたところでございま

す。 

 報告は以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題に関する資料につきまして、事務局よりそれぞれ説明をさせてい

ただきます。本日、説明させていただく資料は５種類でございます。 

 まず、中間とりまとめの後、本日、改めてお配りする資料について説明をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、資料を御説明させていただきます。 

 まず、資料１「国の所管及び組織体制について（案）」でございます。 

 １ページ目、昨年の夏の基本制度案要綱及び今年の夏の中間とりまとめにおける記述を

抜粋してございますが、子ども家庭省（仮称）の創設に向けて検討と書いてございます。

実際に、実施体制の一元化については、給付の仕組み全般や PDCA サイクルの在り方等にか

かる議論を踏まえて検討しましょうということで、中間とりまとめ以降の秋以降の残され
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た検討課題の１つが国の所管問題であったということでございます。 

 ただ、この１年間、基本制度ワーキングチームでは、かなり何回かこの所管の在り方に

ついて、委員の方から御意見を頂戴しておりますので、そこを２ページのところで抜粋し

てございます。 

 例えば内閣府において、司令塔的な役割を果たせるようにするべきではないかという議

論や、特に教育の観点から言えば、小中高と続く教育の流れの中で、就学前のところだけ

を切り離すというやり方は、よくないのではないかという御意見もいただきましたし、ま

た一方で、管轄省庁の一元化というステップをしっかり明示してほしいという御意見もい

ただきましたし、地方団体の皆さん方からは、地方でもいろいろ実施主体としてやらなけ

ればいけないということもあり、国においてもきちんと所管の一本化ということを示して

ほしいという御意見も頂戴したという経緯の中で、当時、小宮山厚労副大臣に毎回出席を

いただいておりましたけれども、当時の小宮山副大臣、現厚生労働大臣からは、下から２

番目の○のような回答を当時させていただいているということですけれども、子ども家庭

省（仮称）の旗は絶対下ろさないと。ただ、すぐにこれができることではないということ

があるので、スタートに際しては所管が三元化しない工夫が必要だと。党とも話をしなが

ら考えているのは、例えば内閣府に本体を置いて総合施設（仮称）をやってくる。その上

で、連携室ということを工夫ができるのではないかと。なるべく子ども家庭省（仮称）を

目指しながらも実施していく上で一体化が図れるような工夫をしていきたいと、当時の副

大臣からコメントをいただいたという経緯がございました。 

 以上のようなやり取りを踏まえて、給付類型など、かなり見えてまいりましたので、国

の所管を、それを踏まえてどう考えるかということになろうかと思いますが、３ページか

らが基本的な考え方でございます。 

 今回、この子ども・子育て新システムにつきましては、制度・財源・給付がばらばらに

なっているものを包括的、一元的な制度に再構築するものでありますので、国民から見て

わかりやすい一元的な制度とするために、それらの業務につきまして責任を明確にすると

いうこと、責任をきっちり果たせるような責任に伴う体制を整備すること。そして事業者

の皆さんや地方自治体の皆さんなどからご覧になったときに、窓口がばらばらになっては

いけませんので、窓口の一本化も必要でしょうということでございます。 

 その上で、３つ目の○ですけれども、私どもこれから来年通常国会に法案を提出しよう

ということですが、その法案として大きな法律を２つ予定しておりまして、１つ目が、財

源ですとか給付を包括的に、一元的な制度にするための子ども・子育て支援法（仮称）、い

わゆる給付法のようなものでございます。金目周りを規定する法律を１本立てるというこ

とと、そして、それを構成するさまざまな施設や事業があるわけですけれども、今回、学

校教育と保育を一体的に提供する施設類型を創設することになりましたので、総合施設法

（仮称）という施設類型も新たに法律を新規で立ててつくることになります。 

 こういった新しい法体系を念頭に、それぞれ所管について整理をしていくことになろう
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かと思います。 

 その上で４ページの下、１つ目の○ですけれども、給付法の方の子ども・子育て支援法

（仮称）につきましては、財源・給付に係るばらばらのものを今、包括的に一元的な制度

に再構築するものですので、なるべく可能な限り１つの役所に集約するということが必要

であろうと思いますので、１つの省に寄せるとなれば、やはり総合調整的な役割を担う内

閣府に集約することになるのではないかという基本的な考え方。 

 それから、総合施設法（仮称）の方につきましては、学校教育法体系の学校と、児童福

祉法体系の児童福祉施設の性格を合わせ持つ一体化施設であるということに鑑みまして、

国民にとってわかりやすい体制となるような整理が必要であろうという基本的な考え方を

記しております。 

 下の方にカラーで整理をしたものでございますが、四角の全体のところが薄いブルーで

囲われているところが、給付法たる新システムの範囲、ここはもう内閣府が所管するとい

うことです。 

 この下に、いろいろな施設ですとか、事業ですとかがぶら下がっているわけですけれど

も、今回新しくつくる総合施設法（仮称）につきましては、新法を立てて、ここについて

も内閣府の所管にするということ。そして、学校と児童福祉施設の関係もありますので、

文科、厚労の共管と、後ほど出てまいりますけれども、そういう形にしようと思っており

ます。 

 いずれにしても、総合施設法（仮称）の方により政策的に寄せていくという中での「総

合施設法（仮称）」だという位置づけでございます。 

 ５ページ、１本目の子ども・子育て支援法（仮称）、給付を規定する給付法たる子ども・

子育て支援法（仮称）では、どのような権限・事務を規定することになるのかということ

で、①～⑱で多岐にわたる権限を整理いたしております。これは、言ってみれば自治体で

計画をつくり、その根底となる指針を国がつくり、そして事業者のこども園給付（仮称）

や地域型保育給付（仮称）の指定の基準をつくって指定を行い。これに基づいて必要な費

用については、包括交付金の形で市町村の方にお渡しする。そして、そういった全体につ

いて子ども・子育て会議（仮称）でしっかり運営していくといった大きな金目周りや市町

村や県や国が、どういう役割分担でやっていくのかといったところの規定を、この子ども・

子育て支援法（仮称）の方で規定していくことになろうかと思っておりますけれども、こ

ういった多岐にわたる事務・権限を所管する法律になりますので、内閣総理大臣が主たる

責任を有し、企画立案から執行まで一元的に内閣府で所管ということが適当ではないかと

いうことでございます。もちろん、必要に応じて文科省、厚労省等の関係省庁から事務的

な協力を得るということは、当然必要でございますけれども、一義的には内閣府で責任を

持ってやらせていただくということを思っております。 

 ただ、①の現金給付の在り方ですとか、⑰の包括交付金の在り方は、今、並行して中身

についても検討されておりますので、こういった点についても留意する必要があろうかと
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思っております。 

 ７ページ、こういったことを内閣府で行うことになるので、内閣府に新システムに関す

る総合調整権限を持たせることが必要になろうかと思います。恒常的な制度についての総

合調整権限ということを、法令的に言えば内閣府設置法になるのですけれども、その中で

権限をしっかりと位置づけることが必要であろうと考えておりますし、また、現在、内閣

府の少子化対策担当の特命担当大臣は、法律上必置ではありませんので、こうした恒久的

な制度を見ていく担当大臣につきましては、法律上必置にすることも検討していくべきで

はないかと考えております。 

 ８ページ、総合施設法（仮称）の所管をどうするかという２点目の大きな柱でございま

すけれども、総合施設（仮称）につきましては、学校教育と保育の一体化の施設でありま

すので、これにつきましても、子ども・子育て支援法（仮称）を所管することとなる内閣

府で所管することが適当ではないかということでございます。 

 ただ、同時に総合施設（仮称）の認可というものの効果が、学校教育法体系における学

校、児童福祉法体系における児童福祉施設としての性格を合わせ持つということにもなり

ますので、それぞれの法体系を所管する文科省、厚労省との共管とすることが適当ではな

いかと考えております。 

 以上を基本にいたしますので、対外的な説明責任とか窓口機能については、内閣府でし

っかり担わせていただくことによりまして、国民の皆様から見てわかりやすい体制等がで

きるのではないかということでございます。 

 最後の９ページ目ですけれども、子ども・子育て新システムのための国の組織体制でご

ざいます。冒頭に申し上げましたように、夏の中間とりまとめでは、新システムを一元的

に実施する子ども家庭省（仮称）の創設に向けて検討するとございます。ですので、我々

としてはこの子ども家庭省（仮称）の創設に向けて、これを念頭に置いた組織体制を整備

する必要があると考えております。 

 組織体制の案といたしましては、子ども家庭省（仮称）の創設には省庁再編ということ

が必要になりますので、にわかに実現することが困難かと思われますが、当面この新シス

テムをしっかりと円滑に回していくための体制を、子ども・子育て支援法（仮称）、及び総

合施設（仮称）における今まで申し上げましたような権限をしっかり担えるように、内閣

府において体制の整備を図ることにしたいと思います。 

 その際、体制の整備に当たっては、行政組織の肥大化を招かないように、内閣府、文科

省、厚労省の既存の組織、定員について、スクラップ・アンド・ビルドを基本として、今

後具体的な調整を進めていくことになると考えております。 

 資料１については、以上でございます。 

 引き続きまして、資料２でございますが、子ども・子育て会議（仮称）についてでござ

います。子ども・子育て会議（仮称）につきましては、１月 27 日の基本制度ワーキングチ

ームで一度議論をいただいた経緯がございますが、少し集約した議論をいただくために、



7 
 

今回、資料２を御用意しております。 

 ２ページに中間とりまとめで示された子ども・子育て会議（仮称）のところの抜粋を記

載しております。ステークホルダーの方々に参画をいただいて、政策プロセス等に参画・

関与できる仕組みということで、国に子ども・子育て会議（仮称）を設置するということ

でございます。 

 これにつきましても、この１年間基本制度ワーキングチームでは、さまざまな御意見を

頂戴しております。３ページに抜粋を付けてございます。概ねしっかりとした会議をつく

ってほしいというような御意見だったかと思います。大きな仕組みだけではなくて、予算

の規模とか使い道まで点検できるような仕組みにしてほしいとか、より強い権限を与えて

ほしいとか、基本政策の決定プロセスへの関与のみならず、幼保一体給付（仮称）、当初は

幼保一体給付（仮称）と呼んでおったのですけれども、給付の水準ですとか、具体的な個

別制度の決定への関与のようなものまでできるように、PDCA をしっかり回せるような仕組

みにしてほしいなどの御意見を頂戴してきたということでございます。 

 こういった御意見も踏まえまして、４ページ「所掌の範囲」と書いてございます。新シ

ステム上の給付の在り方を規定する「子ども・子育て支援法（仮称）」が規定する事項、例

えば基本指針（仮称）ですとか、こども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）などの給

付の内容、在り方に関する事項、こういったものについての調査審議を行うことですとか、

費用の使途実績や給付の対象となる施設・事業に関する実施の効果について点検・評価を

行えるような、PDCA でしっかり役割を果たせるような所掌の範囲にすることが必要ではな

いかということでございます。 

 なお、地方においても同じように地方版の子ども・子育て会議（仮称）なるものが必要

ではないかという議論がございましたので、10 月 18 日、前々回の 10 月の基本制度ワーキ

ングチームの資料の中で、地方についてのこういった PDCA に関わる仕組みの検討について

も、資料を御提示したという状況でございます。 

 ５ページ、ではこの「子ども・子育て支援法（仮称）」において、会議の所掌事務として

どういうことを規定するのかということを、少し具体的にイメージを表したのが、この５

ページでございますけれども、１つ目は、策定に当たって会議に諮ることを義務づける事

項ということでございます。言わば、法律上この会議に諮らなければ策定ができないとす

るものとしては、１つ目が、一番根本の指針である基本指針（仮称）、２つ目としては、給

付の内容や費用負担の在り方に関する事項ということで、例えば給付の内容に関する基準

などの作成に当たっては、この子ども・子育て会議（仮称）に諮らなければいけないとす

べきではないかと考えております。 

 （２）として、それ以外にも必要に応じて、諮問に応じて調査審議を行うことをしたい

と思っておりますし、また、プランの段階だけではなく、PDCA ということでございますの

で、実際にやってみた施策の実施状況を監視するということで、監視をして、それに基づ

いて、必要に応じて関係大臣に意見を述べるというようなことを所掌として、規定するこ
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とになるのではないかと考えております。 

 実際には、法律上書くときに、恐らくどのような権限を付与するかということを書くこ

とになろうかと思いますけれども、法律に規定された事項の調査審議、それから、それ以

外の事柄についても意見を述べることができる権限、そしてそれに加えまして、資料の提

出、意見の表明、説明、その他必要な協力を求める。こうした権限について、法律上明記

する方向で検討していきたいと思っております。 

 ６ページ、７ページが、類似といいますか、前例といいますか、参考になろうかと思わ

れる条文でございます。意見を述べることができるとか、勧告をすることができるとか、

建議をすることができるという参考条文をここに載せてございます。 

 ８ページ「構成員」でございます。構成員につきましては、中間とりまとめや、その前

の制度案要綱でも記載しておりましたように、①～⑤の類型の構成員に御参画をいただく

ような仕組みにしたいということで、法令上こういった構成員についても規定をした上で、

子ども・子育て会議（仮称）を設置することになろうかと思っております。 

 ９ページ「組織体について」ですが、これは若干技術的な話になって恐縮ですが、この

子ども・子育て会議（仮称）をどのような組織として位置づけるかということで、政府の

中では審議会とか、特別な機関とか、重要政策会議とか、いろいろなスタンスがあるので

すけれども、やはり第三者的な立場で、ステークホルダーの方々に入っていただいて意見

を述べるというような位置づけになりますので、審議会等と整理することが必要であろう

と思っておりまして、またそれを法律上根拠づけるというふうにしていきたいと思ってお

ります。 

 特に新システムの子ども・子育て支援法（仮称）というのは、国民の皆さんの権利義務

を形成するような内容にも関わることを議論していただく会議ですし、地方の皆さんにも

是非お願いしますと言うからには、国の方でもしっかりと法定することが必要であろうと

いうことで、法律に規定をしたいと思っております。 

 10 ページ、11 ページは、実は非常に政府部内の関係資料と言ってもいいかと思いますが、

私どもこういう審議会を新しく政府部内に設置しようとしますと、どうしても肥大化を防

ぐために、既存のものを差し出して、新しいものをつくりなさいというような調整を部内

でやらなければいけないのですけれども、今回この子ども・子育て会議（仮称）というも

のは、非常に新しい制度であるということ、そして多岐にわたるステークホルダーの方々

に御参画をいただくということ、そして既存の中央教育審議会や社会保障審議会が教育全

般、社会保障全般を対象にしている審議会であることということで、さまざま性格や構成

員などが違いますので、中教審、社保審をどうこうしてこの子ども・子育て会議（仮称）

をつくるということにはならないだろうと思っておりまして、新規で創設するという方向

で部内の調整を今、一生懸命やっているという状況でございます。 

 そのような関係で、10 ページ、11 ページに、少し既存の中教審や社保審との違いですと

か、構成員や趣旨の違いのようなことを書かせていただいておりますし、私どもの全閣僚
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からなる少子化社会対策会議というものも一番トップにございますけれども、こちらは全

閣僚が構成員である会議になっておりますので、これともやはり違うだろうということで、

今回国に置く子ども・子育て会議（仮称）については、新しい設置にはなろうかと思いま

すけれども、効率のいいやり方についても配慮しながら、新規の設置ということで部内を

調整していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○蝦名課長 引き続きまして、お手元の資料３－１と３－２に基づきまして、総合施設（仮

称）の具体的な制度設計についての（案）を御説明させていただきます。 

 まず資料３－２の方、少し分厚い資料になりますけれども、表書きに点線で枠囲いして

ございますけれども、総合施設（仮称）の具体的な全体にわたる制度設計については、一

度当ワーキングチームで今年の５月に御議論をいただいたことがございます。この資料３

－２というのは、その際に用いた資料に、その後の７月の中間とりまとめで示された内容

でございますとか、それから 10 月にこのワーキングチームを再開して幾つか複数の案もお

示ししたような論点がございますので、そうしたものを盛り込んだ、現時点でのこうした

総合施設（仮称）の全体像を見渡せるようなものとして御用意いたしてございます。 

 １枚お開きいただきますと「目次」がございまして、設置主体、設置認可から職員の身

分ということで、具体的にこうしたものが総合施設（仮称）についての根拠法である総合

施設法（仮称）というもので規定すべき内容ということでございます。これが、この施設

の法的に整理すべき全体像ということになります。 

 ３ページ、この総合施設（仮称）についての基本的考え方を整理してございます。総合

施設（仮称）の基本的な位置づけとしては、学校教育・保育、それから家庭における養育

支援を一体的に提供する施設ということで、新たな施設として法律もつくり創設するとい

うことを考えてございます。 

 その際には、満３歳以上児の受け入れを行い、標準的な教育時間の学校教育をすべての

子どもに保障する。また、それに加えまして、保護者の就労時間等に応じて、保育を必要

とする子どもには保育も保障するということでございます。 

 また、満３歳未満児につきましては、受け入れを義務づけることとは中間とりまとめの

中ではしてございませんけれども、保護者の就労時間等に応じて、保育を必要とする子ど

もに保育を保障する。こういったようなことを行うとともに、家庭における養育支援を併

せて行うような施設で、学校としての位置づけ、児童福祉施設、あるいは第２種社会福祉

事業としての位置づけを法令上与えるということで、制度設計を考えております。 

 具体的な個々の事項についての考え方としては、質の高い学校教育や保育を保障すると

いう観点から、現在の幼稚園の制度、保育所の制度の双方に求められるような質の水準を

確保することができるようなことを基本として考えるということでございます。 

 以下、４ページ以降に個々の論点について、このような考え方でいかがかというものを

御用意してございますが、資料３－１に全体を簡潔に整理してございますので、資料３－
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１に基づきまして、以下御説明させていただければと存じます。 

 まず、総合施設（仮称）の設置主体につきましては、先般 11 月 24 日の当ワーキングチ

ームでも御議論いただきましたけれども、現在の学校なり児童福祉施設の設置主体に加え

まして、特に一定の要件を満たした株式会社、NPO 等の法人についても設置主体として考

える。その際の一定の要件というのを、どのように考えるか、あるいはそうした要件を満

たした主体については、学校法人や社会福祉法人と同列の扱いとするか、それとも例外的

な扱いとするかということにつきましては、11 月 24 日の資料でも幾つかの案をお示しし

ましたけれども、引き続き検討ということで、この資料におきましても、この点について

は検討としてございます。 

 また、認可主体、だれがこの総合施設（仮称）を新しくつくる際に認可するかというこ

とにつきましては、10 月 18 日にこの点についても御議論いただきました。都道府県知事

を基本としつつ、大都市、政令市や中核市については権限を移譲するか。更に進めて一般

の市町村についても権限を移譲するかといったような３つのイメージについて御議論いた

だきました。この点についても、現時点では都道府県知事としつつ、大都市特例を適用す

るかということで、こうした案が複数あるということを前提にした記述にしてございます。 

 その次の監督でございます。施設を設置した後に、例えば施設の運営に問題がないかと

いったような点から、立入検査や改善勧告、改善命令等、ここに記載しているような必要

な監督権限を認可を行う主体が果たすこととしたいと考えてございます。この内容は、７

月の中間とりまとめの内容と同様でございます。 

 認可、監督につきましては、首長部局、首長が行うとした場合に、教育の観点から教育

委員会がどのような関与を行うかといったようなことについて、少し整理をしてございま

す。 

 私立の施設につきましては、現在も法令上、知事が必要と認めるときには教育委員会が

助言・援助を行うことができることになってございます。 

 公立の施設につきましても、首長がこうした権限を行使する際に、教育委員会が教育の

専門性の見地から一定の意見を言うような仕組みを入れてはいかがかということでござい

ます。 

 その次に審議会の意見聴取とございます。現在、保育所につきましては、事業停止命令

や閉鎖命令などの不利益な処分を行う際に、児童福祉審議会の意見を聞いた上で行うこと

となっています。また、幼稚園については、設置認可でありますとか閉鎖命令などを行う

際には、私立学校審議会の意見を聞くこととなってございます。 

 この点につきまして、分厚い方の資料３－２の 14 ページに少し説明を加えてございます

けれども、今回、総合施設（仮称）は学校教育と保育の両方を担うということで、現在の

取扱い、今ほど申し上げた私立学校審議会、児童福祉審議会と同様に、不利益処分等を行

う際に、その適正手続の担保という観点から第三者的な機関の位置づけが必要ではないか

ということで、14 ページの冒頭に都道府県知事が総合施設（仮称）に対し重大な行政処分
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を行う場合には、処分の適法性等を確保する観点から、総合施設（仮称）に関する審議会

といったようなものの意見を事前に聞かなければならないこととしてはどうかと考えてお

ります。 

 ただ、３つ目のポツにありますが、なお、総合施設（仮称）に関する審議会と言ってご

ざいますけれども、例えば学校教育と保育に関する既存の審議会の活用、私立学校審議会

と児童福祉審議会の合同会議のような形を、この総合施設（仮称）に関する審議会に変え

るといったような、地域の実情に応じた弾力的な運営も可能としてはどうかと考えており

ます。 

 資料３－１にお戻りいただきまして、その次に評価・情報公開というところがございま

す。現行の幼稚園・保育所それぞれに自己評価や第三者評価等に関するルールがございま

すけれども、現在、幼稚園については自己評価が義務づけとなり、関係者による評価が努

力義務となっております。一方、保育所の方は自己評価、第三者評価、いずれも努力義務

となってございますけれども、質の高い教育・保育をという観点から、自己評価を義務づ

けることとし、関係者評価、第三者評価については努力義務としてはどうかという考えで

ございます。 

 これは、中間とりまとめにおきましても、同様の記述内容がございました。 

 その次に公立、市町村立の総合施設（仮称）を、どの行政の部局が所管するかというこ

とでございます。現在、市町村立の幼稚園は教育委員会が所管しております。一方、市町

村立の保育所は首長、地方公共団体の長が所管することになってございます。双方の性格

を合わせ有する施設について、どうするかということでありますが、ここは総合行政を担

う地方公共団体の長において所管していただくのが適当ではないかと考えてございます。 

 その際、併せて教育の専門性という観点から、教育委員会として意見を言うといったよ

うな仕組みを設けることができないか検討してはどうかということでございます。 

 また、職員につきましては、現在の幼稚園、保育所、それぞれで求められている職員を

大体最大公約数といいますか、そういった形で必置の職員を考えてはどうかということで、

園長のほか、保育教諭（仮称）、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、調理員といったような

職員を必置、それ以外の職員については任意の配置ということが考えてはどうかというこ

とでございます。 

 このうちの保育教諭（仮称）につきましては、資格としては幼稚園教諭と保育士の資格

を合わせ有する方を基本としてはどうかということ、これも中間とりまとめで記述してご

ざいましたけれども、そのようなことで考えてはいかがかということでございます。 

 その次の公立の職員の身分というところでございますが、現在、公立の幼稚園につきま

しては、教育公務員特例法という法律の適用がある教育公務員という位置づけがございま

す。その教育公務員という位置づけを得ることによりまして、研修の機会が十分与えられ

なければならないといったような取扱いがあり、あるいは政治的行為について、地方公務

員ではありますけれども、国家公務員に準じた規制が行われているところでございます。 
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 総合施設（仮称）におきましても、学校教育を行うという観点からしますと、教育公務

員特例法に規定する教育公務員としての取扱いとしてはいかがかと考えております。 

 その上で、次のページになりますが、研修については、公立幼稚園と同様に研修機会を

適切に付与する。あるいは職務中にも職務専念義務を免除して研修を受けるといったよう

な取扱いとしてはどうか。また、政治的行為については、国家公務員と同様の制限を行う

ことを基本として、更にその具体的内容については検討ということではどうかと考えてご

ざいます。 

 そのほか、総合施設（仮称）におきます保健の確保については、現在の幼稚園や保育所

の取扱いを勘案しまして、ここに記載のような適切な取扱いが確保されるような仕組みと

してはどうか。 

 災害共済給付についても、現在の幼稚園、保育所と同様に、事故があった場合にはしっ

かりと対象とする。 

 税制につきましても、現在、幼稚園や保育所と同様の措置を講ずるような形で検討をい

たしているところでございます。 

 そのほか、経過措置につきましては、必要な経過措置を設けることとして、既存の施設

がスムーズに総合施設（仮称）に移行できるようにすることを考えているところでござい

ます。 

 以上が資料３－１と３－２の御説明でございます。 

 またこれに関連しまして、お手元の資料８というものがございます。中央教育審議会の

初等中等教育分科会という、幼児教育なども検討を行う分科会がございます。今回の新シ

ステムにつきましては、教育に関わるテーマも多々ございますので、これまでも中央教育

審議会の分科会に適宜御報告をして、議論もいただいてきたところでございます。 

 今般、ワーキングチームの再開も受けまして、検討もかなり大詰めになってきていると

いうことも踏まえて、特に今ほど御説明したような総合施設（仮称）の制度設計を中心に

御意見をいただいたところでございます。それをこのペーパーは事務的に整理したものと

いうことで、御参考にと考えてございます。 

 幾つか子ども・子育て新システム全般についての意見交換もございました。その必要性

や目的について、御出席の委員から幾つか意見がございました。 

 また、１枚目の一番下にございますように、現在の質の水準を今後も維持・向上できる

ような仕組みをどうつくっていくのかというのが極めて重要ではないか。そうしたしっか

りとした取組を通じて、我が国全体の幼児教育の質を上げていくことが是非とも必要では

ないかといったような御意見を頂戴したところです。 

 また、２ページ目になりますが、国の所管、本日御議論をいただくことになっておりま

す国の所管につきましても、上から４つ目ぐらいですが、現場のためにわかりやすい制度

にすべきではないかといったような御意見や、教育がきちんとやれるような仕組みとすべ

きではないかといったような御意見もございました。 
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 また、費用負担の関係については、教育全体の体系の中で、私学の果たしている役割を

認めるべきで、機関補助が必要ではないかといったような御意見や、こども園給付（仮称）

を受けた上で私学の建学の精神を発揮した活動をしてもらえば、それでよいのではないか

といったような御意見もあったところでございます。 

 総合施設（仮称）の具体的な制度設計については、幾つかの御意見がありました。特に

２つ目の株式会社の参入に対しては、現在、構造改革特区で株式会社立の学校が認められ

ていますけれども、これが必ずしもうまくいっているのかどうか、そういった検証も行う

べきではないかといったような御意見や、３ページ目になりますけれども、特に総合施設

（仮称）の教職員の質の確保、あるいは養成については、しっかりと取り組んでいく必要

がある。特に養成のレベルが短大レベルが現在かなり中心になっていますけれども、そう

したレベルでもよいのかといったようなことについても、併せて考えていく必要があるの

ではないか。あるいは総合施設（仮称）に必要な専門性について、それときちんとマッチ

したような職員の育成・養成が必要ではないかといったような、さまざまな御意見をいた

だいたところでございます。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 ここから意見交換の時間に入っていきたいと思うのですが、後ほど、資料４にあります

ように、これまでの検討事項の整理がありまして、これまでなかなか御発言できなかった、

あるいはし足りなかった部分については、後ほどの議論にさせていただきたいと思います。 

 まず、ここから大体 30～40 分の議論につきましては、今、御説明させていただいた国の

所管及び組織体制についてと、資料２の子ども・子育て会議（仮称）、総合施設（仮称）の

具体的制度設計（案）について、この３点に絞らせていただいて、まずは御意見を頂戴し

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。 

 それでは、御意見がございます方、お願いいたします。 

 まず、渡邊さんからどうぞ。 

○渡邊委員 まず、国における所管の在り方ということで、今ほど説明を受けたわけであ

りますが、基本的に、これまでの制度案要綱を受けて、中間とりまとめという形の中で整

理されてきている経過があります。また、今日の説明でもあるように、今後検討というこ

とで先送りされてきた問題でもあります。 

 そういう趣旨からしますと、今、説明を受けた考え方について、理解しないわけではな

いんですけれども、しかしながら、これまでの所管の問題については、基本的に一元化す

るという前提があったわけであります。そして、文部科学省、厚生労働省、この２つの省

庁の二重行政を解消していくんだというスタンスがあったわけです。 

 そういうことからしますと、総合施設法（仮称）ということで新しく内閣府に所管する、

これはこども園給付（仮称）全体を一体的に賄うということで良とすべきものもあります

が、しかし、依然として学校教育法における体系、児童福祉法における体系がそのまま残
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るとなれば、いわゆる幼保一体化でも後退して、総合施設（仮称）というものが、今、新

たな体系として出てきているわけでありますので、なおかつ所管においても、そのことが

なお現行制度が存続されて、そして内閣府で新たにまた総合施設法（仮称）に基づく所管

をするとなれば、二重行政どころか、三重行政になってしまうのではないかということを

危惧します。 

 そして、市町村の立場から申し上げますと、これまでの議論の経過から、またいろんな

項目にわたっての制度設計について示されてきたわけでありますが、そういう中で市町村

はいろんな地域の実情に即した形の中でニーズ調査をしながら、それをもって把握しなが

ら、いわゆる事業計画を立てて、そしてきめ細やかな質の高い教育と保育を保障していく

んだという役割を担う形で整理されてきているわけです。 

 そういう観点から申し上げると、国と県、また県と市町村のつながりの中で、非常に不

可解で現場が混乱するような形でのやりとりになってくるのではなかろうかということが

非常に懸念されます。 

そういう考え方からしますと、きちんと子ども家庭省（仮称）、ネーミングは別としま

して、ある意味、社会で支えながら、そして安心した子育てができるということがもうこ

の新システムの出発点でありますから、そういう考え方から言ったら、当然そのように移

行すべきでないのか。特に既設の幼稚園、保育所、これは公立、私立は問いませんが、こ

れらがそのまま残っていくわけですし、そして総合施設（仮称）に移行するという形の中

で考えた場合、今後こういう形の中の所管が生きてくる場合、いわゆる新設される部門と

既設の部門の取扱い、これがどうなるのかという問題が出てきます。そうすると、非常に

わかりづらい。国民にとっては「わかりやすい」という表現を使っているのですが、我々

実際に仕事を担う立場で考えても非常にわかりづらいのに、ましてや国民にとっては何が

何だかわからないということに映るのではないか。そして、大義を立ててきたこのシステ

ムの考え方というのが、幼保一体化もそうでしたけれども、非常に後退している。 

また後で議論をされますが、幼稚園に対する私学助成。こども園給付（仮称）で特別な

事情の加算措置も認めておきながら、なおかつ私学助成をやっていく。一部という表現に

なっておりますけれども、中身の問題はまだ細かいことは示されておりませんが、そんな

形になっていった場合、何のための今までの議論だったのかということが非常に疑いたく

もなりますし、我々がこうして議論に参加してきた今までの労力そのものが無駄になるの

ではないか。現行制度と何ら変わらない、目先だけ変えたということになってしまうので

はないかということを非常に危惧します。 

 ですから、最後の方に、行政組織の肥大化を招かないように、そして、子ども・子育て

新システムに係る体制のスクラップ・アンド・ビルドを基本とするということであります

けれども、このことは逆にとられてしまうのではないかということさえ思います。 

 そんなことで、非常に残念でありますけれども、この所管の在り方については、もう一

考していただきたいなということを申し上げたいと思います。 
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 あと、子ども・子育て会議（仮称）については、これまでもいろんな形で御意見が出て

おりますので、それが反映される形の中で具体的な問題については、なおひとつ検討して

いただいて、整理していただければいいのではないか。 

 それから、総合施設（仮称）の具体的な制度設計についても、これまでの意向がある程

度反映される形の中で具体化されてきておりますので、ある程度は評価したいと思います。

ただ、細部にわたる細かい点が多々あると思うんですが、それらについては、法案が通る

かどうかわかりませんけれども、その後の法律が施行されるまでの間、事務方との調整を

していただきながら対応していただければ、ある程度まとまっていくのではないだろうか

と考えます。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 では、清原さん。 

○清原委員 ありがとうございます。全国市長会、三鷹市長の清原です。 

 「国の所管」についてと「子ども・子育て会議（仮称）」についてと、「総合施設（仮称）」

について、少しずつ意見を申し上げたいと思います。 

 まず、「国の所管」についてです。 

 ただいまの御報告によりまして、国は子ども・子育て新システムの実施に際しては、ま

ず、国における実施体制の一元化を目標として検討していると認識しています。その方向

性を基本として、一部の市町村では、既に子ども・子育て新システムに対応すべく組織の

見直しを進めています。 

 例えば三鷹市においては、市の最重点プロジェクトである子ども・子育て支援施策を総

合的に推進する体制として、平成 22 年４月に市長部局に子ども政策部を創設しました。こ

の組織改正は、「次世代育成支援行動計画後期計画」に基づく三鷹市の子ども・子育て支援

施策の充実を目的として、「保育所事務」と「幼稚園事務」、また「放課後児童健全育成事

業である学童保育」、「放課後子ども教室」までを含め、子どもに関わる施策を１つの部署

が所管することによる統一した事業展開を確保しようとしています。 

 そういった意味で、国の実施体制においても、総合的な施策展開を図るために、組織の

検討は極めて重要です。国の体制については、現時点ではお金の流れについては、内閣府

に財源の一本化を図るように検討されているということです。 

 全国市長会では、かねてより「二重行政の解消」、「三重行政の回避」のためにも、今後

は「子どもに関する省」の新設を予定しつつ、提案をしてきました。 

 そこで、過渡的なものであるかもしれませんけれども、内閣府に一元化されるのであれ

ば、早い機会に「子ども・子育て支援施策担当部署」の創設と、内閣府に一元化される機

能が明確に果たされるような体制づくりをしていただき、将来的に省庁再編等のときに、

「子どもに関する省」ができるという道筋をつくり出していただければと思います。 

 組織に関わることでありますので、先ほど渡邊町長もおっしゃったのですが、私学助成
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の継続が議論になっていることに触れさせていただきます。 

 三鷹市では、公立幼稚園を廃止して、私立幼稚園に幼児教育のすべてをお任せしていま

す。それに応えて、市内の私立幼稚園は、それぞれに幼児教育の振興に努めてくださって

おりまして、本当に心から感謝しております。 

 ところで、給付という側面からとらえますと、三鷹市は保護者助成を行い、都が機関補

助を行うということですので、私学に対する制度の全貌を三鷹市のような基礎自治体はな

かなか把握できないでおります。今後、新しいシステムに移行した際には、保育所に通わ

れているお子さんに対する給付と、幼稚園に通われているお子さんに対する給付が新シス

テムの中で「こども園給付（仮称）」として整理され、適切なバランスをもって透明性と公

正性が確保されると考えています。 

 そこで私学助成が継続されるとなりますと、市で整理し切れるものかという懸念と、新

システムの実施主体である市が指定施設としての幼稚園について全体が把握できないので

はないかという不安を若干感じているところです。 

 この私学助成の在り方については、当然のことながら、事務局で検討の真っ最中だと思

います。この点については、幼保一体化ワーキングチームの座長としてとりまとめに御苦

労いただいた大日向委員に、できれば御意見をいただければと思ってもいるところです。 

 次に、「子ども・子育て会議（仮称）」ですが、今回の資料では、国の必置としての子ど

も・子育て会議（仮称）について御説明をいただきました。私としては、地方版の子ども・

子育て会議（仮称）には、関係当事者が新システムの運営に参画する仕組みとして意義が

あるととらえています。 

 そこで、例えば「市町村新システム事業計画（仮称）」の策定時における透明性、客観性、

公平性を確保する趣旨や、事業効果や事業者の評価などによるチェック機能を果たすこと

の機能というのは、もちろん重要なんですけれども、市町村でこうした会議を設置すると

なると、むしろ何よりも子ども・子育て支援をともに進める「協働」の取組の担い手であ

る幼稚園、保育所、総合施設（仮称）、NPO など、さまざまな組織と意見を交換しながら、

基礎自治体として子ども本位の取り組みを進めていくという機能というのが、より一層重

視されますので、あまり「監視」だとか、「チェック」だけではなくて、より創造的な機能

を持つものになる方向性が望ましいのではないかと思います。 

 そういう意味では、当面、国の取組もございますので、市町村においては、規模や状況

に応じての対応ができるように、必置ではなくて、柔軟性のある制度として、まずは示さ

れ、国の動向や都道府県の動向などを踏まえつつ、市町村の在り方が更に検討されていく

ことが望ましいのではないかと思っています。 

 最後に、「総合施設（仮称）」について意見を申し上げます。 

 現在、公立保育所については、施設数及び入所児童数で全体の４割以上を占め、障がい

児保育については５割以上が公立保育所で実施されていることが国の資料でも示されまし

た。公立保育所は、市場動向に左右されずに、質の高いサービスを安定的に提供できる、
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そうしたセーフティネットとしての重要な役割を持っています。 

 三鷹市においても、そうした役割を果たしているわけですが、御承知のように、これは

なかなか議論ができない状況にあるかと思いますが、三位一体の改革により公立保育所運

営費は一般財源化されておりまして、国の負担金が公立保育所については廃止されたまま

になっています。 

 実は、渡邊町長さんの聖篭町と三鷹市は、地方交付税の不交付団体という共通点がござ

いまして、公立保育所の設置割合がそれなりにあったとしても、一般財源化により非常に

苦しい財政負担があるということはいつも共感して２人で話しているのですが、その中で、

では「総合施設（仮称）」が公立の場合どうなるのかというところは非常に重要な論点でご

ざいまして、介護保険法や障害者自立支援法においては、公立施設が給付の対象ともなっ

ています。 

 そこで「公立の総合施設（仮称）」の場合に、新システムにおける給付の対象に位置づけ

られる期待が地方交付税不交付団体には特にありまして、地方財源の確保は国でも一生懸

命、今、お考えいただいていると思いますし、新システムの要だと思うんです。そのとこ

ろは言うまでもないことなのですけれども、１つ、「公立の総合施設（仮称）」についての

位置づけについては、公立保育所と同様なのかどうかということも含めて、検討の課題で

はないかと問題提起をさせていただきました。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 先ほど、渡邊町長からも、清原市長からも、私学助成についてお触れいただいたのです

けれども、これについては、後ほど時間をお取りさせていただいて、皆様方からも御意見

を更に頂戴したいと思っておりますので、この時間については、まずは先ほど申し上げた

３点について、皆様方から広く御意見を頂戴し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。 

 では、そのほかにございますか。 

 山縣さん、どうぞ。 

○山縣委員 時間をありがとうございます。 

 ２点の意見と１点の質問でございます。 

 まず、質問です。 

 本日いただきました資料３－１の最終ページの経過措置に関することでございます。 

 私の理解が間違っていたのかもしれませんけれども、中間とりまとめでは、新システム

では、保育所はいわゆる乳児保育所のことであって、これを総合せずに移行を促進すると

いう三角の絵があったと理解しておるんですが、本日の資料を見ますと、５歳までの保育

所の移行を促進と読める表現になっています。移行促進の対象が乳児保育所を除くと書い

てありますのでね。そこがどういう関係なのか。私の理解が間違っていたのか、そこは後

でお聞かせ願えたらと思います。 
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 質問はそれだけです。 

 意見が２点です。 

 繰り返しますけれども、新システムの検討あるいは提案の趣旨は、できるだけすべての

子どもの現在と未来を基礎自治体である市町村において、住民や事業者の移行を反映させ

ながら担っていただくということであったと理解しております。今日の会議などもその例

だと思っているわけですが、この趣旨あるいは理念を実現するために、管轄省庁、財源あ

るいは事業枠組みの一体化を図るというのが、現政権の重要な政策提案であったと理解を

しております。 

 本日配付いただきました資料７「厚生労働省社会保障改革推進本部の検討状況について」

におきましても、給付システムの一体化、新たな一元的システムの構築、実施主体の市町

村化、政府の推進体制、財源の一元化などの文言が含まれております。 

 昨日の政府関係会議の最もホットな確認事項だという感じで受け止めましたので、この

内容と、ひょっとしたら我々が今、検討している中身についてそごがあるような気がして

います。一元化という表現と管轄省庁の話し合いで法律の話、更にはこれは後で意見を言

わせていただきますが、私学助成の話。ここら辺が何かずれているような気がしてならな

いんです。 

 検討の一貫性を図るためにも、システムの一体化等、改めて中間とりまとめの枠組みを

崩さない範囲での検討を求めたいと思います。国民の負託を受けた政権、あるいはそれに

基づく執行機関としての各省庁の優秀な官僚の方々に、このことを改めてお願いしたいと

思います。 

 第２は、子ども・子育て会議（仮称）、とりわけ地方版、今日のところでは国を中心とし

たものになっておりましたけれども、恐らく連動して地方版のことが検討されなければな

らないのではないかと思います。 

 国レベルでは、既存の審議会との関係を調整しながら、審議会として位置づけるという

表現になっておりますけれども、地方におきましても、審議会として位置づけるかどうか

は別として、地方版事業計画の策定及び進捗管理の場として、義務あるいはそれに準ずる

取扱いが必要ではないかと考えます。 

 時限立法ではありますけれども、市町村には既に次世代育成支援対策推進法に基づく行

動計画の策定が義務づけられておりまして、その行動計画策定のために、ほとんどの市町

村が策定委員会のようなものをつくり、その進捗管理もしておると伺っております。 

 次世代法の今後を含め、子どもたちの計画が継続的に住民参加の下で作成されることを

期待するものです。 

 ちなみに現行制度は、前回も言いましたが、市町村が私立幼稚園に関与しない仕組みと

なっているため、ここでも私立幼稚園関係者が会議自体に参加しておられないという現実

が多く見られます。事業計画にも、当然私立幼稚園に関しては入らないということになり

ます。後で時間を取っていただけるようですけれども、私学助成の存続はここでも課題が
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あるということになります。 

 是非とも子どもの教育に、あるいは家庭の関わりに優れた実績を百数十年残してこられ

た私立幼稚園の先生方にも一緒になって、未来の子どもたちの育ちを市町村レベルで考え

ていただきたいと思います。 

 意見は２点です。 

 あと、また時間がありましたら、私学助成について意見を言わせていただきたいと思い

ます。 

○園田座長 では、事務局から、御質問の点に関してお願いします。 

○蝦名課長 お手元の資料３－１の経過措置の一番上のところの記述についてということ

だと思いますが、これは実は中間とりまとめと全く同じ文言です。つまり、新しい制度が

スタートをするときに、既存の保育所についての経過措置をどう考えるかということであ

りまして、既存の保育所０～５歳までのところがあるわけですが、そのうちで乳児だけを

扱っている保育所を除いた保育所全般については、新しい制度がスタートすることに合わ

せて、一定期間後にすべて総合施設（仮称）に移行という経過措置を設けてはどうかとい

うことです。 

 したがって、この逆でありますけれども、３歳未満児のみを保育する乳児保育所につい

ては、新しい制度に移行した後も、総合施設（仮称）に移行はせずに、引き続き保育所に

なるということを述べているものでございます。 

○園田座長 よろしいですか。 

○山縣委員 ありがとうございました。 

○園田座長 続きまして、岡本さんが先に手が挙がっていましたかね。その次に、奥山さ

んに行きます。 

○岡本委員 ありがとうございます。 

 ３点、意見を述べさせていただきます。 

 まず、国の所管についてです。 

 今まで幾つか御意見が出ていましたけれども、すぐに省庁を新設するということは難し

いだろうということについては理解をいたします。ただ、これまで連合でも指摘をしてき

ましたが、きちんとした司令塔的役割というものをしっかりと内閣府に位置づけるという

ことが必要だと思いますし、その線でこの検討結果が出ているということを理解いたしま

す。 

 ただし、この内閣府における新たな組織が、単なる調整役ということにとどまらないよ

うに、しっかりと新システムに関わる責務や権限、予算は、基本的にこの内閣府の新たな

組織にきちんと委ねていくべきです。その上で、この組織を中心に連携を図っていくとい

うことが必要であると思います。 

 また、少子化対策の特命担当大臣の必置は非常に必要なことだろうと思っています。ち

ょっと話は違いますが、男女共同参画担当大臣がいらっしゃいます。何人も替わられてい
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るので、いろいろと問題はあると思いますけれども、しっかりと担当大臣がいることによ

って、女性の参画について、全省庁的にきちんと議論をしていくことができているのだろ

うと私自身は思っております。新システムについても、担当大臣を適切に位置づけていた

だければと思います。 

 ２点目、子ども・子育て会議（仮称）です。 

この会議に子ども・子育て政策全般に関わる PDCA 機能を持たせる事務局案も積極的に

評価をしたいと思います。 

 ただ、同会議の構成員については、８ページに書いてありますけれども、基本的にこの

本ワーキングチームにおける構成員と同様のメンバーが想定されていますが、これでは十

分とは言えないのではないかと感じます。 

 先ほどもお話がありましたけれども、私どもとしては、具体的には放課後児童クラブの

関係者や社会的養護の関係者、ひとり親とか、障がい児家族を含めたより多様なステーク

ホルダーの参画を保障して、最も声が届きにくい人の声を拾い上げるという仕組みが必要

だということを強調しておきたいと思います。 

 ３点目は、総合施設（仮称）について、職員の関係について意見を述べさせていただき

ます。 

 事務局資料では、総合施設（仮称）には幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方を取得し

た保育教諭（仮称）を置いて、２資格を併存させる案が示されています。総合施設（仮称）

という新しい施設を設置するのであれば、総合施設（仮称）で働く職員の資格も、基本的

には現行の２つの資格を統合するなどして、新たな資格を創設することが基本ではないか

と思います。 

 この新たな資格が創設されるまでの間は、公立総合施設（仮称）で働く職員の身分、資

格は、例えば公立幼稚園から総合施設（仮称）へ移行する施設の職員は教育公務員、公立

保育所から総合施設（仮称）へ移行する職員は地方公務員といったように、現行法の適用

を当面原則とするべきではないかと思います。 

 また、連合としては、これまでも主張をしてきたのですけれども、事務局資料にある政

治的行為の制限は、労使関係を含む極めてセンシティブな課題です。とりわけ、公立総合

施設（仮称）の職員に対して、学校教育法の規定のみを適用するということについては、

疑問があります。公立保育所の職員にとって、現行の保育体制が大きく変わらないにもか

かわらず、総合施設（仮称）となることで、基本的権利だけが後退をされるということに

なれば、不利益変更と受け止められます。 

 こうした非常に難しい課題を含んでいますので、新たな資格が創設されるまでの間は、

基本的には現行法の適用を原則とすべきではないかと思います。 

 また、事務局整理には記述されておりますが、職員に対する研修の機会はしっかりと確

保をしていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○園田座長 ありがとうございました。 

 続いて、奥山さん。 

○奥山委員 それでは、２点述べさせていただきます。 

 １つは、今、岡本委員からもお話がありましたが、少子化対策担当特命大臣の件です。 

 これまでも少子化対策担当の大臣はいろいろな事務を兼ねて実施されるということで、

なかなか少子化というか、子どもたちのことだけを向いて仕事をするというのが難しかっ

たのではないかと思います。是非これは必置で設定ができるように御配慮をお願いしたい

と考えております。 

 もう一つは、皆さん委員がおっしゃられている地方版の子ども・子育て会議（仮称）の

件でございます。 

 私も資料の５ページに掲載をさせていただきましたけれども、これまでも何度か地方版

子ども・子育て会議（仮称）の必要性については述べさせていただきましたが、改めて意

見を述べさせていただきたいと思います。 

 それは、先ほど三鷹市長様からも御指摘があった部分ですけれども、いわゆる次世代育

成の後期プラン、前期プランを含めて、検討委員会、策定委員会がございました。しかし

ながら、その後の協議会につきましては、取り組んでいない自治体も結構多うございまし

た。そういう意味で、毎年毎年事業の推移の計画を立てる部分、それを評価していく部分

に多様なステークホルダーが関わって、事業の進捗を見ていくということが非常に大事で

はないかと考えております。 

 ５ページの下に、今年「にっぽん子育て応援団」で全国の自治体調査をしました。106

自治体に調査をいたしまして、６ページですけれども、すべての県庁所在地市と主な自治

体ということで 106 自治体にアンケートをいたしました。その結果、６ページの下に書か

せていただいておりますが、この 106 自治体、結果は 103 でしたが、策定委員会、地域協

議会というのは、４分の３の自治体が設置ということで、やはりこの調査の段階でも、半

分が県庁所在地市が入っていたのですが、３分の１は設置していないというところがござ

いました。 

 それから、地域子育て支援活動団体所属の委員が策定委員会に入っているかどうかとい

う質問についても、入っていないというところが１割強あったということです。公募委員

についても６割程度でした。 

 また、委員の数も 10～30 名程度というところが多かったのですが、自治体によっては

80 名を超えるような場合もあって、これもかなり地域によって随分違うんだなということ

を感じることができました。 

 このような結果からも、子ども・子育て会議（仮称）の中において事業計画をつくり、

当事者の意見といったものを直接的にも反映させていくという意味でも、地方版の子ど

も・子育て会議（仮称）というものを是非必置で設定してほしいと感じております。 

 横浜市は、実は分科会もつくり、かなりきめ細やかな協議会をつくりました。そういう
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ことができるところだけでもないと思いますし、三鷹さんが指摘になったように、私自身

も多様なステークホルダーとの共同関係によって、この事業推進をすることが大切だとは

思うのですけれども、その共同という概念がまだできていない自治体さんもあるのではな

いか。そういう意味でも、こういった子ども・子育て会議（仮称）が設置されることで、

より行政と事業者との共同運営というのが進んでいくのではないかと考えております。 

 以上、地方版子ども・子育て会議（仮称）についての意見でした。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 続いて、駒村先生、北條先生。 

○駒村委員 ２つほどあります。 

 １つは、資料１の事務所管についてです。 

 恐らく国でやるべき仕事は、この中で網羅的に入っているのだろうとは思いますけれど

も、どこがどれに入っているのかいま一つわからない部分もあります。それは、できたら

一度整理したマトリックスみたいな、例えば市町村新システム事業計画（案）の記載事項

は法定化するという考えでしたけれども、これはどの辺で担当部局が実際にやるのか。⑨

辺りに入っているのか。この辺はもう一度、マトリックスみたいなもので、これはこうい

う意味ですというものを教えていただいた方がわかりやすいのかなと思います。 

 意見ですけれども、④が給付に関する基準の策定ですが、これは恐らく経営実態調査の

ようなこともやるのではないかと思われますが、それ以外の内外の先進事例とか、さまざ

まな事例調査、動向分析みたいなことをやるためには、調査研究みたいな機能も記載をさ

れていた方がいいのではないかと思います。これが意見です。 

 もう一つは質問でして、資料２の子ども・子育て会議（仮称）の５ページです。「総理大

臣に意見を述べることができる」と書いてありますが、これは性格が違うためでこういう

キーワードが違うのか確認させていただきたいのですけれども、次の７ページなどでは「建

議」とか「勧告」という言葉を使っているのですが、これは性格上の問題や意味合いが違

ってくる、あるいはまだそういう言葉を使うかどうかは決め切れていないのか。その辺は

確認させていただきたいと思います。 

○園田座長 では、事務局から、どうぞ。 

○藤原参事官 後段の御質問のところについてでございますけれども、今、子ども・子育

て会議（仮称）についての権限として、意見を述べるということを一応書いてございます

が、おっしゃるとおり、６、７ページをご覧いただきますと「意見を述べる」という書き

ぶりをしている法律もあれば、「勧告」という言葉や「建議」という文言がございます。 

 今のところ、社会保険的な制度ということで探していくと「意見を述べる」というふう

に書いてある制度が比較的多いということがあって「意見を述べる」としておりますけれ

ども、法令用語の整理としては「意見を述べる」と「建議」という２つの言葉は、ほぼ同

義だとされております。 

 また「勧告」という文言が使われている場合は、例えば職員の安全ですとか、原子力の
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安全ですとか、比較的健康の安全に関わるものに用いられていることが多いように見受け

られますが、いずれも勧告についても法的拘束力はないという点では、「意見を述べる」や

「建議」と同様であると。ただ、勧告の場合は、一歩進んで、法的な拘束力はないものの、

勧告をされたときに、された相手がそれを踏まえて何をしたかということを報告しなさい

とか、あるいは勧告に従わないときは公表してしまいますよとか、その次のステップまで

法律上書いてあるということが多いという整理はできるかと思います。 

 いずれにしても、仮に意見を述べるというふうに法制上、整理をされても、実際にどう

なりましたかと聞くことはできるだろうと私どもは思っているので、実効性は担保できる

のかなと思って、一応類似の法制度を見ながら、今の時点では「意見を述べる」という整

理をさせていただいているということですが、法制局等と十分詰めていくことになろうか

と思っております。 

○園田座長 では、北條さん、どうぞ。 

○北條委員 まず、国の所管でございます。 

 幼保一体化という方向に進むことは賛成でございますけれども、しかしながら、無理や

り１つの形に押し込めるのではないということは再三確認していただいておりますから、

そのことを踏まえていただきたいと思います。 

 ここで申し上げるのも勇気が要るのですが、幼保一体化を進めていく場合、OECD 諸国な

どでも相当長期間を要したわけでして、20 年とか 30 年かかるわけですね。我が国の場合

で言えば、認定こども園ができて５年ですから、あと 25 年か 15 年はかかるだろうと思い

ますが、そういう経緯の中で諸外国は教育部門に所管を一元的に移していくという実態が

ございますので、本当にここで申し上げるのは勇気が要るのですけれども、そういうこと

も是非今後の課題としてはお考えいただきたい。そのことによって、生まれてから生涯を

通して、我が国の国民がどう育まれ、教育されていくのかという視点が生きてくるのだと

思っております。 

 総合施設（仮称）の具体的設計の方でございますけれども、資料３－１の評価とか情報

公開とかございますが、これをざっと見たときに、何で会計監査がないのかなということ

に気づくといいますか、不思議なことだなと思います。 

 これは早い時点で会計監査というものを義務づける仕組みをつくっておかないと、多額

の公費を要するわけでございますから、後々大きな問題になるのではないかと心配をいた

します。 

 職員の資格とか免許の問題であります。当初、こういう形でいくのはやむを得ないとは

思いますが、御承知のように、教員免許状の更新制というものがございます。保育士の資

格はそういう仕組みはないわけでございますが、これは今後の課題として、質を担保して

いくためにどうしていくのかということも併せて御検討をいただきたいと考えます。 

 先ほど、次世代法の地域協議会に私立幼稚園が参加していないという話がございました。

全体的には正しい御指摘でございます。ただ、私自身は地元の自治体の地域協議会の委員
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をしておりますし、そういう自治体もないわけではございません。 

 ただ、この法律ができて、地域協議会が設立されるということになったときに、私は当

時、私立幼稚園団体の全国組織の方の担当でございましたので、各地方の加盟に必ず地方

公共団体に申し入れを行って、この地域協議会に構成員として私立幼稚園の代表者を入れ

ていただくようきちんと要請してもらいたいということを文書でお願いしたところでござ

います。 

 しかし、残念ながら、先般、総務省の政務官さんでしたか。末端の地方自治体、私立幼

稚園が自分のところの所管だと思っていらっしゃらない方がはっきり言って、物すごく多

いんです。ここら辺のことは、私立幼稚園は私１人でしょうから、なかなか御理解いただ

けないと思いますが、まさに都道府県と私立幼稚園は相当信頼関係を持っておりますが、

三鷹市のような場合は何の心配もないのでございますが、多くはそういった信頼関係はで

きていない。 

 そういう中で教育関係者を構成員に入れなさいということが次世代法の趣旨であります

けれども、残念ながら、私立幼稚園関係者はほとんど入れていただけないという実態があ

りますもので、私どもは新システムの中で、市町村へ、市町村へという流れに対して、皆

様方か理解しにくいかもしれないけれども、大変心配をしているところでございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 会計監査について何かありますか。 

○香取政策統括官 整理しますが、基本的に例えば介護保険でいうと、お金の流れは保険

で流れます。医療保険の場合もそうですが、要するに会計監査に相当するお金の監査とい

うのは、お金の方で見ることになるので、今度のことで言うと、恐らく新システム法の体

系の中で見るということになります。 

 それとは別に、法人の監査ということでいうと、法人の指導監督についての規定が立ち

ますので、その中で見るということになると思います。 

 なので、会計監査という観点でいくと、実際にお金を流すのは、今度は新システムで流

れますので、そちらで見ることになるのではないかと思います。もちろん、法人の健全経

営とかいう観点から、法人の指導監督基準が見るということもありますけれども、そこは

むしろお金の流れを２つの人が見るというふうになるのは、むしろ二重行政になるので、

そこは整理をすることになります。 

○園田座長 何かございますか。 

○北條委員 多額のお金が流れるけれども、監査はやらないということですか。 

○香取政策統括官 それは新システム法で行うということになります。 

○北條委員 わかりました。結構です。 

○園田座長 では、藤原さんと坂崎さん、お願いします。 

○藤原委員代理 ありがとうございます。 

 ２点、申し上げたいと思います。 
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 まず、国の所管及び組織体制の方ですが、資料１の４ページにある基本法の図が非常に

わかりやすいとは思うのですが、わかりやすいがゆえに、やはりこれは三元化されている

のではないかとどうしても見えてしまうのです。そのため、これで要するに何が変わるの

かということと、将来に向けて、この体制がどう変わっていくのかというプロセスも合わ

せて御説明しないと、なかなか国の所管及び組織体制を一元化しますとは受取れないので

はないかというのが１つでございます。 

 ２点目は、重い話で恐縮ですけれども、子ども・子育て会議（仮称）の方でございます。 

 私どもの方は、事業主という立場で今までいろいろ拠出をしてきているわけですが、児

童手当の乳幼児加算の創設とか、健康保険の出産育児一時金の引上げに際し、この事業主

拠出が流用されたとか、児童育成事業の拡大とか、延長保育事業の一般会計からの付け替

えというふうに、事業主拠出は再三にわたってこれらに対応するために拠出金率を引き上

げる、または積立金を勝手に取り崩されるという状況が続いてきまして、とうとうその積

立金が枯渇してしまっているという状況にございます。 

 このように、対象となる給付や事業を一方的に膨らませたり、後から請求書だけを事業

主に回すという考え方が是正されないまま、事業主拠出は安定的に推移するという御説明

いただいても、これは全く信用ができないと思っております。 

これまでのこの会議で、児童育成事業の使途の範囲、児童手当の拠出金率については、

事業主への協議と合意を得るプロセスが法定されていないということを問題指摘してきて

おります。新システムにおける子ども・子育て会議（仮称）で、事業主への協議と合意を

得るというプロセスが明確にならない限り、事業主拠出と子ども・子育て会議（仮称）の

参加ということに合意することはなかなか難しいと思っておりますので、今後とも協議を

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 坂崎さん、どうぞ。 

○坂崎委員 前回、一言話をしましたら終わってしまいましたので、前回のことについて

は、また後ほど少しだけでも話をさせていただければと思います。 

 国の所管、また会議、総合施設（仮称）の具体的な設計について、３点意見を述べさせ

ていただきたいと思います。 

 国の所管につきましては、一元的な制度かどうかということにつきまして、たくさんの

方々からお話があったように、私も非常に疑問を感じます。やはり国の所管については、

子ども家庭省（仮称）という構想があったとすれば、その工程表や当面の措置という姿を

きちんと示して、今回のものを出すのでなければ、それは一般の方々にわかりにくいであ

ろうと感じます。 

 特に所管が３つの府省に及ぶということを感じますところに、やはり当面この大きな懸

念をどういうふうに回避していくのかということについては、きちんと考えていただきた

い。この例えばというのがあまりよい例ではありませんが、給付の一体化や子ども・子育
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て会議（仮称）の諸調整を内閣府に置くということに関して、内閣府が行うけれども、総

合施設（仮称）において何らかの手立てを生じて、当分の間、まだ二元行政の方が望まし

い。三元行政よりは、まだ二元行政の方が望ましい。これだと本当にわかりにくい。どう

いう形で進んでいくのかも含めて、望ましい処置というものを基本的にもう一度考えてい

ただきたいと思うわけです。 

 子ども・子育て会議（仮称）におきましては、私は国の必置については賛成でございま

すが、地方において、本当に必置すべきかというのは、その地方の大きさで非常に違うも

のがございます。100 万の市もあれば、私のように今、7,000 とかという村もあるわけでご

ざいます。そういうことを考えますときに、何らかの手立てでそういうことが重複しない

ような形できちんとした会議が行えるということが望ましいことでありまして、すべてに

必置ということについてどういうふうに考えるかということについても、もう一度お考え

をくださればと思います。 

 私にとりましては、総合施設（仮称）の具体的な設計というところに少し力点を置かせ

ていただきたいと思います。総合施設（仮称）の基本的な一方であります学校教育法に位

置づけてというところには、非常に光が当たります。それに比べますと、３歳未満児を 24

～44％入れて、総合施設（仮称）以外においてもですが、待機児童も含めた形で、３歳未

満児をどういうふうに入れて保育をしていくかというのは、大きな論点になると考えます。 

 その中で、やはり３歳未満児に関わるような専門家の方々の意見をきちんと取り入れて、

設備や職員のことについて考えていただくというのが非常に大事ではないか。特に小児保

健や食育、離乳食を含めた形での食育の専門分野の方々のお話を聞いて、こういうところ

の設備や職員の配置を考えていただきたいと思います。もちろん、保育士やこれから保育

教諭（仮称）というものの処遇をあげるということは必須なことであると思いますし、今、

ここに例えば事務職というのはないわけですね。事務員というのはないわけです。監査が

あろうが、すみませんが、いろいろな形での事務がこれから公的契約も含めて増える中に

あって、必置でない職員の中にもないわけです。 

 多分あれなんだと思いますけれども、こういうふうになっていくと、事務が少なくなっ

ていくのだろうなと私は感じておりますが、そういうことも含めて、これだけの公的なお

金が流れて、全く事務職というものが今までもないというのは、非常に不思議な気持ちで

います。 

 少し戻らせてください。 

 子どもの保健に関しては、保育所というのは、今まででも皆様方御存じのように、たと

え感染症になったとしても、あれほどのインフルエンザになったとしても、保育所は閉め

ずに保育をやってきているわけです。そういう中において、やはり小児医療機関との行政

が対応した形での、例えば病児保育室とか、そこに関わる看護師等、そういうことについ

てどういうふうに考えていくのか。多分、今、書かれていることを見ると、単純に学校教

育法に位置づけて学級閉鎖をすればいいんだという考え方もありますが、現実はそれでな
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い方にも非常に強い力点が置かれるわけです。 

 子どもたちの、特に０～２歳児の子どもの保育の在り方、０歳児からの教育の在り方と

いうことについても含めて、小児保健等の考え方をよく入れてくださるように。 

 また、食というものが今これだけ日本中見直されている段階の中で、やはり単純に給食

というものを離れて、食育という観点に日本中が見直されてきています。その中で食を営

む力というものを総合施設（仮称）の中でも保障していく。離乳食、幼児食の移行期も含

めて、体調不良児やアレルギーの子どもや、そういう子どもたちに対してきちんとした食

を提供していくという環境を是非、調理員という必置がありますが、栄養士やそういうこ

とも含めてお考えくださればありがたいと思います。 

 時間をいただきまして、ありがとうございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、秋田さん、池田さんで行きます。 

○秋田委員 ありがとうございます。東京大学の秋田です。 

 まず、第一に国の実施体制について、一元化の方向性が明確にこうして書類で出されて

きて、長期的に見ると英国の子ども家庭省（仮称）のような形に向かっていく途中段階と

して、内閣府が所管し、特命担当大臣が常設必置になることが、これから子どもを見てい

く持続的な体制をつくることへの表明として、非常に重要なことであろうと考えます。移

行措置として重要なことだろうと考えます。 

 第二に、子ども・子育て会議（仮称）ですけれども、地方については、柔軟性を持たせ

ることが重要だと思います。国に関しては、今回の資料を見ますと、子ども・子育て会議

（仮称）は、「子ども・子育て支援法（仮称）」に関する審議が中心になっております。け

れども、結局、そうしますと、「総合施設法（仮称）」基づく総合施設（仮称）に関しては、

制度に関する審議、意見を述べたり、ステークホルダーが話をする権限が子ども・子育て

会議（仮称）の中に含まれるのかどうかが、今回出された御提案では不明確になっており

ます。 

 また、子どもに関して、先ほども絵がはっきりしない、三元化ではないかという御議論

がありましたけれども、結局「総合施設法（仮称）」の部分に関しては、中央教育審議会と

社会保障審議会と今度の会議との関係がまだ不明確なままのように思います。権限上の整

理として、例えば子ども・子育てのところについては、ここに国の方の問題としては、内

閣府の方が一元的に行うということと同様の形の権限が子ども・子育て会議（仮称）の中

にどのように書き込まれるのかがはっきりしません。 

 また、よくわからないのは、先ほど岡本さんの方からも、「子ども」というときに、学童

育成を含め、どこまでがこの所掌の範囲になるのかという御議論がございました。子ども

というのが０～18 歳か、０～15 歳か、子ども・子育ての乳幼児が中心になるのかです。こ

れから御議論いただくところで、明確な線引きは大変難しいかと思うのですけれども、一

度こうした範囲が整理して出されるよう今後御検討をいただくことが重要なのではないか
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と思います。 

 また、総合施設法（仮称）との関係で言うならば、国の子ども・子育て会議（仮称）が、

いわゆるここに書かれているような給付について、施行だけではなくて、その後、点検、

評価までを見ていくということで基本政策型であるとされて、政策施行型と特色を２つに

分けて書かれているのですが、総合施設（仮称）の質を考えていったときに、例えば自己

評価は義務づけられますが、それが本当に妥当なものであるのかといった内容は、やはり

ステークホルダーが皆で子ども・子育て会議（仮称）の中で議論をしていくことも今後必

要になるのではないか。そうしますと、現在の子ども・子育て会議（仮称）が子ども・子

育て支援法（仮称）との関係で論じられるだけではなくて、総合施設法（仮称）との関係

の中で子ども･子育て会議（仮称）の権限が議論されることが必要だろうと思います。 

 また、子ども･子育て会議（仮称）、国の会議については、他の審議会同様、やはり私ど

もも１年以上この会議で顔を合わせているのですが、任期を設け、多様な声が出てくるこ

とが重要だと思います。先ほども障がいの問題とか、どういう人がステークホルダーにな

るのかということが出されておりましたが、今回の会議でも、経営主体の代表者というか、

園長は出ておられますが、実践をし子どもを預かっている保育士たちは、ここの場には全

く声を出せない状況になっています。そうした人たちまでを含め、少し幅の広い形での構

成員の在りようを何か記述で工夫できないかとは考える次第です。それが子ども･子育て会

議（仮称）についてです。 

 ３点目としては、総合施設（仮称）ですけれども、質の向上ということから、この総合

施設（仮称）については、今回御説明がありましたように、教育委員会の関与、評価につ

いては、自己評価の義務づけ、そして配置職員について、例えば調理員も必置になるとか、

研修において職専免研修が保障されるというところについては、今後保育、教育の向上と

いうところから、ここのところは意見を支持したいと思います。先ほど北條委員からもお

話がありましたが、今現在の幼稚園教諭には免許更新制度が研修と同時に置かれておりま

すので、今後、研修の一環として、こうした体制をどのように敷いていくのかを議論して

いくことが重要なところではないかと思います。０～18 歳まで、児童福祉と同時に公教育

の体系をつくっていくための設置主体がどのようにあるとよいのかというところについて

は、前回も今回も書面を出しておりますので、これ以上詳しくは申し上げませんが、やは

りそうした公共の原則は貫かれることが必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 次、池田さん。 

大変恐縮なのですが、30～40 分と言ってからもう１時間経ってしまいましたので、大変

恐縮ですが、簡潔にお願いできればと思います。 

○池田委員 ありがとうございました。全国国公立幼稚園長会です。 

 本会の意見書３ページに本日出させていただきました。お話し合いを聞いていて、本当
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に議論が焦点化されてきている。改めて子どもたちにとって、よりよい制度をつくってい

ただきたいなと感じているところです。 

 今回、本会は「質の保障」ということで、本日の議論の国の所管について、子ども・子

育て会議（仮称）について、総合施設（仮称）の具体的制度設計（案）についてというこ

とで、ポイントを絞って意見書もつくってみました。 

 国の所管についてですけれども、将来的に子ども家庭省（仮称）等を見通していくとい

うことについては、異論はないのですが、現実的に多様な類型の施設がある中で、現場も

混乱しないで着実にいいものをつくっていくためには、そんなに一本化を急いでいくこと

はどんなものかなと考えております。 

 そして、幼稚園について言えば、所管が他の小中高の学校種と切り離されていくという

ことが、学校教育体系に位置づくという意味では、非常に不安がございます。 

 それと、新しく設けられる総合施設（仮称）につきましても、学校教育が義務づけられ

るわけですので、小学校就学前と就学後とでは、一貫した対応が行われることが必要であ

ろうと思います。今現在出されているように、内閣府が大きく進め、文部科学省と厚生労

働省が共管していくという辺りでは、無理がないのかなと思っております。 

 そして、子ども・子育て会議（仮称）についてですけれども、これは新システムを有効

に機能させていくための会議としては必要なものであろうと思います。○の３つ目に書い

たのですが、構成員には教育・保育の場で働く者を入れることが必要であろうと思ってお

ります。そして、そのほかの構成員の皆様方にも、教育・保育の現場を御理解いただいた

上で、子ども・子育て会議（仮称）の議論を進めていただきたいというところで、研修と

いうと大変申し訳ない言い方なのですが、できるだけそういった現場を視察していただい

たり、そして保育室とか、職員室、そして園庭等がどんなふうに現場では大事なものであ

るか。そういったことをよくおわかりいただいた上で、質の保障、子どもたちにとって良

い制度ができていくように支援していただければありがたいなと思います。 

 最後に総合施設（仮称）の制度設計についてですけれども、これにつきましては、文章

にたくさん書いてあるのですが、やはりいい質の保障された教育・保育を進めていくため

には、評価、そして情報公開ということが不可欠であろうと思いますので、今の幼稚園の

基準に合わせていっていただくことが大事かと思います。 

 そして、研修についてですけれども、教員も保育士、ともに高い専門性を要する職であ

りますので、研修について、身分保障についても、しっかりとしたものにしていただけれ

ばありがたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 山口さん、どうぞ。 

○山口委員 こんばんは。山口でございます。 

 まず、本日の資料８「中央教育審議会初等中等教育分科会 委員懇談会における主な意

見」の２ページの一番下のところを見て愕然としたのですが「株式会社の参入問題につい
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ては、構造改革特区においても株式会社による学校設置は成功していないことを踏まえる

べき。」なんていう発言をされている委員がいらっしゃるようなんですが、そもそも全く助

成金も何もない株式会社と同列に扱って、それが成功していないからといった不見識なこ

とを平気で述べられる方がこの中教審の中にいらっしゃるということに、私は愕然として

おります。 

 この委員会の中でも、よく中教審の審議を通して改革すべきだと言う方もいらっしゃい

ますが、こういう委員がいらっしゃるところで意見が通るというのは、非常におそろしい

ことだなと思いました。雑感でございます。 

 それから、私の意見としましては、提出資料の 29 ページに出されていただいております。

重複は避けさせていただきますが、まず、なぜ学校法人や社会福祉法人が安定性や継続性

や公共性があるのか。そして、なぜ株式会社にはないのかという議論が通っているのか理

解ができない。といいますのは、毎年幼稚園は 100 か所程度なくなっていきます。この 10

年間で 1,000 か所以上の幼稚園がなくなって、社会福祉法人におきましても、例えば東京

都で昨年発表されましたが、東京都にある 600 の社会福祉法人のうち 50 法人以上は非常に

危ないと。そういった状況があるにもかかわらず、制度上、単なる建前で制度上担保され

ているからといって、公共性や安定性や継続性が社会福祉法人や学校法人には絶対あると

いう議論が私はおかしいと思っております。 

 安定性や継続性や公共性というのは、そういった質の担保の上では、まず今回の制度設

計の中で、参入の段階でいわゆる５項目は、株式会社も同じようにこういったフィルター

を通るわけでございます。また、運営段階でも、監査や指導というところで担保されるわ

けでございます。つまり、総合施設法（仮称）という法律の中で縛られるのは、学校法人

も社会福祉法人も株式会社も、この総合施設（仮称）に入ったら同じであるわけですから、

それであれば、安定性も継続性も公共性も同じように担保されるということであると思っ

ております。 

 よって、何ら差別的に扱われる理由はないと思います。むしろ、事業主体が広く受け入

れることができれば、質は向上します。私は今の保育制度の実態を今まで何度も申し上げ

てきました。多分、この委員会の委員の中で、いろんな地域の実態を割と最も知る方の立

場ではないかなと思っておりますが、例えば株式会社を制限しているような自治体では、

学校法人や社会福祉法人であれば自動的に参入を認め、その質はほとんど問わないという

ことが結構ございます。 

 一方、株式会社の参入を認めている自治体では、社会福祉法人も含めて、選定委員会な

どをちゃんと設置して、質の低いような事業者が排除されるというというシステムが現状

では行われております。 

そういったことを見ましても、株式会社と広い事業主体の参入を可能にしながら、しか

もその中からいいものを選ぶということが、本当に質を高めることになると考えておりま

す。 
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 それから、一般的に、こちらの中でもそういうふうに思っていらっしゃる方がいらっし

ゃるかもしれないですが、株式会社の参入を認めたら、株式会社も自動的に総合施設（仮

称）等に参入させられるように勘違いされていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませ

んが、そういったところは、先ほどから申し上げているように、ちゃんとした選考という

フィルターをかければ、そういった問題はございません。過去や現在の単なる形式的なこ

だわりを踏襲するのではなくて、すべての子どもたちに良質な保育という新しい理念の下

に、新しい制度を設計しているわけですから、新たにこのイコールフッティングは重要だ

と思っております。建前だけで論議するのではなくて、本質や実態をしっかりと皆さんで

見ていただいて、その上で新しい制度をつくっていくべきだと思います。 

 続きまして、配当について若干お話をさせていただきます。 

 前回、配当について反対ということをおっしゃったのは秋田先生だったので、その後、

私はずっと秋田先生の御意見をビデオで見させていただきました。夜寝ても、先生のお顔

をまぶたに浮かぶぐらい聞かせていただいたのですが、私の理解力が足らないのかと思い

ますが、どうしても理解ができません。私は、少なくとも８年間金融機関で仕事をさせて

いただいた、金融のプロの端くれだと思っておりますが、本当に理解ができませんでした。 

 つまり、どうして資金調達の単なる経費である配当というものを全く認めないのか。こ

このところをしっかりと明確におっしゃっている方が、私にとってはいらっしゃらないよ

うに思っております。是非その辺をお聞かせいただきたいなと思っています。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 続いて、宮島さんと、田中さん。 

○宮島委員 ありがとうございます。できるだけ短めに申します。 

 先ほどのお話とちょっと似ているところがあるのですけれども、この所管に関して、や

はり三元化ではないかという印象は私も持ちます。 

この文章を読んでいて不思議なのは、最初の方から一元化、一本化という単語がずっと並

んでいて、そしてみんなで一体化するんだといって、最後の表を見るとこの図は三元化に

見えます。 

この距離が私にもわからないし、私はうっかりした記者でしたので、私が記者としてこの

文章を読んでも、本文とこの三元化の距離は理解できないだろうと思います。 

もちろん、法律が今、児童福祉法と学校教育法がある以上、完全にすぐに移行できないと

いうことに関しては、中間とりまとめのときに一定程度納得はしました。ただ、今のこれ

を読んでいると、一体どういう段取りでどちらの方に向かっていくのか。その途中過程を

どうするかというところが見えないということで、この三元化のままずっと走る世界が現

実になるのではないかという不安を感じます。 

 今回のシステムというのは、恐らく何十年に一度かの大きな改革を目指しているわけで

すから、目先が大変だから三元化ということだけではなくて、ゴールとしてこれがあるん
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だけれども、そのゴールに向かってどういう段取りで何を進めていくのかということがち

ゃんとわかる必要があるのではないかと思います。 

 そんな中で、所管もそうですけれども、これは後の話題でもありますが、財源の一本化

というのは今回の大きな柱だったと思うんですが、やはり私学助成の話で財源一本化では

ないのではないかと見えることは大変な不安の１つでもあります。 

 所管のところで、多分いつか解決しなくてはいけない問題としては、学校教育法は、今

も御意見にあったように、幼稚園から大学まで、学校教育というものを一貫して守ってき

たということだと思います。一方で、今、私たちが話し合っているのは、０～５歳までの

子どもたちをみんな同じようにするにはどうすればいいのかと話し合っているはずなわけ

です。 

私は、幼稚園からの一貫性と伺うと、いつも思ってしまうのは、私の息子たちは２人とも

保育所でしたが、つまり、うちの息子たちはその学校教育法の一貫の流れには乗れずに、

全然違うところを走っていて、小学校入学と同時に一貫性なく飛び乗ったのだなと思って

しまいます。受けた教育に不満はありませんが。つまり、学校教育法の一貫性が仮に大事

であるのだとすればするほど、その一貫性に乗っている子どもと全く一貫性なく学校教育

法に飛び乗る子がいるということをどういうふうに解決するのかということが課題だと思

います。 

 そうだとすれば、今、法律の問題ですぐに変わらないにしても、この学校教育法の一貫

性ということと、０～５歳までの子どもはみんな同じにしましょうということが、今の段

階では全く折り合わないというところに関しては、何らかの段階で、何らかの話し合いを

して、解決する必要がありますし、それは 20 年後、30 年後ではやはり不満で、この先、

数年内にこういった話し合いをして、何年か後には所管はすべて一本化しましょうとか、

そういった具体的なプロセスを示さないといけないのではないかと思います。 

 それと、多少文脈は違いますけれども、これが数十年に１回の改革であるならば、その

仕上がりは大切にしたいと思うとともに、私自身は、孫の話をするつもりでここに来てい

ないので、20 年後よければいいというふうには全く思っておりません。私はこういった議

論に最初に参加したときには、下の子は保育所児だったんですが、もう４年生になってし

まいました。周りに、出産を考えて、考えて、でも状況が変わらないままに諦めたという

人はたくさんいるわけです。そういう人たちを考えますと、仕上がりの美しさだけではな

くて、途中過程の柔軟な対応というのは絶対に必要で、例えば今、完全には基準を満たせ

なくても、こども園（仮称）に底上げしていくことができるような施設をどうやって柔軟

的に扱っていくかということですとか、目先問題になりそうな保育士の問題というのをす

ぐにルールどおりでやらずに、どういって保育士を増やしたり、それぞれの経験をちゃん

とカウントしていくかという視点を持ちながらやらないと、もしかしたら 20 年後、子ど

もが今よりずっと少なくなったときにはすばらしい保育とか、教育制度になるかもしれま

せんが、この後、数年の間に生まれるかもしれない子どもを諦めるかもしれないことにな
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るわけで、きれいなゴールだけでなく途中過程で、今、何とかなっているものを切り落と

さない努力というんですかね。そういった両方に目配りをする必要があると思います。 

 そういった１つとして、地域においてそういう声をちゃんと引き上げていくという意味

では、子ども・子育て会議（仮称）の中に、まさに現状の事業体や現状の親、今、保育所

に入れている親、幼稚園に入れている親だけではなくて、ちゃんと地域のいろいろな公平

に見ることができる方たちの参加を必ずしてもらうことは重要なのではないかと思ってお

ります。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 では、田中さん、どうぞ。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中でございます。 

 今日の話の本筋ではないので、最後になってお話をさせていただきたいのですが、事業

主の負担については、従来ずっとお話をしているとおり、好ましくないというお話をさせ

ていただいております。税による負担のほかに、厚生年金の適用事業所から上乗せして、

拠出金を徴収する制度は不公平です。 

そういった考え方に立って、今日の資料１の中で、例えば事務の所管の⑯に「事業主拠

出の徴収」という言葉が出てきたり、７ページ目に「事業主負担の観点」という「事業主

負担」という言葉が出てくることについては、是非削除していただきたいと考えます。 

 資料２に、「事業主」を表現する言葉が３通り記載されています。例えば２ページ目には

「労使代表を含む負担者」という言葉。 

４ページ目にも同じように「労使代表を含む負担者」という言葉が出てきます。 

 ８ページ目には「労使代表として（事業主を代表とする者、労働者を代表する者）」とい

う表現があって、11 ページの表の中には「事業主を代表する者」「労働者を代表する者」

という併記をされている言い回しがあります。 

 この３通りの表現について、「事業主を代表する者」「労働者を代表する者」と表現いた

だきたい。中小企業も個人事業主も、当然、子ども・子育て会議に参画すべきだと思いま

す。 

 事業主は費用負担者として参加する話ではないと思っております。 

 以上です。 

○園田座長 あとはよろしいですか。 

 では、オブザーバーの柏女先生、そして小田さん。 

○柏女委員 ありがとうございます。 

 短く１点のみ申し上げたいと思います。 

 今、さまざまな御意見が出ておりましたけれども、当面の間ですが、事業ごとに所管を

変えるのではなくて、まず、この法律ができたときに、この後、過程を経ていろんな議論

をしていかなければならないので、こども園給付（仮称）や就学前保育、幼児期の教育を
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すべて１府２省共管という形でまずは持っていって、そして子ども家庭省（仮称）ができ

ていくプロセスは、もちろん工程表を明らかにしていく必要があるわけですが、その中で

さまざまな議論を重ねながら、最終的な所管を決めていくという形がいいのではないかと

思います。 

 今、この段階で三元化してしまう。つまり、総合施設（仮称）は１府２省共管という形

になりますし、幼稚園は文科省所管、保育所は厚労省所管という形で進んでいくと、その

中でそれぞれが自分の所管のところを推進していくということをすればするほど、それぞ

れの整合性が崩れていくと思います。 

 だとするならば、今、しばらくは工程表を示した上で、幼児期の教育やあるいは就学前

の保育、更には保育ママや家庭的保育などの地域型保育給付、地域の事業、それらすべて

を１府２省共管という形でまずは進めて、そしてそれぞれの事業ごとの在り方を描きなが

ら整理をしていくという考え方の方がいいのではないかと思います。 

 以上でございます。 

○園田座長 小田先生、どうぞ。 

○小田委員 いわゆるオブザーバーの者で最後辺りに発言させてもらうというので、きっ

と嫌われる話をするんだろうなと思っております。お許し願いたいと思います。 

 今日、国の所管及び組織体制ということで出ていまして、これは大変大事な問題で、こ

の形の中で、今、柏女先生がおっしゃった部分の問題がこの中に集約されながら、収れん

されていくということであろうと思っています。 

 ただ、１つだけ間違ってもらっては困るのは、この問題で、保育所、幼稚園という問題

が何か全く新しいもの、今まで保育所と幼稚園があって悪かったような言い方の議論の中

でされるというイメージを持つことに対しては、大変怒りを持ちます。 

 今までずっと必要であったための保育所であり、必要であった幼稚園であり、両方本当

に必要なわけです。そうした本当に必要な形の中で、今までずっとやってきた中で、新た

に両方必要なものをよりよく生かす方向で考えていきましょうというのが、この初めだっ

たと思っています。何か全く新しいものをつくるということはなかったはずです。いつの

間にか量的なものを増やそうという形の中に移行してしまっていますが、そこにあっては

一番だめで、子どもにとって一番いいものは何なのか。この少子化の中で子どもたちがだ

んだん少なくなっていく中で、豊かになっていくときに、従来どおりの保育所や従来どお

りの幼稚園だけでいけるだろうか。より豊かになっていくためにはどうしていくのかとい

うためのシステムを考えようという。 

だから、この中には２つの言葉が入っているわけです。「一元化」という言葉と「一体

化」という言葉が入っている。そのことが議論されていて、今日の所管の在り方について

も、子ども・子育て支援法（仮称）という法律の場合は、包括的に一元化をしていきなが

ら、子ども・子育て支援法（仮称）という法律をどのように収れんしていくのかという問

題。そして、一体化という言葉が出している場合は、総合施設法（仮称）という法律を整
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備して、収れんしていくことだと。それはなぜかといったら、やはり児童福祉法というの

はなくてはならないものだし、学校教育法というのは子どもにとっては絶対になくてはな

らない法律なわけです。この法律を一元化できるわけないわけです。一元化できる問題と、

一体化できる問題とは違うわけで、やはり子どもにとって一番必要なことは、形の上でこ

れを見ると、総合施設法（仮称）と三元化、三元化と見えると言っているけれども、説明

の仕方で、児童福祉法と学校教育法がきちんと位置づくことで、従来のことがある。 

 どなたかがおっしゃいましたけれども、今までに保育所に行った、幼稚園が行ったので

は、別々のような様相に見えたということについては、新しく今回の総合施設法（仮称）

に入ることによって、そして子ども・子育て支援法（仮称）に入ることによって、いずれ

も３～５歳の子どもたちは全く平等な法的な中に存在をするという形なんです。 

 ただ、学校教育法が入るか入らないかということになるときに、０、１、２歳というの

は学校教育法の中には入ってこない。それはもっと手厚い問題として、違った形の子ども・

子育て支援法（仮称）の中できっちりと位置づけなければならないという問題ということ

で、それを一緒にしてしまって、一元化という何かきれいな１つの形にするような話し合

いをしてしまうと、全く子どもたちが見えなくなってしまう。さまざまな子どもたちがい

るということ。さまざまな家庭があるということ。実際に０、１、２歳は家庭で育ってい

る子どもたちというのは、非常にたくさん存在しているわけです。その子どもたちをも巻

き込むための子ども・子育て支援法（仮称）であり、一体化の総合施設法（仮称）という

ものが存在するということを忘れて、何か施設に行っている子どもたちだけの話になって

しまうということにとっては、長い間、子どもの研究をしてきた者にとっては、非常にさ

みしい状況になってきている。簡単に公教育が持ってきた、積み重ねてやってきたことに

対するものを新しいシステムをつくるのだから、それを壊してでもつくれという。それは

子どもたちの存在を無視したことにつながる。やはり子どもの尊厳をきっちりと一番にや

っていくということが大事ではないか。 

 話を聞いていて、ここで非常に心配になってくるのは、子どもたちを抜きにした話にな

っているのではないかという形で、法が大切なのではなくて、実際には、子ども自身がど

う生き生きと生きるかというのがあって、始めて法律になるんです。その辺のところが残

念です。 

 きっとこういう話をしたら嫌われるんだと思いますが、１回だけしか発言できない可能

性があるので、基本的なあれです。 

 その意味で、基本的には清原市長がおっしゃっている話は、私が大変納得できる話。こ

の形の中で、今日提案された基本的な考え方というのが、清原市長がおっしゃっている部

分も収れんできるという形で示されているのではないかと思っていますし、そして、子育

て会議の問題についても、やはり国がきっちりと位置づけることで、地方にとってどうか

という問題だとかいう辺りのところに対しては、大変共感しながらお話を聞いていて、実

際にこのシステムの基本的な考え方については、よくできているのではないかという意見
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で終わりたいと思います。 

 すみません、長々としゃべってしまいました。ありがとうございます。 

○園田座長 それでは、普光院さんと古渡さん。 

○普光院委員 では、なるべく手短に。 

 国の所管に関しましては、私も混乱しておりまして、明確な意見が持てないのですけれ

ども、柏女先生のお話は少し安心できるかなと思いました。 

 幼稚園の方で学校教育等の一貫性があるからというふうに何度もおっしゃるのをお聞き

しましたが、保育所の子どもたちが、厚生労働省管轄下で育って、特別、幼稚園児よりも

一貫性のないところに放り出されたかというと、決してそういうことはないので、なるべ

く子どもの実態に沿った議論をすることが必要なのではないかと思っています。 

 児童福祉に関しては、今、養育困難家庭とか、さまざまな子育ての困難性と直面してい

て、それが保育所も一端を担って予防的なセーフティネットになっているというところも

ありますので、その辺も十分に考える必要があるだろうということも、ひとつ思っており

ます。 

 もう一つ、幼稚園、保育所それぞれ文部科学省、厚生労働省それぞれに専門性を持って、

これまで緻密に施策をやってこられたと思うので、仮に今、御提案のような体制になって

も、専門性が低下しないようにと思います。 

 以下、23 ページに意見を出させていただいております。 

 これまでの議論とちょっと変わってしまうのですけれども、前回、ナショナルミニマム

について、特に地方裁量、地方分権という観点からどうかみたいな御意見がまた出ていま

したので、この点については、子どもを守るという意味から強いこだわりがありますので、

このような図を書かせていただきました。 

 地方分権には全く反対ではないのですけれども、これを原理主義みたいにして、乱暴な

議論をすると、本当に子どもに悪い影響が及ぶということを、１つ釘を刺させていただき

たいと思います。現行の保育所の国基準は、先進国水準と比べても最低レベルですし、現

在、私の周辺でも詰め込みによって、子どもが夜泣きになってしまったり、けがが増えた

りということは、現実に既に起こっております。詰め込みのために、実は割と最近に死亡

事故も起こってしまいました。詰め込みを原因とする保育の混乱のためなんですが、そう

いったときに、地方分権も結構ですが、まず、子どもたちがそういう切実な場所にいると

いうことを十分に認識する必要があります。この図のようにお金がない自治体は、子ども

に必要な水準を整えられないという状況にならないことが大事です。 

 その死亡事故の際にちょっとショッキングだったのは、その保育施設では、０歳児、歩

ける子どもも全部１人当たり 1.64 平米で保育していたわけですが、それについて都道府県

というか、県が乳児室という名前が付いていれば、1.65 で構わないとおっしゃった。この

ように都道府県が、保育現場と非常に遠いということを大変憂慮しております。今回、現

行の保育所制度のように、都道府県、政令指定都市等が指導、監督等を行うということに
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は異存はないのですけれども、市町村と連携をして、より細やかなものにしていただきた

いと思います。 

 前回、指定基準は認可基準よりも緩めるべきだという御意見がありましたけれども、そ

れは困ります。安心こども基金は、認証保育所にも適用されるときに、認証保育所であっ

ても、認可基準を整えるようにという通達がされ、現実に私が見ております認証保育所、

今年とかに整えられたものは、認可基準を満たしております。これは子どもにとっては大

変ありがたいことで、認証保育所であっても、その水準を少しでも引き上げていくという

インセンティブを設けることは絶対に必要です。 

 23 ページの下の方に、平成 21 年度に学習院大学の鈴木教授が行いました認証保育所の

運営状況に関する調査というものの抜粋を載せております。実は、面積基準については平

均ではございますけれども、認証保育所は比較的認可基準を満たしているということがわ

かっております。 

 しかし、保育士の有資格率というのがかなり下回っております。無資格の保育士が多数

に及ぶということは、親としては考えられないことでございまして、何とか前回猶予期間

を設けてもというお話がありましたが、本当に猶予期間を設けて、結局下がってしまうの

ではなくて、猶予期間をきちんと設けて、しかし、その間に必ず認可基準を全うするよう

にインセンティブを設けていただきたいと思います。保育士不足は、基準の向上と待遇改

善によって根本的な解決を図るべきだと思います。 

 既に中間とりまとめに書いてありますけれども、国の基準に基づいて、人員配置基準や

設備環境などについて、給付額を公定価格で決定していく、こども園給付（仮称）を公定

価格で決定していくという案を経て、幼保一体化ワーキングチームでは、比較的議論が安

定してきたということがございました。 

 ここに及んで、こども園給付（仮称）の算定の基礎となる最低基準が地方ごとにまちま

ちであっていいという議論になりますと、これは白紙になったのと同然でございますので、

これは絶対に押さえていただきたいと思います。 

 それから、しつこいようでございますけれども、上乗せ徴収については、中間とりまと

めに乗っていたところではございますが、なぜそこまでこだわられるのかということを考

えたときに、ひょっとしたら、短い時間のこども園給付（仮称）を受ける元幼稚園、ここ

の運営費が苦しくなるということがあるのかなと勝手に憶測しておりまして、それであれ

ば、幼稚園さんも保護者から上乗せ徴収を必死で取らなくてもやっていけるようなこども

園給付（仮称）の額にしていただきたいと思っております。 

 24 ページの中ほどに絵を書いておりますけれども、教育の商品化は心配だということを

前回申しましたことに関連して。本当に質の高い保育というのは、保育者が親をお客様扱

いにして、ばらばらに対応するという中では、質の高い保育は生まれません。質の高い保

育というのは、やはり保育者が専門職としてその保育の場を整えるわけですが、保育のね

らいであるとか、意図、そしてそれに対する親の共感や連携を保育所が引き出していくと
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いうやり方によって、初めて質の高い保育が実現する。保護者をパートナーとして引き込

んでいくということが質の高い保育の本当の姿だと思っております。 

 最後に、子ども・子育て会議（仮称）と需給調整についてですが、子ども・子育て会議

（仮称）は大人同士の利害調整機関ではなく、子どもの最善の利益を追求する場であると

いうことを、会議の目的として掲げてほしいと思います。 

 需給調整が発生する場合について、もちろん利用者の選択によることは第一に大切だと

は思うのですけれども、ただ、例えば少数派の障がい児保育であるとか、あるいは直接に

保育所の利用者のメリットではありませんが、地域の子育て支援といった公共性の高い事

業をやっている拠点施設が地域から消えてしまわないような配慮というものも必要なので

はないかと思っております。 

 幼保一体化によって、地域地域で統廃合が起こるときに、大規模化が進むという事態も

想定されます。保育の質にとっては、やはり本来はあまり規模が大きくなり過ぎない方が

質の高い保育ができます。これで施設を縛ることはできませんが、適正規模がどの程度の

ものかというのを示して、むやみに施設が統廃合してしまって大規模になったり、家庭の

身近な徒歩圏というか、近いところに施設がなくなってしまうということがないように、

なるべく子どもの集団が維持できる限りは、地域地域に小さくてもこども園（仮称）が残

るように、あるいは小規模保育施設が残るように、何か誘導を考えていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 それでは、古渡さん、どうぞ。 

○古渡委員 発言ありがとうございます。オブザーバーとして発言させていただきます。 

 今回の国における所管の在り方についてという観点で、実は実際、この５年間、認定こ

ども園をやってまいりまして、協会としましても、１つの方向性として、包括的な、一元

的な制度の構築というものは非常に大事だと思っておりました。 

 今回、私たちもレポートを出させていただいているのですが、最初に所管についてです

けれども、すべての子どもたちの育ちを平等に保障する上では、まず内閣府に一体的な子

ども・子育ての部局を設け、その部署に文部科学省、厚生労働省の共管という形もあり、

もちろん職員の皆さんの併任発令という１つの方法をとることで、実質的な窓口を１つに

することはできるのではないかと考えております。それによって、始めて１つの部署です

べての子どもに対応できる体制が構築されるのではないかと考えております。 

 資料は、26 ページを参照していただきたいと思います。 

 我々の考えておりました子ども・子育て新システムの国の所管と、ひとつ給付のイメー

ジということで、協会としてつくらせてもらっています。 

 まず、内閣府に子ども・子育て新システム局（仮称）というものがあって、新システム

担当局（仮称）と、文科省・内閣府、厚労省・内閣府それぞれの併任で、できれば文部科
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学省、厚生労働省の共管でありながらも、きちんとした窓口ができるのではないかと考え

ています。 

 今回、国の所管ということですけれども、できれば実際、認定こども園をやりながら、

一番下の現場から、市町村、都道府県、国という見た観点で考えますと、やはり都道府県

にもこの子ども・子育て新システム所管部局が必要であり、市町村にはもちろん、子ども・

子育て新システムの所管課が必要だと考えております。 

 もう一つは、そうすることでこども園給付（仮称）という１つの仕組みが完全にこども

園（仮称）全体像の中でいけるのではないかというふうに考えております。 

 最後に、子ども・子育て会議（仮称）ですけれども、国と地方における子ども・子育て

会議（仮称）というのは、子どもをどのように育むか、給付の在り方や内容、費用の使用

実績や実施効果、点検評価、保育の質の評価などを幅広い役割を担うことが予想されてい

ます。そのメンバーは、やはり幅広い関係者で構成するとともに、客観的な立場で公平か

つ公正かつ専門性を有する人材が必ず含まれることを望みたいと思っております。 

 また、先ほどあったと思うのですが、規模の小さな市町村にあっては、必ずしも十分な

人材を得られない場合かあり得るので、やはり都道府県の支援、協力体制も講じる必要が

あると考えています。 

そういう意味では、今回このイメージ図を見ていただきますと、非常に明快に１つの仕

組みができているのではないかと思っております。 

 ありがとうございました。 

○園田座長 では、木幡さん。 

○木幡委員 フジテレビの木幡です。 

 今回の御意見の中で、無理やり１つのものに押し込めようとしているのではないかとい

うのがありましたけれども、私は決してそうではないと思います。 

 今、本当に問題なのは、保育のサービスすら受けらない子どもたちがたくさんいるとい

うことではないでしょうか。その背景には、やはり二重行政の弊害というのもあるわけで

すから、だからこそ所管を１つにして、幼稚園に保育機能を持たせて、質、量ともにアッ

プさせようと思っているのではないでしょうか。 

 子ども家庭省（仮称）の設置は、今回の改革の象徴として、本当に前向きに検討すべき

ものとして華々しく掲げられていましたので、今日の資料に「にわかに実現が困難」とい

うのがありまして、私自身、大変唐突な印象を受けました。 

省庁再編を伴うから大変とあるのですが、それは最初からわかっていたわけですし、子

ども家庭省（仮称）の設置は、議論スタート当初から出ておりまして、もう既に新聞とか

ニュースでもその言葉が出ているわけです。ですから、言葉としても、国民の間に印象と

して残っていると思いますから、にわかに困難になったのであれば、その理由をもっとき

ちんと説明してほしいと思いました。 

 経過措置として、内閣府がまとめて所管するということをお書きになっているのですけ
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れども、これは私が何度読んでも非常に複雑ですし、一般の方の中には、言葉は悪いので

すが、内閣府とは何をやっているところなのと思っている方もかなり多いと思うんです。

ですので、子ども家庭省（仮称）を新たに設置する方がメッセージ性が強くて、わかりや

すいですし、新システムを印象づけるにはとても効果的だと思いますので、私はあえて困

難を承知で申し上げたいのは、内閣府に所管をまとめるのだって、かなりの時間、費用、

手続、いろいろとやることがあると思いますので、だったら、最初から子ども家庭省（仮

称）を思い切って設置する方がいいのではないかと思うんです。 

 細かいことはよくわからないんですけれども、要はやる気と本気度ではないかなとも思

うんですが、幼保一体化とずっと言ってきているのですが、一体、何を一体化したんだと

言われないように、是非とも子どもの利益、それから利用者の利便性ですとか、わかりや

すさを考えて、所管の一本化、子ども家庭省（仮称）の設置を是非前向きに検討していた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 力強い御支援、ありがとうございます。 

 では、金山さん。 

○金山委員 お願いします。NPO 法人マミーズ・ネットの金山です。 

 今、木幡委員さんがおっしゃっていた子ども家庭省（仮称）については、やはりいろん

な人から問い合わせや意見をいただきます。設置に向けてという旗を降ろさないという意

思があるのであれば、社会保障機能の強化の内容を国民にわかりやすく説明するためにも、

長期的な見通しが持てるようなビジョンを、この案を出すときに一緒に示していただきた

いなと思います。 

 子ども・子育て会議（仮称）をつくるとか、特命担当大臣を必置にするとかという手立

てを今やるのは、長期的な見通しというか、最終的な見通しとして、子ども家庭省（仮称）

を考えているからだということがわかるような形で説明をしていただければと思います。 

 同じように「保育教諭（仮称）」という言葉が出てきたときにも、今度は「こども園士」

ではなくて「保育教諭（仮称）」になったのかという意見をいろいろなところからいただき

ました。私は、保育士と幼稚園教諭の養成をしている短大の教員でもありますので、関係

の人たちから見ると、関心の高い分野だと思います。「保育教諭（仮称）」とここに書いて

あるのですが、では、その保育教諭（仮称）が当面は幼稚園教諭と保育士の両方というこ

となのですけれども、行政が二重行政ではなく、総合施設（仮称）が１つの所管で動いて

いくのであれば、この免許についても、いつどのように検討されて、正式な保育教諭（仮

称）の免許資格が出されるのか、今は全くわからないので、それが見えるようにお示しい

ただければと思います。 

 よい実践をつくるための人材の養成には、かなり時間がかかると思います。さまざまな

実践や研究を今もたくさんの研究者の方々がしてくださってはいるのですが、これから実

際の現場で具体的にどういう力が必要になってくるのかを見据えた人材養成には時間がか
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かりますので、どうぞそれを見越した御検討をお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○園田座長 では、菅原さん。 

○菅原委員 私保連の菅原と申します。 

私保連の理事会としての決定、私の意見については、手元に資料として配っております

ので、その内容については、省略したいと思います。 

 この場では、子ども・子育て会議（仮称）と国の所管の問題について発言を申し上げた

いと思います。 

 １つは、今回のシステムの成功の重要なポイントは、子ども・子育て会議（仮称）と国

の組織の一元化が重要なポイントであるということです。今回の新システムで議論されて

いる子どもの問題、あるいは制度の問題は、65 年間二元行政で放置されてきたことから、

子どもたちのさまざまな育つ状況の違いというものを放置してしまったというところに最

大の原因があるのではないかと思っております。 

 特に、この問題では、子どもと教育の場ですとか、あるいはいろいろな施設に分かれて

いる問題と、給付の違いも大きな課題を抱えている現状にあります。これらを正すのが今

回の新システムの検討であり、総合施設（仮称）の設置ではないかととらえております。 

 そのためには、二重行政を１日も早く解消していくということが喫緊の課題としてある

のではないかと思います。これを長引かせれば長引かせるほど、今の子どものさまざまな

問題の解決が遠のいてしまうと思います。その点は是非今回出された国の所管及び体制の

方向をより具体的に、例えば２年とか３年で、子ども家庭省（仮称）を創るぐらいの意気

込みと見通しを示しながら進んでいただけないかと思っております。そうしなければ、い

つまで経っても幼稚園と保育所、認可外の問題のいろいろな違いですとか、そういったこ

とが解消されていかないのではないかと思っております。そのことを切にお願いしたいと

いうことを最初に申し上げておきたいと思います。 

 もう一点は、子ども・子育て会議（仮称）ですが、これはいわゆる公的責任の問題の一

番のポイントはどこにあるかということで、基礎自治体である市町村に公的責任をどのよ

うに明確化させていくかということが、今回の議論の重要なテーマであったのではないか

と思っております。 

特に子どもとか、家庭、地域のさまざまな矛盾や問題の一番の出所が生活の場である市

町村、地域だと思うのです。ここに子ども・子育て会議（仮称）という役割・責任を担う

場を創り、そこでいろいろな政策ですとか、行政の問題や、国に対する要望等を議論する

ことは非常に重要なのではないかと思います。今までも自治体にいろいろな審議会があり

ますが、そこでさまざまな関係者が集まって、意見を出し合いながらステークホルダーと

しての、例えば今回のこの場のように具体的なものをつくり出していくということはなか

ったのではないかと。そういう意味で、この子ども・子育て会議（仮称）が今後の日本の

公的責任問題を含めて、あるいはさまざまな政策や制度をつくる場合の重要なポイントに
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なっていくであろうと思っております。 

 もう一つ強調しておきたいと思いますのは、この子ども・子育て会議（仮称）は、今ま

でのように行政にお願いするとか、あるいは議員に要望するというシステムでなく、やは

り参加型の、地域住民なり、関係者が直接参加して物事を決めていく。そういう画期的な

制度の形だと思っています。 

 そういう意味では、国につくるだけではなく、市町村レベルでも、機械的にはいかない

と思いますが、基本的には義務化の方向で考えていくということが、今、一番求められて

いることであり、対立するような問題を含めて、解決する場でもあり、またそこが１つの

具体的な提案の場になってくるのではないかと思っております。 

最後ですが、この中央教育審議会から出されている資料ですが、私は非常に残念に思い

ます。せっかくこの間こういう場・ＷＴにおいて議論し、子どものとらえ方、あるいは保

育の内容のとらえ方についてまとまろうとしている時、繰り返しになりますが残念でなり

ません。今日の中教審の議論内容からはそうした点を理解できていないのではないかとい

うことを思います。特に３ページの「高い水準の学校教育を現在の保育所に持ち込む」と

いう言葉等は、あまりにも逆なでする内容というか、せっかく幼稚園教育要領と保育所保

育指針を一緒に議論しながら、90％まとまって、１つの方向で子どもたちを育てようとい

うことで確認されているにもかかわらず、こうした表現は理解されないのではないかと思

います。こうした点は、もう少し前向きの方向で考えていただきたいということを申し上

げておきたいと思います。 

 また時間があれば、幼稚園の私学助成のところに触れたいのですけれども、別に時間を

とられるのかどうか、そちらにお任せします。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 皆様方から大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。これで予定

の時間が来てしまったのですが、これで終わるということではなくて、やはり先ほど来、

内閣府の所管と共管についての国の所管のところの４ページ目の図が、皆様方にひょっと

したら誤って、誤解的な印象を与えてしまっているのかなと思った次第でございます。 

 もう一度繰り返させていただきますけれども、４ページに書いてある図でいくと、要は

総合施設（仮称）というものは、学校教育法体系における学校と、児童福祉法の体系のお

ける児童福祉施設の性格、これが合わさって１つの施設体系をつくっていきましょうと。

これはずっと皆さん方に御審議をいただいてきた総合施設（仮称）の在り方ですね。 

 その総合施設（仮称）というものが所管をするのは、文部科学省でもなければ、厚生労

働省でもない。それを一元化した内閣府の中にきちんとこれが、まず内閣府として所管を

していきましょうと。これは財源の一体化もしましたから、それと同時に、それを所管す

るところは、まずは内閣府であるというところは確認をさせていただきたいと思います。 

 だけれども、その中の制度としては、先ほど申し上げたように、学校教育法の体系と児

童福祉法の体系がその中に入っておりますから、これの法律を所管しているのは、それぞ
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れ文部科学省と厚生労働省とありますねと。したがって、その部分に関しては共管とさせ

ていただきますよということなんです。所管は、当然ながら一元化された内閣府が持つと

いう形をまずとらせていただいたのですが、その図が透けて後ろが見えているものですか

ら、何か三元的な、重なり合っているようなイメージを皆さん方にお与えをしてしまった

のではないかと思っておりますが、その点については、香取政策統括官から御説明いただ

きたいと思います。 

○香取政策統括官 すみません、時間も来ているので、簡単に。 

 冒頭、ほかの会議をやっていて欠席したので、私どもの事務方の説明が少し柔かったの

かもしれないので、御説明をします。 

 今回の資料は、私どもの認識では、基本的には内閣府に所管を一元化しますという御説

明をしたつもりでございます。 

 まず、新システム法ですが、これまで御議論いただいたように、この法律は１本の法律

として現行のさまざまな諸体系を一元化いたします。お金の流れも一本にします。指定も

一元化します。したがって、指定基準も一元的に内閣府になるのか、子ども家庭省（仮称）

になるのか知りませんが、とにかくそこが持つ。つまり、法律が一本になった以上、所管

する人は１人ということになります。 

 その意味では、例えば各自治体や事業者が相手にする先は、基本的には内閣府あるいは

子ども家庭省（仮称）ということになります。もちろん、個々の法律と関連する制度との

間との整合性をとるという議論になりますので、協議をしたり、調整をしたりということ

はありますが、最終的な総合調整権限は、最後のページに内閣府が総合調整権限を持つと

書いてありますように、権限を持ちますので、政府部内においては、一元的に内閣府が責

任を持って行うということになります。 

 もう一つは、施設体系です。この絵が三元的に見えるというのは、実はこの絵をどうい

うふうに書くかみんなで相談して、いろいろ議論して、いろんな書き方をしたんですけれ

ども、やはりなかなか今までの御議論の延長線上があるので、どうしてもそういうふうに

見えるのかもしれませんが、実は総合施設法（仮称）という法律は、大変強力な法律にな

ります。今の認定こども園法と比較していただければわかりますが、認定こども園法とい

うのは、認定こども園はどこまでいっても幼稚園であれ、保育所であれ、つまりそれぞれ

の認可を別々に取った法人ということになります。 

 しかし、今度の総合施設法（仮称）は、総合施設法（仮称）に基づく総合施設（仮称）

の認可をとれば、自動的に児童福祉法、学校教育法の認可を受けたという同様の法律効果

を持つということになりますので、言わば総合施設（仮称）になれば、この総合施設（仮

称）と法律は児童福祉法体系、学校教育法体系を言わばオーバーライドする法律というこ

とになります。そして、この認可は、もちろん内閣府なり、１つのところが認可を持ちま

すし、当然認可基準でありますとか、指導監督等々については、一元的に内閣府が責任を

持つことになります。 
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 ここで「共管」と書いてあるのは、総合施設法（仮称）に基づく認可の法律効果が、学

校教育法なり、児童福祉法の法律効果に及ぶことになりますので、その意味で共管という

ことを申し上げていますが、基本的には総合施設法（仮称）を所管する人が一元的に文字

通り総合施設法（仮称）を所管することになります。 

 逆に言いますと、むしろこういう言い方をすると、若干文科省と厚労省に語弊があるか

もしれませんが、この総合施設法（仮称）ができたことで、内閣府は児童福祉法を共管す

る、あるいは内閣府は学校教育法体系を共管する。むしろそのようにお考えいただいた方

がよろしいかと思います。 

 総合施設法（仮称）をつくるプロセスでは、当該統合施設法（仮称）と学校教育法とか

児童福祉法との言わば整合性を担保しないといけないので、総合施設法（仮称）でつくる

認可基準というものは、自動的に学校教育法の認可をとることになりますから、当然整合

性をとらないといけないので、それぞれ児童福祉審議会であるとか、中央教育審議会とか

のプロセスを経てつくらなければなりませんが、でき上がった総合施設法（仮称）は、ま

さにそういう調整を経た上での法律ということになりますので、この法律の一元的運用で

総合施設法（仮称）は運用できるということになりますので、でき上がりの形をお考えい

ただくと、そういう意味でいうと、もちろん政府部内で内閣府と各省が調整するというプ

ロセスはありますが、制度体系としては、総合施設法（仮称）を所管する内閣府が一元的

にこの施設を所管するということになるということでございます。 

 絵の書き方はまた工夫しますので、またお諮りいたします。 

○園田座長 渡邊さん、どうぞ。 

○渡邊委員 今ほど香取さんから御説明を受けたのですけれども、例えば具体的な事例で

質問したいのですが、今、児童福祉法による保育所と学校教育法によるいわゆる幼稚園、

これがそのまま現行法は残っているんですね。そして、新しく総合施設法（仮称）という

ものができて、この法律が施行された場合、その後、新たに幼稚園経営を目指したいとか、

新設したい。まさしくそのまま総合施設法（仮称）に基づく許認可を求める経営を目指す

のであればそれでいいと思うんですが、既存の法体系の中で幼稚園経営を新設したいとき

た場合、どうなるんですか。 

○香取政策統括官 その話は、実はこれが一元化されたか、されないかという議論で、三

元だという議論になるのは、今、まさに町長がおっしゃったように、総合施設（仮称）に

ならない幼稚園、あるいは総合施設（仮称）にならない、なりたくない保育所という類型

を現在の体系の中では認めていることになります。その限りにおいて、総合施設（仮称）

にならない幼稚園があって、それを選択するという道が残っているという意味においては、

確かに完全に一元化されたことにはなっていません。それはそのとおりです。 

 ですが、逆に言えば、今回の新システムに基づく総合施設（仮称）として、幼稚園、保

育所機能を持つものをつくりたいという方がいらっしゃれば、そういう意味で言えば、総

合施設（仮称）の認可を取れば、それで幼稚園、保育所の認可が取れることになりますの
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で、基本的には総合施設法（仮称）を相手にしていればいいということになります。 

○渡邊委員 ですから、私が主張しているのは、そこが一番要なんですよ。新たに総合施

設法（仮称）ができて、そこに既設の幼稚園とか保育所がある一定の期間で、政策誘導で

移行するんだという政策誘導づけを今まで議論してきましたね。また、皆さん方もそうい

う答弁をしました。 

 そういう過程の中で、まだ新たに幼稚園を残してもいい、保育所を新設してもいいとい

うことになったら、何のための社会全体を支える施設であり、給付なのかというのが問わ

れてしまうのではないか。そこが冒頭にお話しした、わかりづらい、また先ほど来、お話

があったところなんですね。我々でさえ、こうして議論しているのにわかりづらいところ

があります。ですから、具体的に今、聞いたんです。 

○香取政策統括官 そこは法体系の議論というよりは、ここの議論の中で総合施設（仮称）

にならない幼稚園という類型を残すということで、ここで御議論になったことによるもの

なので、法体系上は、基本的には総合施設（仮称）に来たものは、その中には色分けはな

いし、言わばこの法律は児童福祉法とか学校教育法の上に立つ法律になりますので、おっ

しゃるように、ブランド幼稚園というか、そういう幼稚園が残ってしまいますので、そう

いうことは起こりますが、そこはどちらかというと法体系の問題というよりは、実態的に

そういうものを残す、残さないという御判断のところでの審議会での御議論によるという

ことだと思います。 

○渡邊委員 だから宮島さんみたいな意見が出るんですよ。 

○園田座長 小田切さん、どうぞ。 

○小田切委員代理 知事会は発言しておりませんので、一言だけ。 

 この後の資料４の方で幾つか言いたいことがあったのですけれども、どうもそこまで行

かないようなので、事前説明では、１時間の後、これをやるから、その場で発言するよう

にというお話がありまして、忠実に守っておりましたら、発言する機会を失うことになり

ますので、そのことは皆さんの御主張もあるので致し方ないとして、先ほど、香取統括官

のお言葉ではございますが、渡邊町長が言ったように、現実に保育、幼稚園は残るわけで

す。残って、今度新システムになったときに、総合施設（仮称）に移るところばかりでは

ないときに、都道府県はその間にあって、いろんなことを市町村からどうなる、こうなる

というお問い合わせがあります。 

 県としては、児童福祉法のことを幾ら共管だからといって、内閣府に聞いたって、それ

は恐らく責任を持ったお答えはしていただけないだろうと。学校教育法のことを内閣府に

幼稚園のことを聞いても、そこら辺りの国の所管の在り方、例えば文科省は多分厚労省か

ら職員も行かれて、内閣府に一定の部署をつくるのであれば、今まで児童福祉法について

は厚労省の児童家庭局が聞いていたものを内閣府で一元化して対応するとか、そんなこと

を考えていただかないと、お話はお話ですけれども、現実はなかなかそうはならないので

はないかというのが、我々実務をやっているものとしては、そんなふうに思っているのが
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１つでございます。 

そのことはまた後でお答えいただくとして、次の機会には、資料４では、今までのこと

がすべて整理されていまして、非常にいい資料だと思います。オーソライズ、もうすぐ年

内のとりまとめというのはなかなか難しいのでしょうけれども、とりまとめもそんなに遠

くないと思いますので、もう一回、資料４に基づくそれぞれの団体の意見を聞く機会を是

非設けていただきたいということを最後にお願いしておきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○園田座長 清原市長、どうぞ。 

○清原委員 時間が来ておりますので、１点だけ。 

 今、日本全国の自治体が、「次世代育成支援対策推進法」という現行の法律に基づいて、

平成 26 年度までの「次世代支援育成行動計画」を策定して、子育て支援策を実施していま

す。ですから、今、知事会のお話もありましたように、全国の市町村では、現行の法律と

今から生み出されるであろう法律からの適切な移行、あるいは現行の法律に基づく「次世

代育成支援対策推進地域協議会」、これが「子ども・子育て会議（仮称）」とどのように関

係を持っていくのか。名称は違うけれども、今までの実績を踏まえて、移行できるのでは

ないかという思いも含めて、今までのお話のように、今回の子ども・子育て新システムの

実施主体は、基礎自治体ということになっているものですから、全国市長会としても、さ

まざまな地域の特徴を持った市長たちが、共通して言うならば、今のような問題がありま

す。 

 そこで、全国市長会の場合は、幸いにも社会文教委員会にこの会議の事務局の方が度々

おいでいただきまして、村木政策統括官にも要請に応えてきていただいて、御説明をして

いただいてきたという経過がありますし、実務者レベルの担当者も「子ども・子育て新シ

ステム検討に向けた国と市町村との懇談会」という場で、実務レベルの議論を重ねてきて

いただいています。そうであるならば、今後もいわゆる現行の法律に基づいてしなければ

いけない自治体の責務、あるいは幼稚園、保育所に対する責務の遂行が滑らかに移行する

ために、実施主体であります基礎自治体、あるいは都道府県との、御多忙ところ恐縮でご

ざいますが、さらなる協議の機会を重ねていかないと、ただいま出ましたような新しい法

のイメージと現実との乖離を埋められないのではないか。むしろ、皆様が新システムに期

待しているものを市町村の実務レベルでの取組にも反映していただくような方向を期待し

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

○園田座長 事務局からはよろしいですか。 

 それでは、ありがとうございます。 

 いろいろ御意見をいただいて、またそれを私どもで整理させていただきたいと思ってお

ります。 

 先ほど来、話が出ておりました私学助成について、ちょっとだけお時間をいただいて、
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まず、大日向さんから御紹介をいただいた上で、今の検討状況も踏まえて、文部科学省さ

んから今の検討状況だけお伝えをさせていただいて、次回のお話を皆さん方としたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○大日向委員 清原委員から、幼保一体化ワーキングチームの座長として、私学助成が残

ることについてどう考えているのかという御質問をいただきました。 

 私学助成が存続するという案につきましては、中間とりまとめにはなかったことです。

より正確に申しますと、中間とりまとめでは、私学助成と既存の財政措置の取り扱いは、

今後の検討課題とするとされたわけです。 

 しかしながら、このたび出された案は、新システム制度案要綱の理念に沿って、ワーキ

ングチームの皆様と一緒にまとめた中間とりまとめからいたしますと、残念ながら後退し

ている、乖離しているということは、多くの委員の方と私は同じ思いでおります。 

 中間とりまとめでは、施設類型は幼稚園と総合施設（仮称）、保育所の３類型は残るけれ

ども、給付は一本化する。そして、保育所は一定期間の後に総合施設（仮称）に移行して、

幼稚園も総合施設（仮称）に移行することを財政的に誘導するということで、一体化の推

進に向けて、ワーキングチームの議論がまとまったところだと理解をしております。 

 就学前の子どもの過ごす環境の一体化を期待して行った中間とりまとめから比べますと、

私学助成が存続するということは、特に新システム外の幼稚園が残るということに関して

は合点がいきませんし、幼稚園のためにも大変心配でございます。同時に、新システムは

市町村事業として推進するということからしても、やはり齟齬が生ずるのではないかとい

う点を懸念いたします。 

 また、私学助成存続の理由に、前回、建学の理念と教育の質の向上とが説明されました

が、この点につきましても、どの幼稚園も保育所も建学の理念、設立の趣旨、目的、特徴、

個性、歴史があるはずです。教育の質の向上は、まさに新システムが目指す幼児期の教育

と保育の向上であって、幼稚園にとって大事なことでしょうけれども、幼稚園だけに特化

されるものではありません。特色ある教育に助成するものであるというならば、総合施設

（仮称）に移る保育所、総合施設（仮称）に移る幼稚園も含めて検討するのが公共性の原

理ではないかと私は考えます。 

 子ども・子育て新システムは、皆様も異口同音におっしゃいましたが、この日本社会に

生まれて育つすべての子どもに学校教育と保育を一体で提供して、よりよい発達環境を保

障するということで議論が始まったことだと思います。幼稚園、保育所、それぞれすばら

しい実績を積み重ねていらしたと思いますが、60 余年を経て今、人々の生活実態、経済状

況と合わなくなったことから、都市部では待機児問題が起き、地方では幼稚園の廃園等の

問題も起きているといえます。こうした現状の問題を解決するために、何よりも、子ども

のために幼稚園、保育所が培ってきたすばらしい実績を一体化で進めていくことが必要で

はないかと思います。 

 冒頭、村木政策統括官が、総理が社会保障の機能強化の中で、子ども・子育てについて
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特段言及されたとおっしゃってくださいました。とてもうれしく伺いました。不退転の覚

悟で総理が望んでいらっしゃるということであれば、私たちは新システムによって、子ど

もが育つ環境がこんなに良く変わるのだということを人々に広く、わかりやすく示すこと

が必要ではないでしょうか。 

 今日は、私学助成について議論する機会はなかったと思いますが、前回もたくさん意見

は出されました。また、今日もペーパーが出されておりますので、どうか事務方にはその

あたりを汲んでいただき、不退転の覚悟で臨んでいただければありがたいと思っておりま

す。 

 ありがとうございます。 

○園田座長 北條さん、どうぞ。 

○北條委員 あたかもこの会議の締めくくりとして大日向先生が今のような形で御発言さ

れることには、誠に遺憾です。こういう会議の進め方はあり得ないですよ。それだったら、

これは初めからやり直しですよ。こんなのはとんでもないですよ。 

○大日向委員 私は、幼保一体化ワーキングチームの座長として、これまでの経過につい

て御質問をいただき、それにお応えするために、ワーキングチームでの多くの委員の御意

見、そして今日の資料にも出されているご意見を踏まえて、それらをまとめてお伝えした

ことであって、決して突飛なことを申し上げているとは思っておりません。 

○園田座長 どうぞ。 

○北條委員 それであれば、この問題は、元を正せば、実はこども園給付（仮称）が個人

給付であっているところから発生してきているんですよ。そこからもう一回議論をしなけ

ればだめですよ。 

○園田座長 今までの議論があって、そしてまた前回、さまざまな委員の皆様方からも御

意見をいただいて、私どもというか、今、文部科学省の方でも、それをまた皆さん方にき

ちんと伝わっていっていないという部分もありますので、北條さんも含めて、御意見をい

ただいたのも含めて、しっかりと今、内部で検討をさせていただいています。 

 そういった意味では、決して何かここでひっくり返ったとか、あるいはすべて台無しに

してしまったということではなくて、その議論の上で、今、真摯に事務方でもどういう形

であれば皆さん方に御納得いただけるような案がお示しできるだろうかということは、再

度考え方の整理も含めて、今、検討をしていただいているということでございます。 

 したがって、これで終わりということで、何か決まったということではございませんの

で、その点は御理解をいただければと思います。 

○北條委員 非常に不満ですけれども、時間が経っていますからね。 

○園田座長 では、現状だけお伝えしていただいて、また次回にでも御意見をしっかりと

承りたいと思います。 

○前川総括審議官 文部科学省総括審議官の前川でございます。 

 私学助成について、どうしても検討課題にせざるを得なかったという事情を御説明した



49 
 

いと思います。 

 新システムでこども園給付（仮称）で一元的に給付体系をつくる。これはそのとおりで

ございます。ただ、これまでの幼稚園の私学助成の中でも、経常費補助、要するに経常的

な経費について一般的に補助する部分。これがすべてこの一元的な給付の中に収れんする

ということでございますが、私学助成といっても、特別な教育の振興でありますとか、教

育の質を向上させるために出していた部分がありまして、かさ上げをするとか、特別補助

をするとかという部分があるわけですが、その中でも私立幼稚園について、これまで出て

いましたものといたしまして、預かり保育ですね。これは保育所と違いまして、保育に欠

ける子どもではない子どもたちが対象ですけれども、預かり保育の部分。あるいは特別支

援教育を充実させるための補助ですね。あるいは教育の質を向上させるために、教諭の免

許状を２種免許状ではなくて、１種免許状を持っている教諭を置くという場合にかさ上げ

する。こういうものが今現在あるわけでございます。 

 こういうものが新システムのこども園給付（仮称）の中では処理し切れないというもの

がありまして、こういう学校教育としての幼児教育の中身を充実させるための部分の給付、

これは個人給付ではなくて、機関に対する給付であるわけですが、こういうものをどう扱

ったらいいか。文科省としては、私学助成でこれまでやってきている部分ですので、私学

助成で今後処理するということがひとつ考えられるのではないかということでお示しして

いるわけでございます。 

 ただ、これはこれまでもいろいろと御議論をいただきましたので、私どもも、また内閣

府、厚生労働省ともよく相談いたしまして、案を練り直して、また改めて御議論をいただ

きたいと思います。 

 いずれにしても、今、考えておりますのは、学校法人から総合施設（仮称）になるケー

ス、あるいは社会福祉法人から総合施設（仮称）になるケース、いずれの場合についても、

同じ取組をされる場合には、同様の給付が出るような形を念頭に置きながら、どういう形

の給付がいいのか。改めてこども園給付（仮称）の中で処理しようという議論もあり得ま

すし、また、私学助成を社会福祉法人に及ぼすという考え方もあり得ますし、いろいろな

選択肢がまだ残っていると思います。 

 いずれにしても、教育の質を向上させるための財政支援というものをどういう形でつく

ったらいいかということにつきまして、また案を練り直しまして、御議論をいただきたい

と思っておりますので、しばしお時間をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○園田座長 ということでございまして、今の段階で、まだもう少し整理をする必要があ

るのではないかというところもありましたので、いろんな方々から御意見をいただいたと

ころに対して、考え方の整理をきちんとやらせていただこうと思った次第でございます。 

 ということで、皆さんもう片付けに入ってしまっていて、大変恐縮なんですが、ちょっ

とだけお時間をいただいて、今日皆さん方にお示しをさせていただいた資料４をざっと御
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説明だけさせていただいて、次回、先ほど知事会の小田切さんからもお話をいただきまし

たが、性格を皆さん方にお伝えさせていただいた上で、次回の議論に供したいと思ってお

りますので、もうちょっとだけお時間を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 では、事務方からお願いします。 

○藤原参事官 それでは、資料４を、資料の性格などを、かいつまんで御説明だけさせて

いただきます。 

 お手元の資料４でございます。 

 「検討事項の整理」という表題になってございますが、その囲みの点線の中で、この資

料の性格を記載しております。 

 本資料は、本年７月 27 日の基本制度ワーキングチーム中間とりまとめ、文章編とパワー

ポイント集の２種類ございましたけれども、そのうちの文章編ではなく、パワーポイント

集の方になりますが、そちらの中に、これまで 10 月 18 日、11 月 24 日のワーキングチー

ムにおける提出資料のコアの部分を加えまして、検討事項全体を見据えて、見えるように

検討事項を整理したものということでございます。10 月 18 日には、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）の認可の主体の在り方などについて御

議論をいただきましたし、11 月 24 日には費用負担、イコールフッティング、市町村の関

与の在り方、ワーク・ライフ・バランス等、こういった議論を行っていただきましたので、

そこで出させていただいた資料から抜粋する形で差し込んでいった資料と御理解いただけ

ればと思います。 

 したがいまして、複数案で御提示をしたものについては、複数案のまま入れさせていた

だいておりますので、今回の資料４では、どういうふうに収れんしていきたいという方向

性は加えずに入れてございます。 

 国の所管のところにつきましては、本日のワーキングチームの資料のエッセンスの部分

を追加するという形で、厳密に言えば、本日のワーキングチームの国の所管の資料まで挟

み込んだ形の資料としてなってございます。 

 これをどういうふうに最終的なとりまとめに向けて収れんをさせていくかということに

ついては、今後もまた御議論をいただければと思いますけれども、一番下の別紙というこ

とで、資料５ということで、これまで過去 10 月、11 月と２回やりましたワーキングチー

ムで意見をいただいたものを項目ごとに整理をしたものでございます。本日、場合によっ

ては、この検討事項の整理のために、別途議論するということであれば、またその後の検

討での主な意見も、Ａ３のこの資料に加えて、こういった全体の意見を踏まえて、この全

体像をもう一回収れんさせていくということになろうかと思っております。 

 資料の性格としては、以上でございます。 

○園田座長 ということでございます。 

 それから、更に先ほどちょっとお話が出ておりました中教審の資料があります。皆様方
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に誤解のなきように、事務局から性格だけ御説明をお願いいたします。 

○村木政策統括官 念のためでございます。 

 これは中教審の資料でございますが、中教審で子ども・子育て新システムについて御議

論をいただいたものですが、委員会、審議会として、それに対する意見をこのような形で

まとめたというものではなくて、その日に出た、主だった意見をそのまま御参考のために

整理したものでございますので、審議会の方針ということではなくて、このような意見が

いろいろ出たという性格の資料でございますので、念のために申し上げます。 

○園田座長 ということで、大変申し訳ございません。また今日の私の仕切りが悪くて、

こんな時間になってしまって大変申し訳ございませんでした。 

また、幼保一体化のワーキングチームの委員の皆さん方にも御参加いただきまして、あ

りがとうございました。 

先ほどちょっとお話が出ておりましたけれども、このワーキングチームを再開させてい

ただいたときに、野田総理からも、是非これをまとめて、来年の通常国会に成案を得らせ

りように努力するようにということで、そこから逆算をしていって、一定のとりまとめの

時期というものを年内と書かせてはいただいておりますが、まだ皆様方からの御意見もい

ろいろございますし、もう少し丁寧にやっていくことが、関係者の皆さん方と協議をして

いく必要もあるのかなと考えているところでございますので、そういった意味では、委員

の皆さん方には大変恐縮でございますが、年内、できるだけのところを議論の機会という

ものをつくっていきたいと思っております。 

と申しますのは、先ほど野田総理の不退転の決意というものを御紹介いただきましたけ

れども、税・社会保障一体改革が年内にとりまとめをするというところが一方ではござい

ます。この新システムに関しましては、そこと大変連関をしてまいるところでございます

ので、そういった意味では、そこを念頭に入れながら、こちらの議論も合わせて行って行

きたいと考えております。 

 ただ、どこまで年内に形をつくることができるかというところは、またこれから私ども

事務局も、あるいは関係省庁の政務官同士でも、いろいろ調整をさせていただきながら、

皆さん方にできるだけ早い時期にお伝えできるようにしてまいりたいとは考えております。

とはいえ、もう少し議論はしていきたいと考えておりますので、是非年末にかけて、御協

力のほどよろしくお願い申し上げたいと思っております。 

○坂崎委員 21 日にやるということはないんですか。 

○園田座長 日にちについては、また追って御連絡はさせていただきたいと思います。ま

た日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、時間もまいりましたので、本日のワーキングチームにつきましては、これで

終了させていただきます。長時間にわたりまして、大変ありがとうございました。 
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