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基本制度ワーキングチーム 第 18 回会合 
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                   日 時：平成 23 年 12 月 26 日（月）9:30～12:53 

                   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）検討事項の整理等について 

   （２）意見交換 

 

３．閉 会 
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○園田座長 おはようございます。それでは、定刻を１分ほど遅れましたけれども、これ

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

18 回会合を始めさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、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では、国の所管及び組織体制や私学助成の在り方につきまして、

これまでいただいた意見を踏まえまして、事務局で再度検討してまいりましたので、それ

を今日改めて皆様方にお示しをさせていただき、御説明をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 皆様方の議論に資しますように、前回一度御説明をさせていただいた検討事項の整理で

ありますとか、各回で皆様方から出されました御意見をテーマごとに整理した資料も本日

お配りをさせていただいております。また、10 月以降、ワーキングチーム３回分で配付し

た資料も併せて今日御提示をさせていただいておりますので、こちらも適宜皆様方の御意

見の御参考にしていただければと思っておる次第でございます。 

 前回と同様、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

にのみ所属されておられる組織の委員の皆様方をオブザーバーとしてお招きいたしており

ますので、開会に先立ちまして、御報告を申し上げさせていただきます。 

 なお、大変恐縮でございますが、本日、私は原子力災害業務の関係がございまして、９

時 45 分から２時間ほど外させていただきたいと思っております。その間でございますけれ

ども、無藤座長代理に座長代行としてお願いをさせていただくことになっておりますので、

議事進行に皆様方の御協力をお願い申し上げたいと思っております。 

 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ていただきます。

お願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、本日の委員の御出欠について、御報告を申し上げます。御欠席

の委員は４名おられます。 

東京大学大学院教授、秋田喜代美様。 

全国国公立幼稚園長会会長の池田多津美様。 

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、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、全国国公立幼稚園長会より同会顧問の岡上

直子様。 

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

なお、現在、高知県知事、全国知事会の代表として御出席いただいております尾﨑知事

でございますけれども、遅れていらっしゃって、また 11 時くらいで退席をされるとお伺い

をしております。退席後は高知県の地域福祉部長の小田切部長に代理でお座りいただくと

いう予定になっておりますので、御報告いたします。 
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また、駒村委員と山口委員も少し遅れるという御連絡をいただいておりますので、３名

の委員は遅れられるということでございます。 

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、資料の御確認をお願いいたします。本日お配りしております資

料が５種類、プラス参考資料が２種類ございます。 

 資料１「国の所管及び組織体制について（案）」 

資料２「新システムにおけるこども園給付（仮称）、市町村事業と私学助成の関係につ

いて（案）」 

資料３として、前回お配りしたものと同じでございますが、検討事項の整理。 

資料４として、これまでのワーキングチームでいただきました委員の意見をとりまとめ

たもの。これはＡ３の横長の大きなものになってございます。 

資料５として、各委員より提出いただいている資料でございます。今日間に合わなかっ

たものがその後ろに付いているかと思います。委員の意見として合体したものに加えまし

て、参考資料の下の方に全国保育協議会のお名前のペーパーと、奥山委員からのペーパー、

山縣委員からのペーパー、菅原委員のペーパーというものが別刷りになっておりますけれ

ども、いただいておりますので、その下に入れてございます。 

参考資料１といたしまして、先般決まりました 24 年度以降の子どものための手当等の

取扱いについての資料。 

参考資料２といたしまして「社会保障・税一体改革素案骨子（社会保障部分）」という

ものについて、参考資料としてお付けをいたしております。 

漏れなどはございませんでしょうか。御確認いただければと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

○園田座長 漏れはございませんか。 

 それでは、各資料の本日の議題に関しての資料の説明を、事務局よりさせていただきま

す。 

○藤原参事官 それでは、資料１からでございます。前回１２月６日のワーキングチーム

でさまざまな御意見をいただきました所管の関係でございますが、前回の御意見を踏まえ

まして、修正をした上で再度提出をしているという趣旨の資料でございます。 

 前回は御承知のとおり、「子ども家庭省（仮）への実現の道筋をきちんと明記すべきで

はないか」という御意見や「三元化になってしまうのではないか」という御懸念の御意見。

そういった御意見が多々寄せられたかと思いますので、私どもでもう一度練り直して修正

したものを御提示をするという趣旨で作成をしたものでございます。 

 まず最初の基本制度案要綱における記述や中間とりまとめにおける記述、基本制度ワー

キングチームにおけるこれまでの意見の概要は変わっておりませんので、１ページ、２ペ
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ージは修正はございません。 

 ３ページ、所管の基本的な考え方について、少しわかりやすく整理をしたものでござい

ますが、基本的には一番最後の２行をごらんいただければと思います。この一元的な組織

体制を基盤として、基本制度案要綱と中間とりまとめを踏まえて、省庁再編の際には、子

ども家庭省（仮称）の実現を目指すのだということ。そのための基盤となる組織を今回、

新システムを円滑に施行するためにしっかり設置をして、いずれ子ども家庭省（仮称）の

方に移行するんだということでございます。 

◆でその要点を書いておりますところは、前回からほぼ変わっておりませんけれども、

包括的・一元的な制度を構築するということから、国民の目から見てわかりやすい一元的

な制度とするために、責任の明確化や責任の伴う体制の整備、窓口の一本化が必要である

ということです。 

 その上で、この新システムについては、今回、給付法である子ども・子育て支援法（仮

称）と新しい一体型の施設類型の法律である総合施設法（仮称）などを始めとする、それ

ぞれの法律によって法体系が構成されることになりますので、法体系ごとに所管の整理が

必要ということ。そして、一本目の給付法である子ども・子育て支援法（仮称）について

は、基本的には一つの省で担当することが必要であるので、内閣府に集約をしますという

こと。そして、一方の一体化施設法である総合施設法（仮称）につきましては、それにふ

さわしい体制とすることで、所管について整理をすることが必要という基本的な考え方を

整理いたしております。 

 ４ページがそのイメージでございます。薄いブルーのところがこども園給付（仮称）や

市町村事業、指定とか包括交付金（仮称）とか、金目のところについての大きな薄いブル

ーで囲っているところが給付法でございます。この給付法をまず内閣府でしっかり所管を

すると。そして、紫の部分でございますが、新しくできます一体化型の施設につきまして

も、内閣府が所管をするということで、しっかりと内閣府に寄せていきたいという提示を

いたしております。 

 ５ページ、６ページは、その一本目の柱である給付法の所管のところですけれども、こ

こは特に変更はございませんので、企画立案から執行まで一元的に内閣府で所管をするこ

とが適当ということで、こちらについては従来どおり内閣府で所管するということを書い

てございます。 

 ７ページ、総合施設法（仮称）につきましては、この総合施設法（仮称）は一体化型の

施設に関する法律であり、支援法、給付法を所管をする内閣府で所管することが適当であ

るということで結論をまず書いてございます。同時に総合施設（仮称）の認可を受けるこ

とで、その効果として学校教育法体系の学校ですとか、児童福祉法体系における児童福祉

施設としての性格を併せ持つことになりますので、その限りにおいては文科省、厚労省の

所管が残りますので、それぞれの事務の内容に応じてですけれども、了承と調整を内閣府

がしっかり図っていくという形で運営をしていきたいということでございます。 
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 また、特に前回のワーキングチームでも「学校教育法上の幼稚園ということが残るとい

うことになると、またばらばらになるのではないか」という御懸念をいただいております

ので、今回は指定制度と認可の制度の整合性ですとか、あるいは総合施設（仮称）自体が

学校教育法体系と児童福祉法体系に足を置いた形で、一体型の新しい法律をつくるという

ことになりますので、それぞれの法体系との整合性をしっかり確保をすること。 

 幼稚園や総合施設（仮称）や保育所等を通じて、一元的な窓口を設置することが必要で

あること。そして、何よりも幼稚園や保育所等からの総合施設（仮称）への移行促進をし

っかり図っていく。こういったことをやることによって、幼保一体化をしっかり進めてい

くことが必要になりますので、厚労省や文科省に一部残る業務についても含めまして、こ

こに統括室と仮称で書いておりますが、内閣府の中に幼保一体化推進統括室（仮称）とい

うことを設けて、しっかりとここで一元的にやっていきますということにしていきたいと

思っております。 

 その国の組織の体制でございますが、８ページでございます。省庁再編の際に実現を目

指す子ども家庭省（仮称）の基盤となる組織体制を整備する必要があるということでござ

いますので、今回すぐにこの新システムを、給付法を施行するときに、子ども家庭省（仮

称）ということが難しいという状況においては、当面この新システムをしっかり施行する

ために、子ども・子育て支援法（仮称）と総合施設法（仮称）における権限をしっかりと

内閣府の特命担当大臣の下で実施するための体制をまずは整備する。これに併せまして、

特命担当大臣を必置にすることも検討すべきということをここに改めて書いてございます。

その際、スクラップ・アンド・ビルドを基本として、具体的な組織の整備については、今

後調整をしてきたいと思ってございます。 

 こういった組織をつくるときに、それでは内閣府にどのような権限を付与することにな

るのかということを明らかにしたのが９ページでございます。まずは給付法である子ど

も・子育て支援法（仮称）と総合施設法（仮称）を所管するという権限を内閣府が持つと

いうことになります。これは言わば制度所管官庁としての権限と言った方がいいかもしれ

ませんけれども、法律を所管する権限をまずは内閣府に付与いたします。その上で、幼稚

園や保育所等、学校教育法や児童福祉法等、この少子化対策についてはさまざまな関係省

庁がございますので、恒常的、継続的に対応することが必要な課題であるということで、

法律上の総合調整権限、わかりやすく言えば、各省より一段高い立場から総合調整を行う

権限を内閣府は持つことができるということでございまして、そういったことをこの新シ

ステムに関しても、少子化対策に対しても、総合調整権限を内閣府に持たせることによっ

て、さまざまな総合施設（仮称）への誘導とかをやりやすいように、しっかりと権限を増

やしていくというような二段構えで考えてございます。 

 最後に 10 ページ、組織のイメージでございます。省庁再編の際に子ども家庭省（仮称）

へ移行するという前提で、当面、内閣府に新システムの担当の組織、一番真ん中の濃いブ

ルーのところでございますけれども、給付法と総合施設法（仮称）を所管するセクション
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をしっかりとここに置かせていただきます。 

なお、ピンクとグリーンで厚労省、文科省、児童福祉法体系、学校教育法体系とござい

ますけれども、こことの連携については、この内閣府に更に幼保一体化推進統括室（仮称）

というものを設けまして、職員の併任等によりまして、一体的にここでやっていくことに

したいということでございます。そうなりますので、地方自治体の皆さん方との協議やや

り取り、あるいは質疑応答や事業者の方々とも、ワンストップで内閣府のこの統括室（仮

称）で一元的に窓口を果たしていくというふうにしたいと思っております。 

したがいまして、「幼稚園のことは文科省に行ってください、総合施設（仮称）はうち

です」というように、ばらばらになることがないように、しっかりとこの内閣府の担当組

織の中に幼保一体化推進統括室（仮称）を設けていきたいということで、このイメージを

書かせていただきました。 

資料１については、以上でございます。 

○蝦名課長 引き続きまして、資料２「新システムにおけるこども園給付（仮称）、市町

村事業と私学助成の関係について（案）」の御説明をさせていただきます。 

 私学助成につきましては、11 月 24 日に議論をいただきまして、さまざまな御意見をい

ただいたところでございます。それを踏まえまして、再度、案を検討いたしてまいりまし

た。 

 １ページをお開きいただきますと、１、２、３とございますが、基本的な考え方を整理

してございます。 

 １つには、子ども・子育て新システムの幼保一体化、制度・財源・給付についての包括

的・一元的な制度の構築といった基本原則と整合的な取扱いとし、統一的な仕組みとする

ことを目指すということでございます。 

 ２として、併せて、多様な教育・保育のニーズに応えるため現在行われている取組につ

いては、新システムへの制度改革を進める中で、その結果、「これまでできたことができ

なくなった」といったようなことがないように、後退することがないように留意をする必

要があるだろうと考えています。 

 その上で３として、学校教育・保育に係る財政措置については、子ども・子育て新シス

テムの給付、さまざまな市町村事業等がございますが、こちらを基本とする。その上で、

新システムで対応できないものについては、私学助成で補完的に対応することとしてはど

うかと考えてございます。 

 ４ページに「現行の私立幼稚園の費用負担について」ということで、私学助成で現在行

ってございますものの国庫補助ベースでの概要についてお示しをしています。枠の中にあ

りますように、大きくは一般補助、これが全体の８割くらいを占めております。これは言

わば、各園の経営のランニングコストに相当する部分です。これと特別補助ということで、

取組に応じて、それを支援して、これを伸ばしていこうという性質の補助でございますけ

れども、これについては大きく４つ。 
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 １つは、教育の質向上のための支援ということ。預かり保育の推進のための事業という

こと。ここでは保育に欠けるお子さんも欠けないお子さんも両方とも対象になっていると

認識しておりますが、預かり保育ということ。子育て支援活動の推進ということ。幼稚園

におきます特別支援教育、障がいのあるお子さんの受入れに対する助成ということ。大き

く４つのことを特別補助という形で行っております。 

 特に真ん中２つ目の預かり保育については、特に預かり保育を行っている幼稚園の数は

全体の９割くらい、ほとんどの幼稚園で取り組まれているというものでございますし、子

育てと縁については８割くらいのところで、こういった形での事業を行っているという状

況にございます。 

 その上で１ページの４番として、こうした現状を踏まえた取扱いについて、こういう方

向で考えてはどうかという案でございます。 

 ①幼稚園運営の基本部分、先ほど一般補助、ランニングコストの部分と御案内しました

が、ここについては就園奨励費とともに、こども園給付（仮称）に統合することとしては

どうか。基本的な各園の運営を支える部分ということで、こども園給付（仮称）に統合し

てはどうかと考えております。 

 注２を下に付けてございます。先日来、お話がありますけれども、例えば一部の宗教系

の幼稚園など、応諾義務などがハードルとなって、なかなかこの指定を受けることができ

ないところがあるのも事実でございます。こうした言わば一部の例外的な指定を受けない

幼稚園があった場合につきましては、新システムの枠外で、引き続き私学助成による支援

を行わないと、たちまち経営困難になるということでございますので、継続は必要だろう

と考えてございます。 

ただ、この点につきましては、先日来の御議論の中で、「そのことが一体化のディスイ

ンセンティブになるのではないか」というような御指摘もございました。この点につきま

しては、新しいシステムのこども園給付（仮称）については義務的な経費であるとともに、

税制改革による追加財源も投入されるということでございますので、その単価の設定によ

っては指定を受けて、新システムに移行するというようなインセンティブが働くことにな

るのではないと考えておりまして、ディスインセンティブということにはならないだろう

と考えてございます。 

上の枠囲いの②でございます。幼児教育における多様なニーズに対応する取組。先ほど

特別補助として御紹介をしたもののうち、福祉的な要素を併せ持っていて、なおかつ、広

く実施をされているもの。具体的には、預かり保育と子育て支援を考えてございますが、

これらにつきましては、その内容を見直しながら、新システムの市町村事業、この中に一

時預かりや地域子育て支援拠点という事業がございますけれども、この中に位置づけると

いうこととしてはどうかと考えているところでございます。 

この預かり保育につきましては、保育の必要なお子さん、あるいは保育の認定を受けて

いないお子さん。保育に欠けていないお子さんの両方いらっしゃると申し上げましたが、
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新しいシステムの下では、保育の必要性の認定を受けるということなりますれば、こども

園給付（仮称）の対象となりますので、ここで議論すべきは保育の必要性の認定を受けな

いお子さんが中心になろうと考えておりますが、市町村事業に位置づけることとしてはど

うかと考えております。 

市町村事業に位置づける際、若干留意しなければならないこととしては、１つには要件、

敷居が幼稚園にとってはかなり高いのではないか。例えば保育士の必置要件などが課され

ていることが考えらますので、そうした点について、少し緩和を行うといったようなこと

も併せて考える必要があるのではないか。 

また、幼稚園の場合は、子どもさんの就園実態がかなり広域的になってございます。隣

の市町村から来ているといったお子さんも半分くらいある幼稚園もございますので、そう

いった広域的な利用への留意というものが必要ではないか。 

更には、市町村事業でございますので、やるもやらないも基本的には市町村の任意でや

るといったようなことが市町村事業の特徴でございますが、そうした点にも留意をしなが

ら、注３にございますけれども、市町村事業の実施要件等について、教育の要素を追加す

るなど必要な見直しを行うとともに、広域利用を調整するような在り方について、しっか

りと検討する必要があるだろうと考えています。その上で、万一広域利用の実態などから

市町村事業として実施されない場合につきましては、広域的な見地から都道府県が私学助

成の対象とする途もこれまでの取組の継続という観点から、セーフティネットとして、そ

うした途も残すことを検討する必要があるのではないかとしてございます。 

以上のような取組によって、経常的な経費につきましては、新システムの中のこども園

給付（仮称）や市町村事業に一元化をしていくということを目指していきたいと考えてお

ります。 

③でございます。一方で、一定の基準を満たす施設において行われる、特に質の高い特

色ある取組として先駆的に行われるようなもの。これは純粋に幼児教育の質の向上という

ことを念頭に置いてありますが、例えば特別支援教育や幼児期の教育と小学校教育の連携

などのうち、特に質の高いもので全体を引っ張っていけるような内容のものということで

ございます。 

そういったものにつきましては、幼児教育振興という観点から、これは新システムの下

でも必要であろうと考えますので、奨励的な見地から私学助成で対応することとしたいと

考えております。その際には、私学助成は御案内のように、従来は学校法人立の幼稚園の

みに出されてまいりましたけれども、この際、設置主体を問わずに同じ取組に対しては同

じ支援を行うという考え方に基づいて、社会福祉法人立の総合施設（仮称）についても対

象とすることとしたいと考えてございます。総合施設（仮称）も幼児教育の担い手でござ

いますので、そうしたところにも同じ取組に対しては、同じ支援を行うということとして

はどうかと考えております。 

ただ、注のようにございますように、憲法上の制約から公の支配に属さない株式会社等
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につきましては、こうした取組によっても助成対象とすることは困難であると考えてござ

いますので、別途の支援を検討する必要があるだろうと考えてございます。 

２ページ、３ページは、以上、申し上げたことを図にしたものでございます。これまで

の財政措置は２ページにありますように、保育所、幼稚園がそれぞれ交じり合うことなく

行われてきたところでございますけれども、今、申し上げたような形で、３ページで片や

保育の要素の強い幼稚園の取組については、同じ新システムの中でこれを支援の対象とす

ることができればと考えておりますし、保育所から総合施設（仮称）になったところも含

めまして、教育上のさまざまな質の向上のための取組については、同様な形で上のピンク

の枠囲いでありますけれども、私学助成の対象とすることとしてはどうかと考えてござい

ます。 

資料２につきましては、以上でございます。 

○藤原参事官 続きまして、資料３でございます。これは前回お示ししているものでござ

いますが、これまでの 10 月 18 日、11 月 24 日、12 月６日、３回開かれましたこのワーキ

ングチームにおける提出資料等を、中間とりまとめに加える形で検討事項を整理したもの

でございます。ただ、つい今、御説明を申し上げました所管の資料と私学助成の見直しの

この２つの資料につきましては、まだ 12 月６日時点のもので入ってございますので、いず

れ本日の御議論を踏まえて差し替えていきたいと思っておりますけれども、恐縮ですが、

本日の時点では 12 月６日までの資料の反映ということで置かせていただいております。 

 資料３につきましては、内容の説明については省かせていただきたいと思います。 

 引き続いて、参考資料を御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○黒田室長 では、お手元の参考１につきまして、補足的な御説明を申し上げます。この

資料は「平成 24 年度以降の子どものための手当等の取扱いについて」ということで、来年

度予算編成に向けて議論をしておりました、いわゆる現金給付、子どものための手当制度

の議論が反映したものでございます。 

 １ページから簡単に御説明を申し上げます。 

 １．に、24 年度以降の現金給付についての金額、国と地方の負担割合等々の記載がござ

います。これはもう簡単に申し上げますけれども、３歳未満の子ども１人について月額１

万 5,000 円、３歳以上の小学校修了までの子どもについて、第１子、第２子につきまして

は月額１万円、第３子以降は月額１万 5,000 円。小学校修了後、中学校修了までの子ども

1 人につき月額 1 万円、所得制限以上の方についてはお一人 5,000 円、所得制限は 960 万

円を基準。国と地方の負担割合は２対１ということが、この１．に書かれていることでご

ざいます。 

 なお、２．の２ページをごらんいただきますと、ここにこの仕組みの中で検討を進めて

まいりました現物の給付、あるいは市町村事業に関わりのある部分がございますので、御

紹介を申し上げます。 
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 ２．の③のところに、一般財源化等の措置についての記述がございます。ここの③の１

つ目と２つ目のポツですが、まず１つ目のポツの子育て支援交付金から 93 億円の一般財源

化ということがございます。ただ、これは今、手当の特別措置法の中で行っております 500

億円の交付金。これは根拠法は次世代育成支援法もあれば、その他の法律もございますが、

これの一部ということになります。 

なお、この対象には、これまでこのワーキングチームで議論を進めてまいりました国の

子ども・子育てビジョンに数値目標を掲げられているような事業は含まれておりません。

この 93 億円の内訳は、言ってみれば当初から地方単独事業に対する取組を前提に掲げられ

ておりますようなものを中心にしてございますので、これまでワーキングチームで御議論

いただいたような個別の事業、例えば地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業、そうい

った事業に対する影響はないということを申し上げます。 

また、次のポツの地域子育て創生事業 124 億円でございますが、現在、国の補正予算の

中の「安心こども基金」の中で地方単独の取組に対する支援が盛り込まれております。こ

ちらは一般財源化の対象になるということでございます。いずれにいたしましても、これ

まで議論をいただいております個別に事業名を挙げて議論の対象になっているものについ

ては、影響がないということを申し上げておきます。 

また、この２ページの（４）に財源措置に関する記述がございます。子ども・子育て新

システムについては、社会保障・税一体改革成案（平成 23 年６月 30 日政府・与党社会保

障改革本部決定）において、税制抜本改革以外の財源を含めて１兆円超程度の措置を今後

検討することとされており、財源確保のために最大限の努力を行うということが書かれて

いるところでございます。 

以上でございます。 

○無藤座長代理 ありがとうございました。 

 それでは、園田座長に代わりまして、無藤の方で代理をさせていただきます。 

 今、御説明をいただきましたけれども、これまで御検討いただいた事項全般について、

新ためて御意見等を伺いたいと存じます。資料３については、詳細の説明はございません

でしたけれども、適宜御参照いただければと思っております。 

 今日の進め方でございますけれども、事務局よりあらかじめ御連絡させていただいたか

と思いますが、できれば一巡のみならず、二巡ということで御発言をいただければと存じ

ます。そのためにも一巡目で３分あるいは４分と非常に短い時間ですけれども、めどとし

ていただきますようお願いいたします。一巡目は全員に順次御発言をいただきまして、時

間が予定どおりなら二巡目に入ることができるというふうに存じております。 

 それでは、どなたからでも結構ですけれども、よろしくお願いいたします。 

 渡邊委員、どうぞ。 

○渡邊委員 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま国の所管及び組織体制について、新システムにおけるこども園給付
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（仮称）、市町村事業と私学助成の関係について、説明があったわけですが、この２点に

ついて、まず御意見を申し上げさせていただきたいと思います。 

 第１点目の国の所管及び組織体制についてでありますが、前回の会議で非常に提示され

た内容に不可解な点が多かったものですから、いろいろと強い形で意見を申し上げたわけ

であります。 

今回、説明を受けた中で３ページの所管の在り方に関する基本的な考え方の中に、子ど

も家庭省（仮称）の実現について、「省庁再編の際に」という言葉が加わっております。

より喫緊の課題としてとらえている点については、前回の提案に比べて一歩議論が前進し

たものとして評価します。 

ただ、「省庁再編の際に」という漠然とした言葉になっていることについては、いささ

か疑問を感じます。なぜかといいますと、省庁再編というのは国の省庁の基本的なことで

ありますので、そのことがいつ何時どのような形で検討されて、所管が再編されるのかと

いうのは全然見通しがあってないに等しいわけであります。そんな形で表現をされるとい

うことは非常にわかりづらいと考えます。 

そういう観点から考えますと、時期についてはもっと明確に表現をすべきではないかと。

例えば、今、地域主権戦略会議の中で義務付け・枠付けの見直しやら、一括交付金の在り

方、出先機関の原則廃止など、省庁の再編、権限移譲に関する議論がいろいろとされてい

る段階であります。ですから、それらの地域主権改革の一体的な国の組織の在り方等の中

で、喫緊の課題として早期に取り組むという点を明記していくべきではないかという感じ

がします。 

次に、前回も指摘したことでありますが、総合施設（仮称）にならない幼稚園、乳児保

育所の許認可をどうするかということについては残念ながら、多少説明は加わっておりま

すが、明記されておりません。なぜかと言いますと、先ほどの説明資料の中でもありまし

たが、総合施設（仮称）の新法の内閣府所管と文科省、厚労省、この体系がそのまま許認

可所管として残っているということであります。これは言わば合理的な面もあるとは思い

ますが、予算権を内閣府で持っておりながら、権能をそれぞれの他の省庁に持たせて整合

が取れるのかどうか。法的な体系の中でですよ。その辺が非常に疑義を感じます。 

私の経験から申し上げれば、やはり内閣府で予算の執行権を持っているわけであります

から、法体系の中で、内閣府の権能は基本的に残すべきではないか。なおかつ、どうして

も学校教育体系やら児童福祉体系としての縦の所管を継続せざるを得ないという、それに

固執するのであれば、共管という言葉を前回出しましたれども、これは別な形で共同認可

という考え方をお互いに持つ。内閣府が主体的に持って、それぞれに持たせるという考え

方でもいいのではないかと。そうすれば、整合がとれるのではないかという感じがします。

その辺のことを踏まえて、できれば内閣府ですべからく、将来所管すべきであろう子ども

家庭省（仮称）が一元的に子ども・子育て新システムの全体を所管するよう、国民にわか

りやすいシステムとして推進を図るべき。これが本来の姿ではないかと基本的に考えます
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ので、よろしくお願いします。 

もう一点、私学助成の関係であります。１ページの４の①で、幼稚園運営の基本部分（一

般補助）についてでありますが、「就園奨励費とともに、こども園給付（仮称）に統合」

として書かれております。しかし、注２で「例外的に指定を受けない幼稚園があった場合

には、新システムの枠外で、私学助成を継続する」としています。 

また、②では「福祉的要素を併せ持ち、広く実施されているもの（預かり保育、子育て

支援）については、その内容を見直しつつ、新システムの市町村事業（一時預かり、地域

子育て支援拠点）に位置づける」としておきながら、注３では「市町村事業として実施さ

れない場合には、私学助成の対象とする途を残すことを検討」としています。 

このように「私学助成を出す」という選択肢を残すということで、これまでの総合施設

（仮称）への移行が根本的に妨げられる要因を残すのではないか、いつまで経ってもこの

辺のことを考えた場合、今のまま変わらないのではないかと非常に心配であります。幼稚

園で既存の私学助成の形で残されるものがあるならば、そのまま総合施設（仮称）に移行

しないで、対象外としてでも、また、「こども園給付（仮称）を受けなくても自前でやっ

ていけるよ」といった場合、そういうブランドと言ったら失礼な言い方なのかわかりませ

んが、独自的な幼稚園経営という道がそのまま展開されていって、システムの一貫性がだ

めになってしまうのではなかろうかという感じがします。 

また、③で「特別支援教育、幼稚園教育と小学校教育の連携等のうち特に質の高い特色

ある取組については、私学助成で対応する」となっていますが、これはやはりほかの市町

村事業に残すんだということになるわけですので、特別支援教育だからとか、そういう振

り分けをしないで、市町村事業に整理していく必要があるのではなかろうかと思います。 

特に全国の公立と私立の幼稚園事業展開の実態を見ますと、私どもみたいに公立でやっ

ている幼稚園経営は少ないんです。民間が多いんです。しかしながら、されど公立でやっ

ているところもあるし、公立の場合は一般財源化されてしまって、全部それぞれの市町村

の単独事業として、一般財源を持って展開している。 

そんな中、私立の幼稚園がこども園給付（仮称）化されて、一体的に総合施設（仮称）

に移行するという前提があるにもかかわらず、そのまま残っているということは、市町村

の立場では全体的な幼稚園と保育所と総合施設（仮称）とのいろいろな意味で支援をして

いったり、または指導をしていったり、いろいろな意味で関与する場合もあるかと思いま

すが、その場合に非常に不安定な形の中で条件整備が要求されてくるのではなかろうかと

いう感じがします。その辺のことをきちんと考えておかないと、これは問題があるのでは

なかろうか。 

先ほど資料を見ましたら、保育協議会の方からも「絶対反対だ」というようなコメント

も出ていますけれども、そういう見地からそういう言葉が出てくるのではなかろうか。別

に保育団体の方を擁護するつもりはないですけれども、その辺のことを謙虚に受け止めな

がら、新しいシステムが動くわけでありますから、その辺のことを考慮いただければあり
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がたいと思います。 

以上です。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 私から責任をもって回答というわけにはいかないので、園田座長に責任をもってお伝え

をいたします。また、単純な質問等があれば、後でまとめて事務局の方でお願いしたいと

思います。 

順次発言いただきますが、尾﨑委員が先に退室ということですので、どうぞ。 

○尾﨑委員 どうもおはようございます。３点申し上げさせていただきたいと思います。 

 まず、子ども・子育て包括交付金（仮称）についてでございます。子どもに対する手当、

義務的経費の性格の強いこども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）、市町村事業。

これらの性格は、義務性、裁量性に非常に違いがあります。是非きちんと区分をしていた

だいて、地域の実情に応じて、裁量権のあるサービスとか事業の財源をきちんと確保でき

る財政スキームにしていただきたいと考えております。特に、子どもに対する手当につき

ましては、包括交付金（仮称）から除外すべきだと我々としては考えておりますので、改

めて申し上げさせていただきたいと思います。 

 ２点目に、地方の裁量権の拡大についてということでございます。全国それぞれ状況は

違います。待機児童が多い地域。更には過疎化の進行によって児童が少なくなっている地

域。それぞれ状況が違うわけでございまして、でき得る限り全国一律の基準でがちがちに

縛ってしまうということではなくて、地域の実情に応じた対応が図れるような制度にして

いただきたいと考えております。 

 仮にいろいろな基準を定めるにしても、でき得る限り参酌すべき基準としていただきま

すようにお願いをしたいと思っております。総合施設（仮称）の認可基準として適用を検

討しておられます幼保連携型認定こども園（仮称）の職員の配置基準や面積基準、こうい

うものも是非参酌すべき基準としていただけないか。更には、地域型保育給付（仮称）と

して検討しておられます小規模保育とか家庭的保育などについても、仮に全国一律の基準

を設けるとしても、参酌すべき基準としていただきたいと考えております。 

 子ども・子育て支援事業（仮称）につきましても、子どもが少ない地域でも実施できる

ような基準を是非考えていただきたいと、そのように考えております。これらはあくまで

一例でございますけれども、地方が責任を持って実情に応じたサービス、事業の実施がで

きるような仕組みを是非御検討いただきたいということでございます。 

 ３点目に国の組織体制についてということでございますが、今回、幼保一体化推進統括

室（仮称）について、案が出されております。まだまだ過渡的な体制とは言え、一元的な

窓口の設置ということに踏み込まれたことについては、我々も前回提案させていただいた

ところでございますが、大きな一歩ではないかと思います。実際に地方や各団体とのスム

ーズな連携をしっかり図ることができる組織体制に是非していただきたいと考えておりま

す。 
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 最後に、今後、法案化に向けた取り進め方についてということでございます。中間とり

まとめの中にありますけれども、法定の国と地方の協議の場を通じて、地方公共団体と十

分に協議を行った上で、最終的な成案としていただきたいと考えております。中間とりま

とめのときも大議論をさせていただきましたけれども、今回、子ども手当について、国と

地方の協議の場を通じて、誠意ある御議論をいただいたことを感謝申し上げておりますが、

是非この子ども・子育て新システムにつきましても、法案策定に向けましては法定の国と

地方の協議の場を通じた十分な議論を行っていただきたいと考えておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 以上です。 

○無藤座長代理 簡潔にありがとうございました。 

 全員に行くので、この先は順番に行っていいですか。山縣委員、どうぞ。 

○山縣委員 意見の提出が本日未明となりまして、事務局や委員の方に大変御迷惑をかけ

たことをおわびをしたいと思います。 

 書面提出の意見は５点に絞っております。本日の説明、あるいは事前にいただいた資料

等で、既にある程度対応されていると推察される部分もありますが、前回これに関する発

言の機会を逸しましたので、あえて記録として提出させていただいていることも御了解を

いただきたいと思います。今日は書面に書いていないことを中心に３点、意見を言わせて

いただきたいと思います。 

 １点目は、渡邊委員からもありました、こども園（仮称）である幼稚園と例外的に指定

を受けない幼稚園との関係についてです。将来的に、新システム外の幼稚園の新システム

への移行が恐らく見込まれるのではないか、あるいはそれが必要ではないかと思いますが、

それにつきましては、少なくとも有期、短期にとどめるべきだと考えます。期間を区切る

ことと、その期間を短くするという意味ですけれども、というふうに考えます。新システ

ムになじまないという経営者の判断だと、今日の説明からも考えられますし、資料からも

そのように読み取れます。 

 当面、例外として運営し、子どもが減り、経営上の理由で、将来移行するものをこの例

外的なものに認めてしまいますと、移行期間を長期的に設定した場合、将来子どもが減る

という現実の中で、既に新システムに移られた事業者、あるいはそこで運営、経営をして

おられる方々の経営を不安定にさせます。ということは、子ども自身の生活や保護者の生

活も不安定になるということだと思いますので、もしこの提案が認められるとするならば、

信念を持って例外的なものとして経営していただきたいということでございます。 

 加えて、新システム外幼稚園を認めることにより、新システム内の幼稚園の応諾義務や

特別な利用量の上乗せの必要性は低下したのではないかと考えられます。そういうことに

よって新システムの外に行かれるわけですから、中に入られるということは、通常のすべ

ての子どもたちに同じような対応をしていただける可能性が高まったと考えます。この点

については考え方を整理中ですので、とりあえずポイントだけをそういう形でお話しして
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おきたいと思います。 

 更に言いますと、宗教上の理由等の独自性を根拠に存続される例外的幼稚園につきまし

ては、私の理解が不足しているのかもしれませんが、もはや憲法 89 条にいう「公の支配に

属する」と言えるかどうか。あるいは「特定宗教への支援」とさえ映ってしまうのではな

いかということを懸念しています。私は法律の専門家ではありませんので、よくわからな

いのですが、素人的に考えると、なぜ宗教上の理由でそれが認められてしまうのかが解せ

ないということになります。 

 ２点目は、２回前かどこかで少し意見を言ったのですが、コーディネーターに関しての

部分でございます。これは非常に重要なものだと考えております。とりわけ在宅で子育て

をしている地域子育て支援層と考えてもいいと思いますが、その人たちに対する調整機能

をしっかり果たしていただく。そういう仕掛けをつくっていく必要があると思います。こ

れは市町村レベルよりももう少し狭いレベル。高齢者等でいいますと中学校区というのは

一つのモデルになっていますし、子ども領域では拠点事業が中学校区くらいをある程度イ

メージしておるようですので、その辺のレベルでしっかりとした人材の養成を検討する必

要があるのではないかということでございます。 

 ３点目、最後になりますけれども、社会的養護や障がい児支援についてです。社会的養

護につきましては、この夏にオブザーバーの柏女委員を委員長に今後の在り方がまとめら

れたところでありますが、その中で国連子どもの権利委員会からの指摘をある程度踏まえ、

施設と里親制度の家庭的養育との間を関係を逆転させるような提案が今されております。

このための費用は相当かかるのではないか。施設そのもののハード面の改善が必要になり

ますので、その部分につきまして、こちらも民間、社会福祉法人の施設が非常に多いもの

ですから、そこに対する取組をこの新システム内の予算でやるのか。加えて外でもやる必

要があるのかなということさえ感じております。 

 障がい児支援につきましては、障がい児保育は既に一般財源化しておるというのがわか

っておるわけですが、そのことによって少なくとも障がい児が世の中に増えていると言わ

れている割には、保育現場での対応はあまり増えていないということがあります。これは

１つは一般財源化の影響ではないかと考えておりますので、私はこの際、全体の改革、地

方分権の流れ、あるいは先ほど尾﨑知事が言われた地方の裁量が若干働きにくくなるかも

しれませんけれども、子どもとして、このシステム中に少なくとも保育部分については入

れていただく。 

特別支援教育のことが出ておりましたけれども、教育と福祉を分けずに３歳以上につい

ては一体化した仕組みとして、ここの中に導入していただく必要があるのではないかと思

います。３歳前については教育が乗っかりませんので、単純にここに入れるだけでいいの

ではないかと思います。 

以上です。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 
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 宮島委員、どうぞ。 

○宮島委員 今おっしゃった方と同じ意見の部分はできるだけ端折って申し上げます。私

たち委員の不安は、たった今、三元化とみられても仕方がない部分が残っていることは事

実だけれども、これをできるだけ早く所管も財源もお金の出し方も一元化に持っていくと

いう、そのプロセスをどう示せるかというところなのだと思います。 

 これは事務局に確認です。大分いろいろなことを新しい資料では取り入れていただいて

いると思いますけれども、当面、幼保一体化推進統括室（仮称）がやるという、この子育

て支援法（仮称）と総合施設法（仮称）を所管する担当の組織ですが、これは「高い立場」

と書いてあるのは、きちんと法律上のしっかりした組織であると考えてよろしいのでしょ

うか。 

つまり、３つの連絡室のような形ですと、ほかのいろいろな政策の例でも結局あまり機

能していない組織もありますので、本当に法律上の将来一元化していくためのきちんとし

た組織であるということを確認したいと思います。 

また、その場合、先ほど渡邊委員からもお話がありましたが、総合施設（仮称）になら

ない保育所と幼稚園に関しては、やはりそうでない状況がずっと続くという心配があるこ

とが今、問題だと思います。予算が内閣府から出るのですから、認可に関しても厚労省や

文科省だけではなくて、内閣府がきちんと関与していく。内閣府と共管をしていくという

ことが適切ではないかと思います。この辺りはしっかりと内閣府に寄せていくということ

を組織中も法律上も、より明確にするべきではないかと思います。 

それから、少し細かいところになりますけれども、私学助成のお金をいろいろな形で新

システムの中に入れようとしてくださっている努力を感じるのですが、この中で預かり保

育が気になります。幼稚園がやっていらっしゃる預かり保育は、現状は一時的にちょっと

預かるというよりは、パートなど、あるいは人によっては５時くらいまで働いている方で

も恒常的に幼稚園に預けるという、その受け皿にも預かり保育がなっていると思います。 

今の状況では、児童福祉法では、幼稚園の預かり保育は認可外の保育所となってしまう

のですが、これは認識としても保育所の保育にかなり近いもの。一体化としたものとして

取り扱っていくべきだと思います。私学助成の振り分け方として、こうしたものが並列で

こども園給付（仮称）や市町村事業にと書いてはありますが、この預かり保育に関して、

明確にこれはこども園給付（仮称）が適切ではないかと思いますが、そういう理解でいい

でしょうか。 

逆に本当に一時的なものは市町村事業として、かなり融通が利いてもいいと思いますが、

幼稚園の預かり保育はこども園給付（仮称）で出すべき性格のものではないかと思います。

また、幼稚園で預かり保育をされているところは、言ってみれば認可外の状態をずっとや

っているという状況で、できるだけ早く総合施設（仮称）に移行してもらう必要があると

思いますので、ここの部分で明確なインセンティブが必要だと思います。 

補助を出すことは当面必要だとしても、それを出すことでそのまま移行しない状況が続
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くようにはしない必要があると思いまして、やはり期限を設ける。あるいは総合施設（仮

称）に移っていくステップ。それから、移行の措置をどうやっていくかということをもっ

と明確にしたいと思います。今はまだはっきり書いていないですけれども、どのように補

助金に差を付けて、どう移行するかの工程表とともに、財政措置だけで本当にインセンテ

ィブになるのか。ちゃんと総合施設（仮称）に寄っていくことができるのかということを

具体的に話し合いたいと思います。 

更に細かいところで、今、山縣先生もおっしゃったところですが、こども園（仮称）に

なりたくない幼稚園に関しての私学助成は残るわけですが、これは応諾義務に応じたくな

いことが一つの理由ではないかと思います。でしたら私学助成ではなくて、こども園給付

（仮称）を一定程度出すと。ただ、応諾義務に応じる園とそうではない園ということにつ

いて、例えば金額を変えるとか、応諾義務にインセンティブを与えるような形で、私学助

成を残すのではなくて、やはり新システム内の給付というような形で、もうちょっと整理

をする方法があるのではないかと思います。 

特別支援教育のための私学助成に関しても、これは本来、私学助成というよりは、どの施

設でも必要なものだと思いますので、本来は市町村事業などとして、やはりこれも新シス

テムの枠内の中でやっていくことができる部分ではないかと思います。そういったいろい

ろな形で補助金の差を付けるとか、インセンティブを付けることによって、将来は総合施

設（仮称）の方にどんどん寄っていくことを明確にすることが、今の三元化の状態が続く

のではないかという不安に対して、応える形になるのではないかと思います。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。御質問等は後でまとめてということで、よろし

くお願いいたします。 

 北條委員、どうぞ。 

○北條委員 今日は２回を発言をさせていただけるということなので、前半は４点発言さ

せていただきたいと思います。 

 まず一番初めに、会議の構成についてでございます。５歳児においては幼稚園教育を受

けているものが過半数を占めているわけでございますが、本会議の構成はそれに見合った

ものになっているのかという大きな疑問がございます。 

 また、私は私立幼稚園の立場でございますが、私立幼稚園も５歳児においては、ほぼ半

数の幼児を引き受けているわけでございます。そういった観点から構成面で、特に幼稚園

教育を受けている保護者の声が、この会議においては極端に弱いと思います。 

 幼稚園教育も保育所教育も受けておられない多数の方がおられるわけで、こういった３

歳未満の専業主婦の方は圧倒的多数を占めているにもかかわらず、この会議において、そ

の声はほとんど生かされていないということに大変大きな疑問を感じているところでござ

います。 

 ２番目は、幼保一体化の問題でございます。これは当初から多様性を認めるんだという

ことを私どもは強く主張をしてまいりました。あたかもすべての施設がいわゆる総合施設
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（仮称）に一元化されていかなければならないというような意見がこの会議では大変多い

わけでございますけれども、おかしいのではないかと存じます。我が国は民主主義の国家

でありまして、言葉が過ぎるかもしれませんが、全体主義の国ではないわけですから、多

様性のある教育・保育の施設の存在が当然容認されるべきであって、そのことが我が国の

教育・保育を豊かなものにしていくんだという考え方があるということをもう少し御理解

いただきたいと思います。 

 幼保の一体化というものを私どもも全く否定しているわけではありません。認定こども

園（仮称）の仕組みというものは、私どもも賛成して推進しているわけでございますので、

幼保の一体化そのものに反対はしておりません。しかしながら、幼保の一体化というのは

一つの手段に過ぎない。我が国の子どもを健やかに育成していくための一つの手段なんだ

ということです。決して目的ではないわけです。にもかかわらず、この会議においてはあ

たかも総合施設（仮称）への一元化が自己目的的に主張されていることには、いささか疑

問を感じざるを得ません。 

 このこととの関係でございますが、認定こども園（仮称）のことです。これは平成 18

年 10 月にスタートし、既に５年その実践を行っている仕組みであります。この会議におき

ましても、認定こども園を視察した御報告をいただきました。大変高い評価をいただいた

と感じております。であるならば、やはり認定こども園法という法律に基づいて、現在、

認定こども園が全国におよそ 700 園既に存在しているわけです。そこでの成果はそれなり

に出ているわけであります。 

また、課題も出ているわけでございます。認定こども園法には法施行後、５年を経過し

たところで、その施行状況について検討を行い、必要な改善を行う旨のことが法律に明記

されております。しかしながら、本会議においては、そのような立場が一度も表明されて

おられない。本日配付された資料におきましても、いわゆる仮称総合施設法（仮称）とい

うのは新法であると。それでは、現在効力を持っている認定こども園法というのは一体ど

うするおつもりなのか。そういう重大な問題についての御説明がないまま、ここに至って

いるのはおかしいのではないかと考えます。 

３番目、国の所管の問題でございます。前回も申しました、子ども家庭省（仮称）とい

うもの。これの守備範囲を明確にしていただいて、我が国の子ども、子どもだけではない

ですね。生まれてから家庭教育を受け、幼児教育を受け、小学校教育、更には高等教育、

生涯教育という教育の体系というものがあるわけでございますが、子ども家庭省（仮称）

の守備範囲は一体どこまでなのかを明確にされるべきであります。 

その上で我が国の子どもの教育に関して、子ども家庭省（仮称）がどういう位置づけを

持つのかということも併せて明確にされるべきであります。子ども家庭省（仮称）におい

て、我が国の教育のシステムが全体として論理矛盾なく整合性をもって展開されるような

仕組みがつくられるのであれば、私どもはそれに賛成をいたします。 

しかし、今の時点で子ども家庭省（仮称）をぽんと出されて、先ほどもお話がありまし
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たが、それは一体いつできるのか、全然わからないわけでございます。そういうことでは

いけないのではないかと考えます。 

４番目、こども園給付（仮称）の問題でございます。これは個人給付ということになっ

てございます。いわゆる子ども手当も個人給付であったわけです。これは新しい政権がコ

ンクリートから人へというお立場の下で展開されている施策の一端であるということは理

解をいたします。 

そうした形で機関補助から個人給付へ移すことによって、言ってみれば、子ども１人当

たり財源としては幾らという話になるわけですから、そのことによって利用者である子ど

も、利用者というのは子どもだと思います、利用者である子どもにとって、公平な仕組み

がつくられるということであるならば、これは大変歓迎すべきことであると理解しており

ました。 

しかしながら、ここまでのいろいろな議論の中で明らかになったことを総合いたします

と、どうも必ずしもそうはならない。まず第一に、再三の御説明は公費の負担が国庫ベー

スだと。国の補助の仕組みであると。地方公共団体の助成の仕組みまでには踏み込まない。

そういうことにもなっております。また、当初は「就労のいかんにかかわらず、子どもに

対して公平な仕組みをつくるんだ」というお話であったはずですが、それがいつの間にか

「保育を必要とする、必要としない」というふうにすり替わってきた。 

そのことによって、ただいまの御発言もございましたけれども、例えば幼稚園における

預かり保育というものを児童福祉法の対象にするんだというお話でしたが、いつの間にか

そうはできないということになってしまった。事ここに及んでいるわけでございます。 

幼稚園はそもそも保育所になりたいとは思っておりません。子育て支援の役割をより多

く担っていくべきだという考え方は持っております。しかし、保育所と同じように就労支

援を全面的に担うという考えは、幼稚園は持っておりません。その上で、幼稚園が私立学

校として存続していく。そういう選択も当然あり得るわけであります。そうである以上、

私学助成の存続は極めて当然だということになります。 

前にも申し上げまして、おしかりを受けましたけれども、本席にも私学の先生は大勢お

られます。私学助成というものが私立学校にとっていかほど大切なものなのか。建学の精

神というものがいかほど大切なものなのかということは十分御理解いただいているはずで

ございますので、御賢察をお願いいたします。 

以上でございます。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 田中啓委員、お願いいたします。 

○田中（啓）委員 ありがとうございます。時間もありますので、私は国の所管、特に子

ども家庭省（仮称）に絞って意見を申し上げたいと思います。 

 私はある意味、この新システムの議論には途中から加わったわけでございます。新参者

から見ますと、なぜこの子ども家庭省（仮称）が必要なのかといった辺りの説明が従来、
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少なくとも文書上ではあまり十分ではなかったのかなというような気がしております。今

まさに国全体として見ますと、財政難の中でダウンサイジングが避けられないという中も

ありますし、ましてや新しい省を設置するということは、いろいろな抵抗も予想されます

ので、もし本当に必要であれば、それをきちんと説明して、この法案に盛り込んでいくこ

とが必要ではないかと思っております。 

 実はこの子ども家庭省（仮称）を設置するというのは、もちろんできた暁には、この新

システムの運用を担っていくということになるとは思いますが、それ以外のいろいろな意

味合いもあるのだろうと思います。ですから、その辺りの子ども家庭省（仮称）の必要性

の意義といったものをきちんとこのワーキングチームで出して、それを是非法案の中に入

れていくべきではないかと思います。 

 本日の資料では「省庁再編の際に実現を目指す」と書いてあります。先ほど渡邊委員も

おっしゃいましたが、いつあるかないかもわからないということで、従来は「検討する」

という文言が入っていたのですが、本日の資料ですと、「省庁再編がない限り検討しない」

とも読めなくはないんです。ですから、場合によっては後退とも取られかねないわけなの

で、むしろそうではなくて、やはり期限なりを区切った上で設置をする。あるいは設置に

向けて検討を前向きに行うといったような文言をきちんと入れておく。 

 内閣府に一元化をするのは、あくまで経過措置であるといったようなことを盛り込んで

いくべきであるし、恐らくこのワーキングチームでそういうことを強く言わない限りにお

いては、なかなか実現は難しいだろうと思いますので、そういったことに賛同の方は、こ

の後もそういった御発言をしていただければと思います。 

 以上です。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 田中常雅委員、お願いします。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中でございます。 

 商工会議所として、３点お話をさせていただきたいと思います。 

 １点目は、事業主の費用負担について申し上げます。政府では社会保障と税の一体改革

の議論が進んでいます。これに対して商工会議所は３つの基本的な考え方を主張していま

す。 

 １つ目、何よりも社会保障制度を持続性あるものにしていかなければなりません。2010

年代半ばまでではなく、それ以降も含めて、税と保険料を合わせた国民負担率について明

確にお示しいただくとともに、給付の重点化、効率化を徹底していただくことが不可欠で

あると考えています。 

 ２つ目、社会保険料関連の負担は事業主にとって限界に達しております。持続可能な社

会保障制度を実現するためには、税と保険料、自己負担のバランス、そして給付と負担の

バランスの全体をパッケージとした改革が必要であり、こうした全体像が明示されないま

ま、社会保険料や税の負担だけを増やしていくことは反対をしております。 
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 ３つ目、商工会議所では、社会保障制度の重点化、効率化を行っても財源が不足すると

いうことであれば、消費税の引き上げにより財源を措置することについては、理解をして

おります。ただし、引き上げる場合には、デフレ脱却、景気や経済成長、中小企業経営を

最大限に阻害しないようタイミング、幅や仕組みについては慎重な対応が必要であると考

えています。 

 特に中小企業は消費税の引上げを価格に転嫁することが非常に難しく、消費税の引上げ

と事業主の社会保険料負担の増加を同時に行うことは無理があると思います。このように

財源については、当面の確保だけを考えた議論ではなく、経済成長や雇用や収入の確保も

考えた上で、全体政策の中で検証、議論をすべきであり、企業の負担増加は政策として適

切でないと考えています。 

 こうした基本的な考え方の上で、子ども・子育て支援については、繰り返しになります

が、「社会全体で子ども・子育て家庭を支える」という方針を踏まえ、財源はすべて公費

負担にすべきと考えております。 

 ２点目について、総合施設（仮称）の参入等に際しての要件ついてです。税制、設備整

備費補助金あるいは先ほど御説明のあった私学助成なども含め、学校法人や社会福祉法人

と同列に株式会社も扱うべきだと考えています。イコールフッティングによって多様な主

体の参入を促進しないと待機児童問題は早期に解消しないと思います。また、株式会社の

参入を阻害するので配当制限には反対をしております。 

 ３点目は、ワーク・ライフ・バランスです。新システムでの事業主行動計画の位置づけ

についてですが、112 ページのイメージ１のとおりにすべきであると考えています。現行

の次世代法が時限立法である以上、期限まで待ってその効果の検証を行い、延長の必要が

ある判断すべきであると考えています。 

 以上、３点でございます。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

藤原委員代理、お願いします。 

○藤原委員代理 私の方からは４点、意見を申し上げます。 

 １点目は、これは毎回申し上げているとおり、この新システムのための安定財源の確保

というのが大前提であると思っております。今、与党内で御議論が進んでいるという報道

は伺っておりますけれども、本当に年内にきちんとまとめていただけるのだろうかという

ことを非常に懸念しております。 

一方、野党の方においては、この新システムが税制抜本改革の対象になるのであれば、

協議に応じないというところまでいきまして、このところをどう解決していただけるのか

ということについて、しっかりと考えていく必要があるかと思っております。しかも、こ

の一体改革の素案の社会保障部分におきまして、この新システムについて、どういうふう

に進めていくかが若干記述されております。「2013 年度を目途に」ということが書いてあ

ります。「できるところから」と書いておりますけれども、今、税の方で議論をされてい
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るのは、2013 年 10 月に８％、2015 年に 10％と案が出ているようですけれども、一体 2013

年 10 月に３％を上げたときに、それをどう使うのか。 

私どもとしては、基礎年金の財源をまず優先すべきだという立場に多分なるのではない

かと思います。その上に今回の予算案では、年金交付国債という非常にあいまいなものま

でつくられてしまいました。年金財政に関してかなりの不安定になっていると思いますの

は、積立金はその間どうしても現金としてキャッシュアウトせざるを得ないという状況に

なりますので、これは労使で積み上げたお金を先に使ってしまうという形になりかねない

ということで、非常に心配しております。そういう財源の使い道についても、消費税を段

階的に上げるのであれば、何に使っていくのかということをしっかりと協議しながら、こ

の新システムについても御議論をしていただければと思っております。 

２点目は、幼保一体化のところでございます。私どもは、幼保一体化の形というよりも、

むしろ実質は待機児童の解消というところにまずは第一義的に目的があっただろうと思っ

ています。この観点からいろいろな制度について、御議論をしたいと思っております。 

特に私どもが心配しておりますのは、多様な主体の参入が実質的に規制されてしまうの

ではないかということを非常に危惧しておりまして、イコールフッティングが確実に実現

されるかどうかを引き続き、今後の議論の中に確認をしていきたいと思っております。 

３点目は、事業主拠出でございます。これについては再三申し上げていますように、こ

れまでの児童手当の事業主拠出金について、目的外使用が継続されたということで、2008

年には 1,200 億円あったものが、目的外使用によって、たった３～４年間でなくなってし

まっているという状況になっております。私どもとしては、この目的外使用には当然反対

しておりましたし、拠出金率の引上げも反対ということを言っておりました。 

それにもかかわらず、この足元で拠出金率を引き上げるということなのであれば、これ

から設けようとしている協議プロセスにおいて私どもの考え方が十分にくみ取っていただ

けないのではないかという危惧を非常に強く持っております。この点は重大な問題でござ

います。 

４点目は、ワーク・ライフ・バランスについてでございます。これも今、田中（常）委

員の方から御主張のあったとおりでありまして、次世代法はベビーブーム世代の子ども世

代の方々が出産の時期を迎えるにあたり、子育て支援の環境整備を促進するために時限で

設けた法律でございます。これはもう釈迦に説法でございますけれども、この次世代法の

目的とする期間は一定の期間決まっており、ベビーブーム世代のジュニアの人たちも出産

の時期は過ぎております。 

そういうことをかんがみるとともに、私どもから申し上げているのは、このワーク・ラ

イフ・バランスという考え方を企業においては既に仕事と子育ての両立支援というだけで

は考えていないという点でございます。介護のためのワーク・ライフ・バランス、外国人

雇用に係るワーク・ライフ・バランス等、多様な観点から従業員と話し合いながら、ワー

ク・ライフ・バランスについて実現をしていくという考え方をしております。 
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そういう状況において、このワーク・ライフ・バランスについて、次世代法にとらわれ

た考え方をそのまま新システムに持ち込むことについては、非常に危惧をしております。

むしろワーク・ライフ・バランスの推進を阻害することになりかねないと思います。この

点についても私どもの主張を１回の会議の主張ということでお考えになるのではなくて、

企業の実態をしっかりとごらんいただいた上で、次の議論に進ませていただきたいと思い

ます。 

以上です。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 菅家委員、お願いします。 

○菅家委員 今回のシステムがきちんとワークするかどうかにつきまして、やはり市町村

の関与が極めて重要だろうと考えております。これまでもこの会議で申し上げてきており

ますけれども、市町村の関与につきまして、少し述べたいと思います。 

 これまでの資料の中で、市町村の関与といたしまして、利用者支援あるいは調整、そし

て今回、公権力の行使に当たる措置というものが新しい法体系の中で考えられているよう

でありますけれども、併せまして、子どもの権利保障と質の確保された給付の提供につい

ての市町村の責務につきましても、この間、資料としても出されているところでございま

す。 

 この質の確保された給付をきちんと提供する義務を市町村に課すということは重要だろ

うと考えておりますけれども、その際には事業者、施設に対する全般的な市町村の関与と

いうものが不可欠だろうと考えます。きちんと質の確保された給付を提供させるという意

味でも、この市町村の施設、事業者に対する全般的な関与、指導といったものが不可欠で

あろうと考えておりますので、そういう意味では現行の児童福祉法にある要請といった機

能は今回のシステムの中にもきちんと確保されることが重要だろうと考えているところで

ございます。 

 更に今回のシステムでは、事業者と利用者との直接契約という考え方が出されているわ

けでございます。その際には当然のことながら、事業者に対する応諾義務が重要になるわ

けでございまして、そのことは今回の法体系の中で措置されるというふうに、この間、繰

り返し説明がされているところでございます。そのことは当然と考えておりますけれども、

やはり重要なのは、応諾義務違反の場合の措置をどのように講じていくのかという点が重

要だろうと考えておりまして、例えば介護保険制度におきましても、応諾義務が課されて

いるわけでありますけれども、それに対する一般に関わる税背措置、あるいは受給者の権

利保障といった仕組みが確保されていないということにつきまして、さまざまな事例も報

告されているわけでありますので、この点について、応諾義務をきちんと担保するための

措置といったものを今回の法体系の中で講じていくことが重要だろうと考えているところ

でございます。 

 以上です。 
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○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 坂﨑委員、お願いします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑です。 

 本日は意見書を提出しておりますので、それに基づいて簡潔に意見を述べますとともに、

７点ありますが、その他を含めて、お話をさせていただきたいと思います。 

 今回の子ども・子育て新システムは、給付の仕組みや国の所管等が多岐にわたるととも

に、先ほどからお話がありますように、私学助成が一部残るような給付の一体性と施設の

多様性との別みたいな形も含めて、非常に複雑でわかりにくいこともあり、さらなる検討

が必要なことは、これからも含めて十分検討していただきたいと思います。 

 まず基本的なお話を。財源につきましては、１兆円を超えるという追加財源の確保のこ

とにつきまして、何度もお願いしております。また、たくさんの皆様の中から、保育の量

的拡大と質の改善という書き方の中で、量的拡大というものが非常に重要視されていて、

現行の保育の質が決して高くない。保育の質というのは処遇改善等の質が非常に高くない。

むしろ非常に低い。昨年 12 月にそういうことが発表されているわけですから、そのことに

ついて、きちんとした形でそのことを改善した上で、量的拡大と質の改善を更に行うとい

うことをお願いしたいと思います。 

 国の所管につきましては、今日、内閣府にどのように統合されていくのかという話がさ

れていますが、基本的には子ども家庭省（仮称）の構想、工程表、それらのことがきちん

とあった上でこういう話し合いがされるべきでありますから、先ほど田中（啓）委員から

もありましたけれども、基本的にはその子ども家庭省（仮称）の構想や工程表をきちんと

議論をすることが必要であったのではないかと感じます。 

 ３番目に、市町村の事業計画等についてです。保育の認定が確実に保証されるような市

町村の責務について、法制化すべきであるということが非常に大事だと思っております。

その中で、長時間、短時間、標準的な時間というものがまだ基本的に示されておりません。

保育所関係者、幼稚園関係者とも事業をする関係者にとりましては、その保育単価や予算、

これは予算と別だという考え方があるわけですが、そのことが不安をあおっていることが

非常にあるわけです。 

 例えば保育料とリンクして保育単価があるというというのであれば、それらの金額は例

えば長時間は 11 時間であると考えるのが普通であるわけです。そういうことも含めて、保

育所が確実に保証されるような仕組み、認定の仕組みも含めて、法制化のことについて、

きちんと考えていただきたいと思います。 

 子ども・子育て包括交付金（仮称）につきましては、何よりもきちんとこども園給付（仮

称）等の子育て支援給付につきましては、負担金として行っていただきたいこと。子育て

支援事業については、交付金として行っていただくようお願いいたします。また、費用負

担の割合については、現行の国２分の１、地方２分の１と考えるべきと考えています。 

 利用者負担につきましては、前回、応能負担ということで説明を受けました。この中で
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日本保育協会で２年前に、「現行の保育の仕組みの中で最も一番大きな問題は何であるの

か」ということに対して、待機児童を上回った問題が保育の未納問題であります。ですか

ら、この直接契約をするという中で、この未納問題について、どのように考えていくのか

というのは、継続的に行われる大きな問題だと思います。 

単純に園が徴収をするわけではございませんが、未納の保育料については、市町村が施

設に代わって強制的に徴収する仕組みを創設するなど、市町村の公的な関与というものを

保育料の徴収の仕組の中にも入れていく。また、これから行われていきます、子どもに対

する手当、今までの子ども手当だと思いますが、それが直接保育料に充てることができる

ような仕組みをきちんと検討していくべきではないかと考えます。 

総合施設（仮称）について、施設類型や仕組みということ。また、例外的な取扱いがあ

るという複雑なことで一番最初に申しましたが、もしもその総合施設（仮称）が本来ある

のであれば、それは現行の幼稚園、保育所というものの基準に単に照らし合わせるばかり

ではなくて、その総合施設（仮称）にふさわしい基準というものをきちんとつくっていく

ということが大切なことだと思います。現行の基準が戦後間もない非常に厳しい時代につ

くられた最低基準であります。それらをつなぎ合わせた形で施設の基準をつくるというこ

とについては、非常に甚だしいのではないか。ある意味では専門家をきちんと交え、総合

的な機能を有する施設にふさわしい基準を新たに策定すべきだと思います。 

その意味では、申し訳ありませんが、先ほど述べられました、国の最低基準をすべて地

方の参酌にすべきだというのは、保育団体としては当然のことながら、反対をいたします。

きちんと国が定める基準を、最低基準という名前でいいのかどうかということも含めて、

きちんとした総合施設（仮称）にふさわしい基準を考えるべきと考えます。そういう意味

では、施設に置かれる職員につきましても、前回述べましたとおり、単純に教育に要する

先生ばかりではない看護師や食育の先生、特に事務職員の配置等、保育に関わる直接の処

遇の方々も含めて、そういう方々もきちんと職員配置にすべきと考えます。 

イコールフッティングにつきまして、いろいろな意見があるわけでございますが、基本

的には、現行の社会福祉法人に規定されている、現行法に基づきます、例えば社会福祉法

人の公益法人を活用した施設の設置等をきちんと促進すべきということは、前々から私た

ちとしては述べていることでございます。こども園給付（仮称）の株式会社等への使途制

限についての配当につきましては、一貫して反対をしておりますし、資金の外部への流出

などについては厳しい対応を行うべきということにつきましては、初めから述べさせてい

ただいております。 

基本的な考え方について述べさせていただきましたとおり、最後にですが、本来、子ど

も・子育て新システムの基本にあったものは、乳幼児期の子どもを、詰まるところは保育

ですが、保育の幼児教育は基本として公教育であって、それをどのように確立していくの

かという話し合いをきちんと真ん中に置いて行うべきものでありますから、どのような子

どもをどのような形で育てていくのかを単純につぎはぎしたような形ではなくて、そのよ



25 

 

うな公教育をどのように確立していくのかを中心に、これらのことを最終的におまとめを

いただければありがたいと思います。 

以上です。 

○無藤座長代理 それでは、駒村委員、お願いします。 

○駒村委員 ２点申し上げます。 

 １つは、法案が提出される時期になりましたら、なるべく速やかにわかりやすいこのシ

ステムに関する説明や資料を国民に提供してもらいたいと思います。議論について、情報

の量は多いのですが、整理されたものが伝わっていないようなので、関係者や子どもを持

たれている皆様が混乱、不安を持っているようでございます。 

 ２つ目は、行政に関わる話です。新システムは財源、補助の在り方、手続の一元化がま

ず第一義で、ここまで本日まとまってきたわけですけれども、その具体的な姿で施設の一

元化と行政の一元化が非常に遅れているのではないかという心配が持たれているわけです。

施設の方はインセンティブを持たせて、早急に一体化、一元化が進むように促進していた

だきたいと思います。 

行政の方は、これまでも何人かの委員にありましたように、子ども家庭省（仮称）をめ

ぐっての移行がインセンティブがないというか、あいまいであると。非常に受け身にとら

えられる。むしろ子ども家庭省（仮称）の議論をきっかけに省庁再編につながってもらい

たいというくらいの意気込みがあってしかるべきではないかと思います。 

ただ、子ども家庭省（仮称）の守備範囲というのは、新システムに限定されたものでは

なくて、恐らくワーク・ライフ・バランスに関わる家族と雇用に関わる議論も組み込んで

いかれることになると思います。今回、我々の議論も資料３の 112 ページでわずかに１つ

あるだけで、ワーク・ライフ・バランスに関わる議論は非常に不十分であったのではない

かと思っております。 

ワーク・ライフ・バランスはいろいろな定義がありますけれども、個別企業で福利厚生

や企業経営努力として、労使でそれを促進するというのはもちろん進めていただきたいわ

けでありますけれども、労働市場政策として、あるいは保育システムとの連携という公共

政策としても、この議論はよりやるべきではないかと思います。112 ページを見ても非常

に抽象的で、まだキーワードが並んでいるということでございますので、この新システム

と次世代法との連携の強化。これに関わる議論を関係省庁で早急に着手していただきたい

と思います。 

以上です。 

○無藤座長代理 それでは、清原委員、よろしくお願いします。 

○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。４点、意見を申し

上げます。 

 １点目は、本日資料１で示されました「国の所管及び組織体制について（案）」につい

ての意見です。何よりも福祉、教育といった垣根を越えた子どものライフステージに必要
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なサービスを一人の子どもも排除されない制度設計の中で提供していくことが、子ども本

位の子ども・子育て新システムにつながると思います。そういう制度を検討していけば、

おのずと国の所管についても一体性、一元化は不可欠になってまいります。 

今回の資料で最終的には子ども家庭省（仮称）を目指すこと。また、それまでの経過措

置として、内閣府に所管が一元化され、幼保一体化推進統括室（仮称）という名称で担当

組織の設置が明示されたということは、これまでのこのワーキングチームでの大方の意見

を反映した中で、事務局が限りなく一元化に近づける方向で努力されたことが示されてい

ると思います。 

ただし、「省庁再編の際には・・・」ということがありましたので、いろいろな御意見

がありましたけれども、私はワーキングチームとしては、こうした方向性を示すというこ

とが政治家の皆様、国会議員の皆様、政府の皆様に大変大きなメッセージになると思いま

す。省庁再編の優先順位というのは、おのずと国及び国会で議論されるべき内容だと思い

ますし、行革という観点がありますから、留保的に 10 ページには、この新システム担当組

織の下に「（内閣府、文科省、厚労省の子ども・子育て施策に関する体制のスクラップ＆

ビルドを基本に体制を整備）」とあります。 

これは事務局としても行革を進めなければいけない中、新しい担当室をつくるときには、

やはり一定のスクラップをしなければ新しい組織はつくれないというメッセージであり、

これはこれだけ厳しい国の財政の中では、当然新しい組織は必要だけれども、その組織づ

くりには一定の覚悟が政府にも、国会の皆様にも必要だということを示す重要なメッセー

ジだと思っておりまして、これは強調し過ぎても、し過ぎることはないことだと思います。

ですから、私たちも新しい仕組みをつくるときに、ワーキングチームとしても新しい一元

的組織をつくるときの、なるべく私たちの一元化も必要ではないかと感じている部分です。 

次に２点目、今日いただきました資料２「新システムにおけるこども園給付（仮称）、

市町村事業と私学助成の関係について（案）」について、意見を申し上げます。 

これは先ほどの所管の一元化のときに、３ページの１番目の◆に「現在の子ども・子育

て支援対策を再編成し、幼保一体化を含め、制度・財源・給付について、包括的・一元的

な制度を構築」とあることと関連することを、私学助成を切り口に資料２をつくっていた

だいたものと認識しています。 

私学助成を含め、子ども・子育て支援にかかる既存の財政措置を原則として、すべて新

システムに移行させるというスタンス。包括的・一元的な制度と財源の関係性を現在の制

度の中で課題となっていることを、私学助成を象徴的事例として切り込んでくださって、

方向性を出していただいたものと思います。 

私としては、学校法人だけではなく社会福祉法人について、表現はよくないかもしれま

せんが、前回よりも踏み込んで、同等の扱いを示されたということは、前回の意見を反映

した前進ではあると思います。更に市長としては、公立の総合施設（仮称）や NPO 法人立

の施設、また、憲法との関係もあって難しいという注意書きがありましたが、株式会社の
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運営する施設に対しても、その教育・保育に関する努力や実績が正しく反映される仕組み

の整理も引き続き必要になってきます。 

これはまだ今日の段階で精一杯の資料をお示しいただいておりますので、これは法律の

関係があって難しい点がありますので、留保はされていますけれども、今までの制度を多

様な担い手が参入してくるイコールフッティングの在り方としては、どういう方向性があ

るのかということについては、かなり踏み込んだ資料２をつくっていただけたのではない

と思っています。 

次に３点目です。参考２に 12 月 20 日付の「社会保障・税一体改革素案骨子（社会保障

部分）」が示されております。３ページの子ども・子育て新システムに関する記述につい

て、意見を申し上げたいと思います。 

子ども・子育て新システムがこの社会保障と税一体改革の個別改革項目の筆頭に挙げら

れているということは、意義あることでございますし、３ページに星印がありまして、「恒

久財源を得て、早期に本格実施（それまで間は法案成立後、平成 25 年度を目途に子ども・

子育て会議（仮称）設置や国の基本指針策定など、可能なものから段階的に実施）」とあ

ります。この「恒久財源を得て、早期に本格実施」と書いてあるところを本当に進めてい

ただかなければなりません。 

皆様も本当に何度も何度も、特に経済界の皆様も強調されているところですが、現在の

国の取組の中で、子どもに対する手当一つをとっても、先ほど参考資料１で示していただ

いたように、なかなかこれは大変なことでございまして、制度があっても財源の問題、地

方負担の問題、流動的であるという現実があります。私は、財源の裏づけなしに制度が動

き出すと、非常に困るのは子どもたちだと思っています。不安定な財源の下で新制度に移

行して、現場での混乱の中に絶対に子どもたちが取り残されないように、包括交付金（仮

称）についても確実に子ども・子育て支援に充当される仕組みとすることが検討課題だと

思います。 

最後に４点目、この星印の２つ目に「実施主体である地方公共団体をはじめとする関係

者と丁寧に協議を行い、理解を得たうえで、成案をとりまとめ、税制抜本改革とともに、

平成 24 年通常国会に法案提出」とあります。これが早いのか遅いのか。今までの日程によ

れば、順当な日程が示されていますが、実施主体が市町村であるということは、社会保障・

税一体改革素案骨子の４ページの「Ⅱ 新たな一元的システムの構築」の「（１）実施主

体は基礎自治体（市町村）」とあることと大いに関連します。今後も制度運用については、

実施主体である市町村と十分な協議を重ねるとともに、複数の皆様がおっしゃいましたけ

れども、量的確保だけではなくて、質的確保を担保するためにも、市町村に与えられる権

限は極めて重要になってきます。 

私たちが恣意的でなく、ある部分では裁量的でなければいけませんけれども、やはり一

定のナショナルミニマムの基準にのっとって、しっかりとした質の確保の権限が、あるい

は量的確保の権限が市町村に与えられますように。これが新制度の重要なポイントであり、
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この素案骨子の３ページにある星印の２つというのは、極めて重要でありますので、与野

党を超えて、この点について新制度の中で望ましい形を作り出す協議もしていただければ

と思います。 

以上です。ありがとうございました。 

○無藤座長代理 ここで順次を少し変えて、木幡委員が先に退出されるということなので、

どうぞ。 

○木幡委員 よろしいですか。申し訳ございません。 

 まず、私学助成の件ですけれども、これが一部残ってしまうことで、新システムの売り

であったはずの給付の一体化にならなかったり、一体化には見えなくなってしまうことは

非常に残念だと思います。また、残すことで「新システムに入らなくてもいいですよ」と

いう雰囲気をつくってしまうことにもなりかねません。せっかくそこを一つにしようとこ

れまで頑張ってきたのですから、残すにしても、子どもに関係するお金の部分はすべて内

閣府から出す。「私学助成」という名前もやめて、新システムに準じたものにするべきで

はないかと思います。 

 私立幼稚園に限らずですが、今回の改革でどれだけ幼稚園がこのシステムに参加してい

ただけるかが、とても大切なポイントだと思います。自分の子どもを幼稚園に入れるとい

う選択肢がなかった私個人としても、大変そこに大きな期待を寄せております。ここが増

えませんと待機児童も減りませんし、働きたい女性が働けないという状況は続いてしまう

と思います。是非そこはよろしくお願いします。 

 また、所管の一本化については、この子ども家庭省（仮称）に向けたファーストステッ

プとして、今回提出された資料のようになっていると理解しております。幼保一体化推進

統括室（仮称）ができるということですが、会社の中でもそうですけれども、いろいろな

組織が集まりますと、なかなか力関係が難しい部分がございますので、これまでの厚生労

働省、文部科学省に分かれてやっていらっしゃった業務が、すべて内閣府が一緒になって

行うという理解でよろしいのでしょうか。是非その際は、幼稚園の認可とか保育所の認可

など、その各省単独のものについても内閣府が関与するとか、あらゆる場面において、そ

の内閣府がリーダーシップを取って、やっていただければと思います。 

 そして、子どもに関する問題というのは、この幼保一体化だけではなくて、まだまだた

くさんあるということを是非忘れないでいただきたいと思います。これからもずっと続い

ていく非常に重要なテーマだと思いますので、どうかこの幼保一体化推進統括室（仮称）

で終わらせることなく、同時進行で子ども家庭省（仮称）を実現するための道筋をつくっ

ていただいて、なるべく早い段階で国民にわかりやすい形で所管を一本化していただけた

らと思います。 

 今朝の読売新聞にも、「子ども家庭省（仮称）に向け一歩前進」という記事が書かれて

おりました。小さな一歩でもとにかく踏み出していただきたいと思うようになりました。

踏み出すことによって、きっといいモデルができて、それを使う利用者が増えてくれば、
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自然とそういう流れができてくるのではないかと考えております。 

実際に独自にそういった幼稚園、保育所を一体化させる取組を取材してみますと、とて

も上手にやっていらっしゃいまして、今でもちゃんとできるではないかと思うことが多々

あるんです。また、幼保一体化ワーキングチームでたしか古渡委員が震災に見舞われ、子

どもを取り巻く環境が大きく変化した福島県を例に挙げまして、既存の縦割りの制度では

カバーできなくなっている部分があるんだという御報告がありました。そういった状況は

既に現実に起きているわけですから、こういった会議の場だけではなく、そういった実例

や実際の保育の現場で起こっていること。既に始まっている幼保一体化への流れなどを参

考にして、進めていっていただければと思います。 

最後になりますが、保育時間についてです。今後、働き方は本当にますます多様化する

と思います。私のようなマスコミだけが特例ではなくて、出版や医療現場やサービス業、

いろいろなところでもう９時～５時ではない働き方が、皆様が思っている以上にどんどん

増えているはずです。ですから、せっかく苦労してつくった制度が実際に両立支援に結び

付かないことにならないように、どうか多様なメニューを用意していただいて、いま一度

利用者の視点を念頭に置いて、時代に合った制度をつくっていただきたいと思います。 

以上です。ありがとうございました。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 菊池委員、お願いします。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。 

 前回 12 月６日は欠席をさせていただきました。欠席の理由は、私学助成等の件に関して、

全国保育協議会としては大変遺憾であるということの意思表明であると御理解をいただけ

たらと思います。 

 ペーパーを出しておりますので、それに沿って意見を申し述べたいと思います。 

基本的に新システムというのはいかなるものかという話になるわけですけれども、今の

流れを見てみますと、過去のこれまでの仕組みに対する執着は非常に強く感じる。そこか

ら一歩抜け出せていないのではないかという感じが非常に強く感じるところがございます。 

もともとこれまでたくさんの課題があったものを、こういった新しい仕組みをつくるこ

とによって解決をしていく。そういう意味では、以前にも申し上げたことだと思いますが、

それぞれしょって立っているものはあるけれども、それを乗り越えて議論をして、新しい

ものを構築していく視点が必要ではないかと申し上げたと思いますが、そのようなことで

今後のとりまとめについてもお願いできればと思っております。 

制度設計、給付システム、施設の一体化が前提であるとサブタイトルで書いております

けれども、先ほど、どなたかから利用者の公平性の問題の御発言がございましたけれども、

公平という意味でも、一体化をすることによって公平性を担保するということ。違うもの

が共存してしまうと、そこには必ず違いが出てしまうということ。そうしたことを考えて

も一元化、一体化をしていくべきではないかと思っております。 
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１１月２４日にも申し上げたと思いますが、全保協としては私学助成を継続したままで、

施設類型を固定化する制度には反対をしたい。最大限の努力、工夫によって、新システム

の枠内で解決すべきではないかと思います。いろいろな難しい問題があって、実務に関係

している方々が御苦労されているのはよくわかりますけれども、将来に向けての新しい仕

組みをつくるということについては、そこには一つの大きな、これまでにない新しいシス

テムをつくるということであれば、そういった壁を乗り越えていくというのは非常に重要

なことではないかと思っております。 

その理由として、そこに３つほど挙げております。私学助成を残すことについては、財

源の一体化をもって包括的に給付とサービスを提供するという給付設計の方針に反してい

る。 

もう一つ、３歳児で分断されたり、細かいことを言えばたくさんあるわけですが、今回

の待機児の解消という、これは目的の一つに過ぎないと思いますが、それを解消する意味

でも、うまく一体化の仕組みをつくって、これは早く解消すべきではないかと思うわけで

す。人口動態の状態を見ても、もうあまり時間がないんです。 

そういう意味からすると、早く今の社会の課題に対応できる仕組みを構築する必要があ

るということを考えますと、その新システムそのものが社会の期待に応える、効果的にそ

の役割を果たせるような仕組みにする必要がある。そういった観点から一体的なシステム

につくり上げていくことが必要ではないかという気がします。 

地域主権という名の下に、市町村の自由度を高める。これは決して否定するものではご

ざいませんけれども、先ほどもどなたかから話がございました。最低基準の問題について

は、基本的に国の方でしっかりと決めていくべきではないかと。例えば子どもの環境とし

て見たときに、都市部で家も狭い、保育所に行っても基準が低いことによって狭いという

のはよくないと思います。むしろ都市部の方がゆとりのあるスペースが必要ではないかと

現実的には思うわけです。 

もう一つは、これも気になっていることですが、市町村の自由度を高めることについて

は反対するものではないですが、そのことが要するに一般財源化とは言わないけれども、

それに近いような状況が生まれるのではなかろうかという危惧がございます。そういった

ことを考えますと、途中で書かれておったと思いますが、子どものために使われたことが

確認できる仕組みを導入してはどうかということがございました。これは是非とも実現を

していただきたいということ。 

先ほど所管の問題がございましたけれども、基本的には省庁再編の時期。これはたくさ

んの方から御意見がございました。そういうことではなくて、時期を明確にして、すべて

のことにおいての工程表をしっかりと明らかにした中で、進めていただきたいと思ってお

ります。 

恒久的な安定的な財源を確保するということについては、これまでの我々の悲願でござ

いましたので、これは是非ともお願いしたい。 
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最後に大きな字で書いておりますが、基本的には私どもがこれまで主張してきましたよ

うに、昨年６月 29 日の基本制度案要綱に沿った形で、制度設計を強くお願いしたいという

こと。 

最後になりますけれども、先ほど説明という話がございました。これは利用者に対して

も、社会に対しても、事業者に対しても、その他の関係者に対してもということですが、

新しい仕組みをつくるということはマイナス要因よりも、むしろメリットをつくっていく

作業だろうと理解しております。そういう意味では、それぞれにとってメリットがある。

そのことをしっかりと説明をしていただく作業が必要ではないかと思いますので、その点

につきましてもお願いをしておきたいと思います。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 奥山委員、お願いします。 

○奥山委員 追加で資料を入れさせていただきました。別刷りになっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 私はこの１０年、ＮＰＯとして活動をしてまいりましたけれども、その最初の思いとい

うのは、子どもを育てている子育て家庭には、本当に社会的な支援がとても乏しく、「こ

れはもう母親が頑張ってやるしかないのか」というところからでした。ここにきて子ども

家庭省（仮称）という言葉も出てきて、厚生労働省、内閣府と言っても、それは子どもや

家庭に関わることをなさっているのかどうかは、国民にとってわからないわけです。それ

が子ども家庭省（仮称）という名前が付くことで、子育て家庭にとって、「より深く政府

が考えてくれているんだ」という思いに直結するものかなと思っております。まだまだ何

をそこに盛り込むべきかということについては議論が必要だと思いますが、子どもと家族、

そして、その労働を含めた形で、いい形で世論が巻き起こることに期待したいと思ってお

ります。 

 ５点ほど書かせていただきました。非常に各論になってしまうのですが、今日の２つ目

の資料にありました私学助成についてです。今回の資料の中では前回に比べますと、かな

り一体的に原則こども園給付（仮称）に統合する方向、もしくは市町村事業に入れていく

方向というのが打ち出されたことについてはよかったなと思っております。 

例えば横浜市で言いますと、幼稚園が 250 園くらいあったと思いますが、うち 100 園が

就労型の預かり保育になっています。いわゆる保育の事業費が入った預かりが 100 園以上

で行われております。もちろん、土曜日や長期休み１週間くらいは除外するという規定の

ある平日型という種類もありますが、250 園のうち 100 園が就労目的の預かり保育である

ということは、この５～６年の間で大きく変わってきた点ではないかと思っております。

（実際調べたところ、横浜市の幼稚園 287 園中、109 園が実施していました。平成 23 年 10

月現在）。 

もちろん、就労ではない在宅子育て家庭の預かり保育ということも両方あるわけですの

で、それはこの預かり保育の取り扱いについては、その辺りの整理が必要だと思いますし、
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この一時預かりについて、市町村事業の一時預かりにする場合には、すべての子育て家庭

を対象としているのが今の市町村の事業の一時預かりですので、その辺との整合性が今後

議論になってくるのではないかと思っています。まだまだこれから整理が必要な部分だろ

うとは思っていますけれども、こういった可能性がいろいろと出てきたことについては評

価をしたいと思います。 

２つ目、何人かの委員から御指摘もあったと思いますが、子ども・子育て新システムと

いうのは、就労だけを見るということではないと思います。もうちょっと大きく包括的に

子ども・子育て支援をとらえていかなければいけない。そういうふうに考えますと、やは

りどうしても保育の給付、市町村事業に入っている延長保育、休日保育、かなり保育事業

の経費が結構、市町村事業にも入っているんです。つまり保育の事業が増えて、こども園

給付（仮称）の保育の事業が増えていけば、市町村事業の休日保育、延長保育なども増え

ていく。もちろんそれが必要だと思います。 

また、放課後児童のところも予算が増えていくことになりますと、やはり全体のパイを

大きくしていって、市町村事業のすべての子育て家庭に資する部分についてもバランスの

よい計画をつくっていただきたいと思っております。それが後回しにならないような給付

の仕方が大切になってくると思っております。また、そのことも含めて、そのバランスの

よい計画づくりを策定していくためにも、地方版の子ども・子育て会議（仮称）の設置は

非常に重要な意味を持ってくると思っております。 

できれば、すべての市町村に義務づけをしていただきたいと思っていますが、それがも

しも難しいということであれば、中核市以上は是非義務づけをいただいて、設置をした市

町村についてはインセンティブが働く仕組みなど、工夫が必要ではないかと思っておりま

す。社会的養護や障がい児福祉、市町村の進捗状況の把握や広く検証を含めた広域的なサ

ポートを推進するためにも、都道府県におかれましても、子ども・子育て会議（仮称）の

設置が求められるのではないかと思っております。 

また、今日の説明の中に、市町村裁量、このシステム以外のところの裁量が認められて

いる部分があると思いますけれども、交付金の透明性の確保というものも非常に大事にな

ってくるのではないかと思いますし、市町村独自事業の中においても、子ども・子育てビ

ジョンに位置づけられた費目、項目。こういったものについては、まず全国の標準ととら

えて、優先的に整備計画を立てた上で、地域独自の事業が展開されてくるということが大

事ではないかと思います。 

最後に、山縣委員が御指摘をいただきましたコーディネーターの話にも関わるところで

すけれども、私どもは地域子育て支援拠点事業を運営している中で、非常に乳幼児期、産

前産後含めて、子どもと家庭に包括的に寄り添う視点が重要であり、ここにかかわる人材

というのは、保育・教育とは別の観点で見ていく部分も大きいのではないかと思っており

ます。この辺りの専門性の確立を今後は検討していくことが大事になってくるのではない

か。 
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それは子ども・子育て家庭を包括的に支援する専門性ということと同時に、今、子育て

がうまくいかないとか、子どもに課題を抱えている、自分にも課題を抱えている。そうい

った方々に対して寄り添うという視点のある当事者を生かした支援。そういったものを両

方兼ね備えた専門性が必要になってきていると感じております。 

以上、御意見でした。ありがとうございます。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 岡本委員、お願いします。 

○岡本委員 ありがとうございます。 

 まず資料３の 51～52 ページにあります、こども園給付（仮称）の在り方について、意見

を述べさせていただきます。こども園給付（仮称）の具体的な給付水準の設定は今後検討

するということになると思いますけれども、ここにも記載がありますように、質の担保さ

れた学校教育・保育を提供するために必要な給付水準、公定価格を十分に保証する必要が

あります。特に職員配置を基準にした価格設定を行うべきだと考えます。また、公定価格

に加えて、保護者からの実費の上乗せ徴収を認める場合であっても、徴収の上限設定と徴

収可能な実費の範囲。この明確化は必要不可欠であると考えます。 

 52 ページの下段の※の３のところに、実費以外の上乗せ徴収について、「上限の設定は

しない」というふうに書いてありますが、実費以外であっても上限設定と徴収可能な実費

の範囲の明確化というものは必要ではないかと思います。上限や範囲が設定されない場合

に、高額な入学金などを設定する事業者、施設というものも想定されます。低所得者は免

除というふうにここで書いてありますけれども、結果として公定価格の制度を形骸化させ

ることにもなりかねませんので、慎重な対応が必要だと考えます。 

 ２点目は、公立こども園（仮称）の給付についてです。確認のために２点ほど質問させ

ていただきます。 

私立のこども園（仮称）と公立のこども園（仮称）、いずれも同じように指定を受けて、

同じように個人給付として、こども園給付（仮称）の対象となるということでよろしいで

しょうかということが１点。 

 公立保育所について、資料３の 103 ページに「市町村の責任で運営している公立保育所

に対し、再び国の関与を設けることとなりこれまでの地方分権の流れなどと整合的とはい

えない」と書いてあるわけですが、この整合的とは言えないところ。これまでいろいろと

議論があったかと思いますが、もう一つは私はよくわからないので、そこの点を御説明を

再度いただければと思います。 

 これまでもいろいろと議論がありましたけれども、公立保育所が一般財源化をされたこ

とによって、さまざまな課題がこれまでも挙げられていたかと思います。その大きな事例

で言えば非正規の方が増えたとか、または無資格で担当をしている方がいるとか、そうい

ったようなことなどを考えますと、やはりここの部分で読み取ることから言うと、一般財

源化にしていくと見えてしまいます。本当にそういったことでいいのかどうか。質の高い
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保育というものをきちんと担保していて、最初のころのワーキングチームで、そこで働く

人たちの低賃金の問題等々も議論があったかと思いますが、そういったことが本当に担保

されるのだろうか。 

もちろん、自治体によっては持ち出しできちんとやっていただいているところも多いと

思いますけれども、保育に対するプライオリティが低いところでは、なかなかそういった

ことにもなっていないのではないかということをどうしても懸念せざるを得ないわけです。 

是非そこのところについても、どうやったらきちんと子ども色の財源をしっかりと確保

して、そこにきちんとした形で充当できるのかということを考えていただきたいと思いま

すし、待機児童の多い都市部ほど、実際には一般財源では交付をされないというようなこ

ともあるわけですから、そういったことをどういうふうに見ていくのかということなども、

どうしても不安材料として思ってしまうということを申し上げたいと思います。 

 先ほど事業主団体の方々から事業主負担についてのお話とワーク・ライフ・バランスに

ついて出ていましたので、一言申し上げたいと思います。 

 事業主負担については、これは大きく言えば、労働者も負担をしているということにな

るわけです。おっしゃるように目的外使用があったり、または使われ方が不透明、または

増額をしていったということは当然あるかと思いますし、実際には社会保障・税一体改革

の中できちんと事業主負担をどういうふうに全体的に見ていくのかということは、当然必

要なことだろうと思います。 

 ただ、やはり今回の新システムは、両立支援という労働政策的側面もあるわけですから、

私は事業主はこの新システムによって直接、あるいは間接の受益者であると思っています。

もちろん、費用の負担割合とか拠出方法については、検討の余地があると思いますけれど

も、受益者として適切に負担をした上で、この子ども・子育て会議（仮称）の場で参画を

通じて、自ら拠出した資金の使途などを決定、監督していくということが適当ではないか

と考えています。 

 ワーク・ライフ・バランスですが、もちろんこれはダイバーシティという言い方に変わ

ってきている大企業も多いわけですが、実際に中身としてはまだまだワーク・ライフ・バ

ランスをどのように推進していくのかということが中心であります。その中にもちろん、

介護ということは入りますけれども、両立支援策としての重要な点、側面というものは変

わらないと思っています。 

長時間労働が問題であったり、短時間勤務の導入であったり、そういった部分について

はまだまだ十分ではないということを考えますと、きちんとワーク・ライフ・バランスを

この場でも位置づけて、先ほどお話がありましたけれども、もう少しきちんとした議論が

必要だと思いますし、イメージの１とおっしゃっていましたが、行動計画は大体３年ない

しは５年で提出をしていくということになっていますので、この期限が切れた時点とか、

１年くらい前でまた改めて議論をしましょうということでは間に合わないと思います。 

実際に企業では労使の中で、行動計画が切れた時点で議論をするわけではありません。
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数年前のところから、次はどういう計画を出そうかということで議論を始めたりするわけ

ですから、そういった意味では、この期限が切れた時点。もちろんその時点でというイメ

ージでもないとは思いますけれども、それでは多分間に合わない。そういった現実的な側

面から見てもきちんと位置づけて、議論をしていく必要があろうと思います。前回、恒久

化については少し検討することが必要ではないかと申し上げましたが、今の内容をそのま

まそこに当てはめるということではないのかもしれないなという意味で申し上げました。 

以上です。 

○無藤座長代理 質問はあとで一巡したところで、まとめてお答えいただきたいと思って

おります。 

 岡上委員代理、お願いします。 

○岡上委員代理 全国国公立幼稚園協会の会長の代理で出席しております岡上でございま

す。本会から提出しております資料に沿って、簡潔に意見を述べたいと思います。 

 本会は何よりも学校教育・保育の質の維持・向上が図られるような制度が確実に構築さ

れるように願っております。国の所管についても、学校教育は幼児期教育から小学校、中

学校へと一貫した教育を保障することが大切であり、幼稚園についての所管が他の学校種

の所管と切り離されることがあってはならないと考えております。したがいまして、総合

施設（仮称）につきましても、幼保一体化推進統括室（仮称）が提案されておりますが、

そのとおり文部科学省がしっかりと関与していくこと。それをお願いしたいと思います。 

 次に、子ども・子育て会議（仮称）についてでございます。多様な生き方が認められる

社会や保護者の意見を反映して、しっかりとこの会議が機能するように、どのような事柄

をどのような方法で検討していくのか。また、検討結果や意見等がどのような形で反映さ

れていくのかなど、会議の位置づけを明確にしていただきたいと思います。 

また、その構成につきましても、教育・保育の現場で働くもの、あるいは子育てに関わ

る保護者等の意見が入るような仕組みが必要であると考えております。そして、その運営

につきまして、さまざまな立場から構成員が参加されることと思いますけれども、教育・

保育についての理解を深める機会。こういった機会を運営の中で確保していただきたいと

思います。 

総合施設（仮称）の具体的制度設計についてでございますが、設置認可・指導監督等の

主体については、学校教育の部分について、先ほど坂﨑委員からも「公教育としての確立」

というお言葉がございましたが、義務教育と同様に、都道府県教育委員会の適切な指導監

督によって、教育の公共性が確保されるようにする必要があると思います。 

先ほど来、質の確保ということがたくさんの方からお話がございました。この質の確保

とともに、保護者や地域住民に信頼される開かれた経営を進める上で、評価の積極的な実

施は不可欠でございます。自己評価、関係者評価等、明確な位置づけの下に実施されるよ

うにしていただきたいと思います。 

そして、設置基準についてでございますけれども、先ほど来、「本当に子どものための
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施設が必要だ。」「都会ほど大きな面積が必要なのではないか」というような御意見がご

ざいました。また、幼稚園と保育所の基準をつなぎ合わせるだけではなくて、よりよい子

どものための施設を考えますと、できる限り高い基準に設置していただきたい。そして、

現行で見ますと、幼稚園設置基準が子どもの教育を考えた設置基準になっておりますけれ

ども、それを超えるよい基準をつくっていただきたいと思いますし、その意味でも職員の

配置の基準を現行より引き上げていただければと思います。 

特にまた運動場に関しましては、子どもの発達、子どもは体を存分に動かして遊ぶ中で、

身体諸機能の発達だけではなく、さまざまなことを考え、知恵を育てております。そうい

った意味でも運動場は不可欠です。教育・保育の質の確保のために、是非このことを心に

止めて設計していただければと思います。 

同じように学級担任制。これは一人一人の幼児への意図的、計画的、継続的な指導には、

やはり学級の責任者を明確にする担任制が有効であると考えております。この担任する教

員、保育士の専門性が総合施設（仮称）の質の高さを左右するものです。最も大きなもの

です。そこで教員、保育士である限り、豊かな人間性や優れた教育実践等が求められるわ

けですけれども、常に教育方法や教材についての新しい知識を身に着けていかなければい

けません。教員・保育士がライフステージに応じて、教員・保育士として着実に成長して

いくことができるような研修制度の構築を是非お願いしたいと思います。 

最後になりますけれども、駒村委員、清原委員、岡本委員から国民への周知の方策、子

どものための施設ということで、新しい施設、公立の総合施設（仮称）の努力に対しても

大きな支援をお願いしたいというような趣旨の御意見があったかと思います。駒村委員が

おっしゃられた法案提出時に整理したものを、わかりやすく国民に知らせるときに、公立

の総合施設（仮称）に対しての努力が、今日御提示くださった総合施設（仮称）に対する

説明の様式が、せっかく努力しているものに対して、このような表現で説明されますと、

存在価値を否定されたような印象も受けてしまいます。お金の流れとしてはきちんと説明

しているものでございますけれども、そういったことも考慮していただき、是非公立の総

合施設（仮称）に対しての努力も図面として見られるような表現の仕方を工夫していただ

けるとありがたいと思います。 

以上でございます。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 遅れてきて申し訳ございませんでした。 

 私の意見としましては、提出させていただきました資料の 15～16 ページに記載しており

ます。重複したことは申し上げませんので、他の委員の方から提出された資料で、いまだ

に株式会社立の総合施設（仮称）参入へ強固に反対されている方がいらっしゃるというの

を見て、少し戸惑っているわけでございます。どうも私から見ますと、株式会社立の総合

施設（仮称）参入を反対されている方というのは、株式会社に対する間違ったイメージと
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か偏見を持って見ていらっしゃるというふうにしか見えません。 

 株式会社で悪いことをするような会社があるのは確かでございます。しかし、それは学

校法人でも社会福祉法人でも同じでございます。どうして株式会社だけが性悪説に立って、

その他の法人が性善説なのでしょうか。私はこれはどうしても理解できません。質を担保

するという基準としては、最低基準や監督基準があるわけでございますので、それに沿っ

て運営されていれば、問題がないはずでございます。そういった基準は一体何のためにあ

るのかということがわからなくなってくる次第でございます。 

 現状でもそうですが、施設の供給量の少ない地域、例えば株式会社等が参入できないよ

うな自治体ですと、その中身、質をほとんど選ぶことなく、現在、保育所の認可等が行わ

れているという現状がございます。そういう中で多くの事業主体が参入することによって、

当然競争が起きるわけでございまして、その競争というのは質の中身の競争です。そのこ

とは、つまり利用者にとってメリットが増大するということでありますが、こういった事

業主体の制限をかけるということは、いつまでもそういった質の向上が図れないと。現状

と変わらないというものが、この総合施設（仮称）にできてしまうということでございま

す。 

 私の言いたいことは本当にこの１点でございまして、保育の質を向上させるためにも、

是非同じイコールフッティングで、株式会社立の保育所も総合施設（仮称）に認めていた

だきたいということでございます。 

 以上です。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 それでは、オブザーバーの方にお願いしたいと思います。 

古渡委員、お願いします。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の古渡です。よろしくお願いいたします。 

 協会としては３点ほどあります。 

１つは、先ほどの新システムにおけるこども園給付（仮称）、市町村事業と私学助成の

関係についてです。例えば一時預かりとか預かり保育という観点で考えたときに、確かに

幼稚園としての預かり保育と、もちろん、保育所としての一時預かりがあると思います。

本当に子どもにとってと考えたときに、多分子どもにとってのイコールフッティングと考

えれば、どちらも差はないと思うんです。要は親が預けるという観点でもそうですが、基

本的に幼稚園の預かり保育、保育所の一時保育、総合的に考えても子どもから見れば、実

はどちらも差はないのではないかと思っています。 

そういう観点で考えたときに、これは市町村事業に一つあったと思いますが、今回、認

定こども園が法律化され、現行まで来た観点でお話をしますと、例えば県の認定で各市町

村にある認定こども園が設置されています。市町村事業ということなので、子育て支援と

いう業務が認定こども園（仮称）の必須機能としてなっています。ところが市町村事業が

ゆえに、実はやらないと。「うちの町ではやらないよ」となってしまうと、実は県の認定
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を受けながら、もう実は子育て支援の必須を働くことができなかったと、いろいろな施設

があります。 

例えば幼保連携型でもそうですが、認定こども園（仮称）になるためにかなり努力し、

優良な施設がたくさんございます。でも、結果的には、今お話をしたような県と市町村の

事業における整合性が多分、今まできちんと取れていなかったのではないかという観点が

あります。そういう観点から考えますと、一番最初にお話ししましたように、一時預かり、

または預かり保育という観点から考えますと、基本的には県の認定、市町村事業の意味と

いうのは、多分かなり整合性のとれた観点でなければ、実は現場は相当大変ではないかと

思っております。そういう観点では、私学助成だろうが、子どもにとってという観点をも

う少し明確にしていただきたいと思っております。 

今、一点と二点をお話ししたんですけれども、もう一点としましては、今回何人かの委

員の方からお話があったと思いますが、処遇の改善という問題。これは非常に大事ではな

いかと考えております。現実的な話でいいますと、年度途中からの子どもたちが幼稚園に

しても、保育所にしても、認定こども園（仮称）にしても、子どもが増えたときに職員を

雇おうと思いましても、実は全然いません。正直言って年度当初の人材しか確保できない

状態で、その１年間を過ごすことになっています。それは認定こども園（仮称）になろう

が幼稚園、保育所は関係なく、実は職員が非常に足りなくなりつつあります。 

そういう観点も踏まえますと、今回の１兆円超という大変すばらしい、お金の中に実は

処遇の改善はどう位置づけていくものかというのは、非常に大きい問題だろうと思ってい

ます。実際のところは１兆円を見たときにありませんが、せめて２兆円と言っていただけ

るような政策が必要なのではないかと思っています。 

そうするとことは、逆に先ほどの社会保障と税の一体改革の骨子（案）の中にも書いて

あったと思いますが、今ここの新システムの中で本当にすべての子どもたちという観点で

考えれば、未来への投資は本当の姿だと思っております。そういう観点から考えましても、

協会としましてもそうですが、すべての子どもに最善の利益と本当にもう一回シンプルに

戻ったときに、先ほどの一時預かりの問題もそうですが、預かり保育も本当に子どもたち

という観点で考えれば、かなり整合性のとれたものにしていただいた方が、現場としては

非常にやりやすくて、保護者の方や子どもたちのためにできるのではないかと思っており

ます。 

あとは国、県、市町村の関係の中で先ほどありましたけれども、きちんとした連携が取

れないと、結果的に今回の認定こども園もそうですが、せっかくできる施設ができない。

それは非常にもったいないと思っておりますので、その辺の連携の仕組みとか、密接な資

金等の流れもそうですが、お願いしたいと考えております。 

以上です。 

○無藤座長代理 ありがとうございます。 

 普光院委員、お願いします。 
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○普光院委員 保育園を考える親の会の普光院です。 

 私たちの会には約 250 名が参加する会員メーリングリストがございまして、今回はそこ

で直前に改めて議論をして、意見をまとめてまいりました。会員の保育所保護者にはさま

ざまなお仕事の方がおられますが、今回は金融や財務に詳しい方、法律家の方からも御意

見をいただきました。資料を各委員からの提出意見、私のレジュメが９ページから始まっ

ておりますけれども、11 ページからこの会員メーリングリストからの抜粋、保護者の生の

声というのをまとめておりますので、是非ごらんいただきたいと思います。 

 私のレジュメは９ページからですが、それに沿ってお話をしてみたいと思います。 

 まず第１点目は、株主配当についてです。これについては、一番発言が多かったのです

が、少なくとも総合施設（仮称）については株主配当を禁止してほしいというのが保護者

の率直な声でした。理由は生の声の方に端的に述べられています。保育はぎりぎりで行わ

れていて、どう見ても利潤を出せるような状態ではないというのが保護者の実感です。 

株主配当を認めた場合、金融機関等の株主は利潤拡大を求めるのではないだろうかとい

う指摘がありました。財務に詳しい会員からは、もしも配当制限という形の制度となった

場合には、こういう必要条件があるのではないかということが出ておりまして、それが生

の声の 11 ページの下の方に掲げてありますので、是非御検討をいただきたいと思います。 

秋田先生は今日御欠席ですけれども、秋田先生のレジュメの中でも、ノルウェーが当初、

配当制限なしで制度をスタートさせて、配当制限を設けるようになったということを書い

ておられます。 

中間まとめでは明確に書いてあったことですが、施設会計から他事業への流用というの

は、もちろん禁止しなくてはならないと思います。これに関連して、○の２の要望がござ

います。これは繰り返し申し上げていることですけれども、施設会計の区分や透明性が必

要ということと、民改費のような人件費確保のインセンティブが必要ではないかというこ

とを書いております。 

○の３点目は、入園手続についてです。これは実は保育所保護者にとっては一番わかり

やすく、また皆さんが意見を持っている部分だと思います。今回、資料３の 40 ページなど

には少し書いてありますが、待機児童がある地域では、従来のように市町村で申請を受け

付け、選考もすることが必要だと思います。幼保一体化ワーキングチームではそのように

説明されて、私も納得しておりましたけれども、今回、資料３の 44 ページや 47 ページで

は、全く触れられておりません。大変不安になっております。明確にしていただきたいと

思います。従来のような入園選考の仕組みがないと、保護者は大混乱になってしまいます。

どのような混乱かは、生の声の方に具体的に書かれていますので、ごらんください。 

今回、幾つか質問を設けておりますけれども、これは次回でも結構ですので、事務局に

御回答をお願いしたいと思っています。 

○の４点目、保育時間に関しましても、さまざまな心配があります。こども園給付（仮

称）の額は職員が働く時間を考慮して決めるということになっていますが、３つの区分時
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間とも基準に基づいて、常勤の正規雇用の保育者を基準配置して、安定的に運営できる額

でなければ、保育の質は保てないと思います。 

区分時間の「標準時間」という呼び方はおかしいと思います。「４時間保育」、「８時

間保育」、「１１時間保育」等の呼び方にして、それぞれの時間、養護と教育が一体とな

った保育が行われるようにしていただきたいと思います。また、現状、延長保育がなけれ

ば勤め続けられない保護者が多いのですけれども、市町村の子ども・子育て支援事業（仮

称）になった場合、延長保育が後退しないかという心配も出ております。 

○の５点目、児童福祉法 24 条の改定について、前にも意見を書きましたけれども、法

律家の会員からは、（１）行政に保育の実施責任があることを明記すること、（２）三面

契約などで保育契約に行政を当事者として関与させ、これを行政処分性のある公的契約と

位置づけるという２つのことが必須であるとの指摘を受けております。この点に関しても

お考えをお聞かせいただきたいと思っております。 

関連して、一昨年、お子さんを保育所の事故で無くされた御両親から、現行制度の下で

も都道府県と市町村で責任をなすり付け合うような現状があるという訴えが来ております。

新システムではますます自己責任、当事者同士での解決ということになってしまわないよ

うにお願いしたいということです。これは生の声の方にも御両親の書かれた内容が載って

おりますので、見ていただければと思います。 

なお、資料３の 29 ページに、都道府県とともに市町村も指導監督権限を持つことが提

案されていますけれども、これについては賛成したいと思います。 

６点目は、しつこいようですが、上乗せ徴収の問題です。長時間児にとっては、正規の

給付の時間帯に有料のサービスが上乗せされるということになり、どう考えても制度的に

矛盾しております。また、質の高い教育とも逆方向に向いています。先ほど山縣先生から

私学助成のそういった枠ができることによって、上乗せ徴収の必要性は減っているのでは

ないかというような御指摘がありましたけれども、私もそのように思っております。 

最後に、財源については書いているとおりです。 

以上でございます。ありがとうございました。 

○無藤座長代理 菅原委員、お願いします。 

○菅原委員 全国私立保育園連盟の菅原です。何点かの意見と、１つ質問がございます。 

 最初に質問を申し上げておきたいと思いますが、中間とりまとめの６の給付の一体化及

び強化という箇所で、「低所得者に一定の要件で公費による補足給付を行う」という文言

が出てきます。具体的に現時点で低所得者に対する公費の問題がどのように検討されてい

るのかについてお答え願いたいと思います。 

 私の資料は手元に配付してございますので、４点について申し上げたいと思います。 

 第１点は、子ども・子育て会議（仮称）の件についてです。新システムの実施主体が市

町村であるということで、新システム事業計画の策定に関し、市町村に主たる責任が求め

られるのではないかと考えております。待機児童の早期解消や子どもや家族とともに希望
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を持って生活を営める地域を築く実施責任を果たすためには、地域のニーズに即した子育

て支援計画が必要であろうと考えています。そうした意味から、この子ども・子育て会議

（仮称）を質の確保の上でも、是非市町村において義務化すべきではないかと考えます。

そのことにより、市町村における子ども・子育て会議（仮称）と都道府県における会議と

国の会議と、これが一体となって初めて今回のシステムが実施段階でも生きてくるのだと

思っております。 

 この考え方は、地方分権という今の１つの流れから見ても当然ではないかと考えており

ます。ただし、市町村で設置する場合は、機械的に全部の市町村というのは困難だと思い

ます。例えば 5,000 人未満とか１万未満の人口のところについては、別途私の文書に書い

てございますように、利用者、住民から意見を聞いて、何らかの機関をつくるということ

で解決できるのではないかと思います。これが第１点です。 

 第２点は、子ども・子育ての交付金についてです。これは、国・自治体が実施する子ど

も・子育て支援を公平にすべての子どもたちに新しく個人給付という支援制度を創るとい

うことからこの考え方が出されてきたのだと思っております。この制度が十分目的を果た

すためには、市町村における子ども・子育て政策、計画と子ども・子育て会議（仮称）を

セットにして考える必要があるのではないかと思います。これなしには、包括交付金（仮

称）についても正しい運用の仕方が生まれてこないのではないかと考えています。 

 もう一つこの制度の大事な点は、一般財源化された障がい児や公立保育所における保育

の質の低下と職員の非正規化、処遇の悪化を防ぎ、公立保育所における保育の質と状況の

改善に加えて、子育て家庭に安心を与えることだと思います。この点はよろしくお願いし

たいと思います。 

 第３点目ですが、従うべき基準のナショナルミニマムの問題です。これを地方裁量にと

いうことが例年暮れになると聞こえてくる問題です。私たちとしては、５月に法制化され

た最低基準の中で、職員配置あるいは面積基準についても絶対に地方裁量にはすべきでは

ないと考えております。この点は今までもいろいろな方々から同様に意見として出されて

いますし、私も再三文書で出しておりますが、現在の職員配置基準では保育を行うことが

かなり困難な現実にあります。そうした状況については現場に来ていただければよく理解

していただけるのではないかと思っております。そういう意味で、この従うべき基準につ

いて一般財源化ということにつながるような対応は是非やめていただきたいと思います。 

 市町村の方は現場の状況をよく知っていると思います。市町村段階では一般財源につい

ては望んではいないという意見を多数伺っております。そうしたことから、市町村の子ど

もと家庭に安心を与える上でも、一般財源化の方向に動かないようにお願いしたいという

ことです。都道府県では東京都等の一部のある程度財政豊かな自治体を除いては、保育所

に対する独自加算というのは、現実は皆無に近いと思います。例えば施設整備費の場合も

国が４分の２であり、市町村が４分の１であり、我々事業主が４分の１負担となっていす。

県はこの施設整備費についてもほとんど関与しておりません。こうした実態から見ても、
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都道府県レベルで一般財源化を主張するということには納得がいかないことを改めて申し

上げておきたいと思います。 

 もしも一般財源化されますと、今回の新システム全体の財政的な側面が崩れてくるので

はないかと思います。新システムとの関係からそうした一般財源化の方向に進まないよう

に改めて強く申し上げておきたいと思っております。 

 ところで、幼保一体化に関わる総合施設（仮称）の幼児教育、保育の質を向上させるた

めには、是非職員配置基準の問題を改善させる必要があります。今年４月から小学校１年

生が 35 対１に改善され予算に盛り込まれたことが報じられていますけれども、実は学校教

育に繋がる乳幼児期が子どもをめぐる問題の中で最も大事であるということが様々な形で

報道もされていますし、データでも出ているわけです。そういう意味からすると、やはり

乳幼児期の職員配置基準が小学校よりも更に悪いという実態を放置しておくことは正しく

ないと思います。 

 是非今回のシステムの中ではとりわけ幼稚園も共通している３歳以上については職員配

置基準を早急に小学校の改定に併せて 25 対１なり 20 対１に改めていただきたいというこ

とです。 

 もう一点は、新システムが実施されますと、入所希望者による直接契約ということで、

今まで経験したことのない状況となります。特に待機児童のいるところについては、大混

乱する可能性があるわけです。保育料の納入についても保育所が直接受け取るということ

も想定され、園長１人だけでは対応できないという問題が今後生まれると思います。これ

に対応するためには、事務職員を早急に配置できるような方向で、新システムの本格実施

に入る以前からこの問題を真剣に考えていただきたいと思います。特に待機児童のところ

については大変な問題に発展する可能性があるということを再度申し述べておきたいと思

います。 

○園田座長 もう少し簡潔にお願いします。 

○菅原委員 最後に、幼稚園問題については前回文書で出していますが、幼稚園も上手に

移行できる、あるいは保育所も上手に移行できる制度設計を全体の努力でつくりあげるこ

とが今回の幼保一体化の最大の目的だと思います。ある程度違いがあったとしても乗り越

えられるような議論、方向で、事務局でまとめていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございます。御協力、申し訳ございません。 

 戻ってまいりましたので、私がこれからまた座長を務めさせていただきます。 

 それでは、あと金山様と小田様がまだ御発言をされていらっしゃらないということなの

で、順番にお願いいたします。 

○金山委員 ＮＰＯ法人マミーズ・ネットの金山です。よろしくお願いいたします。 

 まず国の所管及び組織体制について、前回に比べましてとても具体化されてイメージし

やすいものとなって示されたことに感謝申し上げます。 
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 私学助成の関係で、預かり保育、子育て支援について内容を見直しつつ、新システムの

市町村事業に位置づけられるとの提案がありましたが、そのことにつきまして、家庭で子

育てをしている親を支えるＮＰＯの理事として、また、地域子育て支援の研究者として一

言お願いがございます。 

 地域のすべての子育て家庭を支えるということを目指しているのは同じなのですけれど

も、地域子育て支援拠点事業と今幼稚園で行われている子育て支援活動の実践は、全く同

じものではなく、かなり違うものであるのだということをまず踏まえていただきたいと考

えております。幼稚園の子育て支援がずっと私の研究テーマでもありましたので、いろん

な方から御意見を伺いますと、費用等のこともあり、できることも限られているというの

もあるのですが、幼稚園の子育て支援活動は月に１～２回の親子遊びや、土日に施設開放

するなど、園の実情や地域のいろんな条件などに対応して行われているということを踏ま

えての検討をお願いしたいです。拠点事業に乗らないものが切り捨てられてしまって、多

様な取組みや柔軟な取組みがなくなってしまうのではないかという懸念もあります。また、

地域子育て支援拠点事業自体も、まだ事業としては若い事業で、いろいろ紆余曲折を経な

がらここまで専門性を確立してきています。それらの実施要件や補助の基準などが引き下

げられてしまうことのないような検討で位置づけていただきたいと思っております。 

 市町村事業として行われるさまざまな地域子育て支援の拠点事業や乳幼児家庭の全戸訪

問の事業などにつきましては、先ほど奥山委員からの意見にもありましたように、生まれ

る前からのすべての子どもと家庭を対象としたきめ細かな子育て支援事業です。その従事

者には、幼児教育や保育の専門性とは別の地域子育て支援の専門性が求められていると思

いますので、質の高い学校教育、保育の一体的提供を目指すのと同じように、質の高い地

域の子育て支援のための人材育成や身分保障等も一緒にお願いしたいと考えております。

よろしくお願いします。 

○園田座長 続きまして、小田様、お願いいたします。 

○小田委員 すみません、最後になったような気がするのですが、オブザーバーにも意見

を言う機会を与えていただいたことを大変うれしく思っているのですが、「難しいな」と

聞いています。幼保一体化のところでは基本的に何が一致していたかというと、「子ども

側に立とう、子どもに質のよい保育・教育を提供しよう」という形でやってまいりました。

それがいつのまにかここへ来て聞いていると、基本制度なのでそうなのだろうなと思いま

すが、制度的な問題を非常になさるので、「一体化」という形よりも「一元化」というよ

うな話がぼっと出てきたりする。実は、「一体化」と「一元化」は違う話だと思っている

のですが、その辺のところなどもなかなか議論がしにくいという点で、これだけのたくさ

んの方がいらっしゃるから難しいのだろうということと、もう一つは、私のような教育学

や心理学を専攻する者にとって入り込みにくい、議論的に難しいなと聞いています。その

中にあって３つ言わせていただきます。 

 まず内閣府を中心とした子ども・子育て新システムに関する一元的体制。これは「一元
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的体制」という言い方でいいとは思うのですが、幼保の一体化に関わってさまざまな施設

ができる。そのことの中の一元的な体制としてどう見るかというのが非常に説明のしやす

いよくできたシステムのものだと思います。これは清原委員がおっしゃっていた少しずつ

わかりやすくなっているという点で、ここまでのものというのはすごく重要なことだと思

っています。やはり子ども家庭省（仮称）ができるかどうかは別問題です。それよりも幼

保一体化で一元的な体制をどう見るかという点のつくり方としては非常にわかりやすい理

論的な哲学が存在するということです。 

 そしてもう一つ大事なことは、文部科学省と厚生労働省があって、これを「一元的」と

いうのではなくて「一体的」な形で見ようというのは、中で窓口は１つにしたとしても、

この２つが残らなければならないのは、私たちがここで言っているのは、乳幼児のことだ

けを考えて話しているような気がしているけれども、実際には子どもというのは乳幼児だ

けではない。学校教育法も児童福祉法もいずれも０歳から５歳、６歳の話ではなくて、23

歳、18 歳というシステムの中に存在する法律だということ。その法律のことを勝手にここ

に持ってきて一元的だという形で１つにまとめようとすると、その以降に出てくる小中高

に関わるものやさまざまな施設に関わる人たちに対する影響力を考えないでいいのかとい

う問題がある。その点が山口さんがまた今日怒るだろうなと思いながら言いますが、その

ことを考えたときに実際に株式会社参入について反対するという理由です。基本的に株式

会社が全く入れないということではないと思うのです。もう世界の趨勢として株式会社そ

のものが学校教育の中に入ってきています。それは事実です。だけれども、公教育の中で

無制限に入っているわけではなくて、そこには１つのある種の網かけの中で入ってきて、

公教育がずっとつくってきたそのものをどう引き受けるかという中にやっているわけです。 

 ですから、私は全くこの議論の中で「反対です」と、「入ってはいけませんよ」という

わけにはいかなくて、現実問題としてもう入ってらっしゃるところが存在する。だけれど

も、これをどう生かしていくのかとなったときに、ノルウェーがはっきり言っているよう

に、実際にそれの株式の配当を出すことで乱れてくる。世界の多くの中で配当については

どうするかというのが今の非常に大きな問題になってきつつあります。これは秋田先生た

ちと世界の人たちに答えをいただきながら全部調べてみた結果の例の１つなのです。です

から、そう簡単にはいかない。でも、ある種の制限が必要ではないかということは必然だ

ろう。 

 つまり、今の子どもたちで待機児童がたくさんいるというような形をどう解決するかと

いう対症療法ではなくて、教育というのは非常に申し訳ないのですけれども、経済の効率

化と全く違う。処方箋的な効率化を求めているわけです。それは行ったり来たりするわけ

ですから、教育の効率化と経済の効率化とは全く合わないわけです。そこのところはノル

ウェーで問題になったのです。 

 私たちが考えるときに子どもの側にもし立つとすれば、子ども側に迷惑をかけてはいけ

ないということを考えたときに、対症療法で今、目の前のものを解決したらそれで済むの
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か。私たちだけではない、何人かの方は「次の世代のことを」とおっしゃった。だからこ

そ教育というのは全般的にずっと続いている、幼小中高と乳幼児からずっと続いている。

その一貫した形の中に子どもがすべて存在するわけです。その存在するものの哲学が経済

的効率ではなくて、やはり教育の効率化と言うと非常に対症療法ではなくて処方箋的なの

です。だから、本当に一人ひとりに合わせながらやっていかなければならないので、一律

のものではいかない。山口委員がおっしゃっている効率は非常に私も理解できる。だけれ

ども、それだけではいかないところがある。教育という問題は行ったり来たりする。一人

ひとりが違う子どもをどのように生かすかという本当の意味の処方箋的な哲学がなくてや

ってしまうと、そこのところに悔いを残すことになりはしないかということで、私はまず

１番目はこのシステムに関わっている体制が非常にわかりやすくなりつつある。２点目は、

いわゆる株式会社の参入については、全く反対しているわけではないけれども、ある種の

制限を設けた方がいろんな国々のことから考えてみても、経済の効率化の哲学だけではい

かないという辺りはきちっと責任を教育学や学校教育を学ぶ者にとって、研究する者にと

っては言っておかなければならないことだということが２点目です。 

 あまり長く時間を取ってはいけませんのでこれで終わりたいと思いますが、３点目は、

これがいいのかどうかは別にして、私学助成というところの中で言った方がいいのかどう

かは非常に難しいのですが、この私学助成についても何か違った形で全部消えてしまうと、

先ほど言われたように一般財源化したことによって障がいのある子どもたちへの対応とい

うのが見えなくなってきます。どこにもなくなってしまうという形。この私学助成という

説明の中に多様なニーズに対応する形のものを法人の中に残していくという形にすれば、

実際には障がいのある子どもたちへの対応というのは残ってくるかなと。より豊かな子ど

もたちの障がいのある教育に対する対症療法ではなくて、処方箋的なものが加えられて補

助的に残る。 

 ところが、これも全部消してしまうと、どこにも助成するところがないとなると、あと

は本当に市町村の首長の考え方１つでどうにでもなるという形になると、子どもたちにと

っては大変なことになるということ。 

 最後にもう一点です。大変言いにくいのですが、私は特別支援教育総合研究所におりま

す。そこで所管しているのは、学校教育法の中にある特別支援学校です。特別支援学校に

幼稚部が存在します。盲、聾、肢体不自由、さまざまな形の子どもたちがいます。この子

どもたちは「幼稚部」と言っていますが、学校教育の中にあるのはあるのですが、この体

制の中には１行も入ってきていません。それがどのような形で位置付いてくるのか。やは

り学校教育の中にある「幼稚部」で実際には「幼稚園」ではないのです。「準ずる」とい

う形ではありますけれども、学校教育の中に準じてはいますけれども、完全に保育所や幼

稚園とは違った形。私学も特別支援学校には存在します。そういうときにどのように位置

づけていくのかというところをどこかで入れておかないと、障がいのある子どもたちが消

えてしまうという、このシステムがすっきりしすぎて、処方箋的ではなくて対症療法的に



46 

 

今目の前のものをというときに本当に見えない部分が見えなくなってくる。これは何回も

申し上げていますが、見えないものが見えなくなってきたときが一番困る。このためには、

やはり効率的に急ぐのではなくて、ゆったりとした処方箋的効率化を求めていかないと、

子どもに必ずツケを残す。 

 すみません、最後になって長々と話してしまいました。ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 それでは、幾つかの委員の皆様方から御質問をいただいていたようでございますので、

事務局から何点かお答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、これまでの御議論の中で「事務局に確認」と御発言をいただい

たものだけかいつまんで事務局から御回答なりできればと思います。 

 何点かあったと思います。宮島委員から所管で「新しくできる組織は根拠が法律に基づ

くきちんとした組織ができるのですか」という確認です。 

 岡本委員から、「公立の園も私立の園も、指定制度ですとか給付ですとか、システムの

中に入るのかどうか」という点、それに加えて「金目のところについては公立の保育所が

一般財源化されておりますので、その一般財源化された財源を今回新システムの導入のと

きに特定財源に戻すということがどうして難しいのか」という点。 

 普光院委員からは、委員提出資料の中で質問事項と記載をいただいておりますので、「後

でいいです」という御指摘でしたけれども、「例えば待機児童なり市町村のところでワン

ストップだと理解していたものが中間とりまとめ以降、少し不明確になっているのではな

いか」など質問をいただいているので、答えられる範囲でということかと思います。 

 菅原委員からは「低所得者向けの補足給付について具体的に検討状況はどうなっている

のか」というお話があったかと思います。この辺りは事務的に確認と御指摘をいただいた

かと思いますので、適宜順番にお話をできればと思います。 

 まず宮島委員からいただいた「国の所管の関係の内閣府におかれる組織の根拠はどうな

るのですか」というお話でございました。資料１の 10 ページにイメージの図がかいてござ

います。ここに給付法と総合施設法（仮称）を所管する組織をしっかりと内閣府に置きま

すと私は先ほど申し上げました。濃いブルーで「新システム担当組織」と書いてございま

す。これを運営するための権限としては、法律を所管する権限、一段高い段から総合調整

を行う権限、この２つを付与するのだと申し上げました。 

 まず濃いブルーの担当組織につきましては、恐らく法律または政令レベルではないかと

思っております。今後これがどういう組織になるのかというのは具体的に詰めていきます

けれども、多少技術的で恐縮ですが、いわゆるふつうの内部部局というものは政令レベル

で規定されることになります。また、少し特殊な形で独立性の高い機関のような形で設置

をするということもあり得るのですけれども、その場合は法律となりますので、法律また

は政令に基づくような組織を目指して、政府部内、これから具体的に調整をしていくと考

えております。 
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 その組織で内閣府がきちんとそういった事務を行えるような権限を付与するということ

になりますので、９ページにありますような権限を内閣府設置法という法律上、権限とし

て付与するということになろうかと思っております。 

 以上でございます。 

 では、続いて、保育課長の方からお願いいたします。 

○橋本課長 それでは、公立施設の位置づけについての御質問をいただきました。本日の

資料３の中の 102 ページ、103 ページのところをお開きいただきたいと思います。 

 まず、私立の施設と公立の施設との形態の違いにつきまして、この 102 ページのところ

に絵がかいてございます。左側が私立でございまして、これがこれまで議論されてきた典

型的な個人給付がなされ、そしてそれを施設の方が代理受領するという姿でございます。

右側の方に公立の施設の位置づけの案があるわけでございますけれども、こちらについて

も同じように個人給付という形で利用者に対する利用保障がなされ、その上で施設の方に

代理受領がなされる。その財源が国・地方で負担なのか、それか全額市町村負担なのかと

いう違いはございますけれども、個人給付という制度上の位置づけについては同じでござ

います。 

 あと普光院委員の方から待機児童がいる場合の市町村の方の関与につきまして御質問が

ございました。その中で同じく資料３でございますけれども、46 ページのところをお開き

いただきたいと思います。市町村の具体的な利用支援なり調整あるいは措置といったこと

が書いてあるわけでございますけれども、その中の②のところ、当面、保育需要が供給を

上回っているという間の関与の仕組みということで、市町村の方への利用調整を行うとい

うことで、こちらの方ではっきりと利用調整とさせていただくということを明示させてい

ただきたいと思っております。また、こういったものにつきましては、最終的なとりまと

めの中でもはっきりさせていただきたいと思っております。 

 菅原委員の方から御質問いただきました補足給付についての御質問でございますが、こ

れにつきましてなかなか網羅的な調査はできませんが、今、少しそれぞれの現場における

実態につきまして、幾つか調査をしまして、それに基づいてどうするかという案を検討さ

せていただいております。次回のワーキングチームにおきまして、これにつきましてまた

御報告をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○村木政策統括官 補足的に公立の施設のお金の仕組みの話等々出ましたので説明を申し

上げたいと思います。公立の幼稚園、公立の保育所、これに係る運営の経費というのは一

般財源化をしているところでございます。今度、新しい仕組みの中で全体の仕組みとして

は、公立、私立、保育所、幼稚園、同じ仕組みでやりたいということで絵はかいたわけで

すが、お金の仕組みは今のやり方を踏襲して、公立の部分は地方自治体の全額負担だとい

うことが１つやり方としてあるわけでございます。 

 もう一つ、関連して障がい児の教育・保育でございますが、保育については公立、私立
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とも一般財源化をされているものでございます。教育については、公立分は地方自治体の

お金でやっているということで一般財源化をされていて、私立の幼稚園の分だけが私学助

成の中で特別支援教育という形で見える形で国のお金が残っているという形でございます。 

 こういったものをもう一回このシステムの中で一本にして、国からのお金も出る形でで

きないかという議論はこの会議でも何度か出てきたところだろうと思っております。ただ、

基本的に大きな流れとしては、地域主権ということで、どちらかというと財源を地方の方

へ移してきたという流れがあって、それと１つは逆流をする流れであるということでござ

います。最終の詰めは来年になってからということでございますが、国と地方との関係で

所管をする総務省さん、地方自治体、この方々の意見がどうであるかということと、子ど

もの仕組みとしてどういうものがいいかということ、両方を重ね合わせて最終的な結論へ

持っていきたいということで、このことについてはまた関係者からよく御意見を伺いたい

ということでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 お約束をさせていただいている時間なのですが、もう既に御連絡をさせていただいてい

るかもしれませんけれども、私どもも年内にとりまとめということでずっと皆様方にも一

定の方向性をお示ししてきたところもございましたが、まだまだしっかりと皆様方から御

意見をちょうだいしたいということもありましたので、年明けにもこれは予算あるいは法

案提出の時期もございますが、１月にも皆様方と更に成案とりまとめに向けた詰めた議論

を申し上げたいと考えております。 

 その上で、今日どうしても御発言をということで、「この場でないともう来年は発言で

きないよ」ということに限って皆様方に御発言の機会をとりたいと思っておりますので、

是非ともという方はお手を挙げてください。 

 では、山口さんと宮島さんと清原市長、あとはよろしいですね。この３人に限らせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 最初に山口さんから、どうぞ。 

○山口委員 時間をオーバーして恐縮でございます。 

 小田委員の方から先ほど私を名指しで御指摘いただきました。「必ずしも株式会社の参

入は反対ではない」と柔軟に考えていただけるようになったことは非常に感謝しておりま

すが、経済効率を私が言っているような御発言でございましたが、私はそんなことは一言

も言っておりません。 

 私が申し上げているのは、多様な事業者の多くの主体の中からいい事業者を選ぶという、

そのことによって質の向上を図るということをずっと一貫して申し上げていることでござ

います。大変先生には言いにくいことなのですが、我々は机上の学問を議論しているので

はなくて、現場の実態を踏まえて私はこの会議があるのだと思っております。そういった

観点から申し上げますと、これも大変言いにくいのですが、私ども年間で 200 人程度の中
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途の保育士の方が入社されています。その方が幼稚園出身者もいれば保育所出身者もいる

わけなのですが、その中でかなり多くの方々が、「どうして前のところを辞めるのだ」と

聞いたところ、例えば「朝から夕方までずっと鼓笛の練習を子どもたちに強いている、太

鼓の練習を強いている。子どもによってはうまくできない。でも、そういう子にでも無理

やりやらさないといけない。そういった園長先生の指導方針があるのだ」と。「どうして

も子どもがかわいそうでこういう保育には付いていけない」といって辞めてこられる方も

たくさんいます。 

 私は、そういったものがなくなるようにするためにも、多様な質のいい主体の中から運

営事業者が選ばれるべきだと考えております。外国のノルウェーとかの話を出されました

が、少なくとも日本では株式会社立を認めてらっしゃる自治体では、特に指定管理で事業

者を選定するときにはいろんな公正な選定員がおられるわけですが、その中で株式会社立

はかなりの確率で選定されていっています。それを１つ見ても、事業者に当然よるのです

が、多くの事業主体を参入させることによって質が向上するということは明白であります。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 それでは、宮島さん、お願いします。 

○宮島委員 すみません。お答えいただいた御質問のほかに続きの質問があったのですけ

れども、事務局かあるいは園田政務官かお答えいただければと思います。先ほど法律に基

づいた一体化した組織を内閣府につくると。その中で渡邊委員からもお話があったのです

けれども、例えば総合施設（仮称）の枠外に出ている乳児保育所や残る幼稚園に関しても、

内閣府が共管もできるのではないかという点に関してどういうふうにお考えになるかとい

うこと。 

 また奥山さんや古渡委員からもお話がありましたけれども、幼稚園の預かり保育に関し

ては、私学助成ではなくてこども園給付（仮称）からということが性質に合うのではない

かというお話がありましたが、この辺りについてどのようにお考えになるか教えていただ

ければと思います。 

○園田座長 事務局、答えられますか。 

 どうぞ。 

○藤原参事官 １点目でございますけれども、学校教育法上のみに根拠のある幼稚園につ

いての所管として内閣府がどうなるかという御質問だったかと思います。今回、資料１の

10 ページでお示ししておりますけれども、金目のところと総合施設法（仮称）は内閣府が

所管という上で、下の薄いピンクで厚労省、右側のグリーンのところで文科省、それぞれ

児童福祉法体系、学校教育法体系とございます。 

 まず子ども・子育て支援法（仮称）、金目の給付のところは内閣府が担当いたしますの

で、その意味においては、こども園給付（仮称）指定の対象としての幼稚園、総合施設（仮

称）あるいは乳児保育所ということに対する指定の観点から言えば内閣府が所管するとい
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うことがはっきり言えるかと思いますし、金目のところがかなり重要になっていくのだろ

うと思っているわけでございます。 

 その上で、児童福祉法上の乳児保育所ですとか、学校教育法上の幼稚園の認可に係る事

務は確かに概念的には残るわけでございますけれども、そういったところについて「所管

になりますか」と聞かれれば、法的には内閣府が所管というところまではいかないだろう

とこの案では思っております。 

 ただ、内閣府も法律を所管する権限及び総合調整の権限というものを発揮することによ

りまして、この中で、統括室（仮称）で一緒に併任もかけながら整合性を確保したり、一

元的に窓口をやっていったり、総合施設（仮称）への移行をしっかり誘導していったりと

いうことをここの中でやっていきますので、指定と認可の整合性ですとか、一元的な窓口

化とか、総合施設（仮称）への移行の促進といったことについては、実質的には内閣府で

やっていく。また、自治体と施設との間ではワンストップで内閣府のここのところでしっ

かりやっていくということで言えば、あとは法律上共管と呼ぶのかどうかということだけ

だと思うのですが、実質的には内閣府に寄せてやっていくという体制をつくっていきたい

ということでこの資料をおつくりしております。 

○蝦名課長 幼稚園の預かり保育の実施状況、今後の方向性ということでありますけれど

も、今、御案内のように幼稚園の預かり保育は各園によってかなり対象も預かりの頻度も

異なっています。例えば先ほどの御指摘のように、毎日ほぼ保育所的に利用してらっしゃ

る方がどれぐらいいるのか。これも推計にすぎませんけれども、例えば週４日以上利用し

ているという子どもさんというのは全体の１割ぐらいなのです。その中で保護者の就労を

理由として利用されているという方については、その中の８割ぐらいということなので、

全体を俯瞰しますと多分１割弱ぐらいの方がそういう形での利用なのだと思います。 

 前提として今回保育認定、保育の必要性の認定がされますけれども、そうした形で認定

を受けられた場合については、当然ながらこども園給付（仮称）の対象になるということ

でございます。それ以外にさまざまな形で現在預かり保育が行われている、その部分をど

うしようかということで、それについては個人給付については毎日の利用が基本だろうと

いうことを考えましたので、そうしたさまざまなニーズに対応するために市町村事業とい

うものを今行われているものから少しいろいろな形でこちらも変わっていかないといけな

いかなと思いますけれども、こちらの方で基本的に対応することとしてはどうかと考えた

次第です。 

○園田座長 よろしいですか。ありがとうございました。 

 では、清原さん、どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございます。全国市長会三鷹市長、清原です。２点に絞って申し

上げます。 

 １点目は、過渡的であれ、今回、内閣府の中に幼保一体化推進統括室（仮称）が提案さ

れたということは大変意義があると思います。内閣府というのは内閣総理大臣が主たる責
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任を有するということでございます。担当大臣は今でもいらっしゃると思いますが、今回、

基本制度ワーキングチームでは、各府省の大臣政務官の皆様が中心になって私たちとの議

論に参画をしてくださっています。でも、私はやはり所管大臣というのは何よりも大切で、

その意義を内閣総理大臣が所管する内閣府の実践を基礎に、初めて新しい省の提案もでき

るのではないかと思っておりますので、その点は是非力強く政務官の皆さんに進めていた

だければと思います。 

 ２点目は、障がい者制度改革と子ども・子育て新システムの関連性についてです。大変

残念なことですが、社会保障・税一体改革の中に障がい者制度については含まれていませ

ん。最優先で子ども・子育て新システムは掲げられています。でも、子ども・子育て新シ

ステムにおいては、先ほど村木政策統括官がおっしゃいましたように、特別支援教育のこ

とも障がい児保育のことも極めて重要な現代的課題です。そうであるならば、子ども・子

育て新システムを検討するときにあぶり出されてきた障がい児の問題、障がい者の問題、

特別支援教育の問題、それを政府で是非、社会保障・税一体改革の中に必ず含めていただ

けるように政務官の皆様には発言をしていただきたいと思いますし、それがなければ、社

会保障・税一体改革というのは、言いにくいのですが不十分で、もう少し魂を入れたもの

にするために必要な取り組みがあるのではないかと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○園田座長 どうぞ。 

○福田政務官 意見ではなくて要望です。何人かの委員の皆さんから出ましたけれども、

これは紙１枚か２枚に論点整理をずっとしていただかないと、きっと大事な部分を忘れて

しまうことがあるのかと思うので、特に先ほど菅原委員から言われた最後の話などは大変

重要なポイントかなと思うので、論点整理を紙１枚か２枚にして皆さんに議論していただ

く。そして方向性をしっかり出していただくということが大切かなと思うので、要望とし

て来年には出していただきたいなと思います。 

○園田座長 ありがとうございました。年が明けてこのワーキングの中でどういう形で論

点整理をさせていただくかは私の方で預からせていただければと思います。また御相談は

させていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。今日、すみません、私、途中別の会議で出ておりましたので、

なかなか直接皆様方の御意見を伺っていなかったのですが、やはり将来に向けての子ども

家庭省（仮称）、省庁再編の際にはどういう形になるのかというような、皆様方の言わば

スケジュール観も含めての御議論があったと聞いております。先ほど事務局から内々に話

がありました。 

 私から申し上げさせていただくと、当然、省庁再編というのは大変大きな話でもござい

ますけれども、とりわけ子育て部門、そういったことを念頭に私どもは今「省庁再編」と

いう言葉づかいをさせていただいております。と申しますのは、文部科学省の中にはさま

ざまな機関がございます。今日、私と神本政務官が抜けておりました原子力の研究開発の
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部門も実は文部科学省の中に入っているということでございますので、そういった面では、

この子ども・子育てだけを取り出してそれだけ先行してということよりは、当然ながら今

の内閣府も含めてしっかりと先のことを議論していく必要があるのではないかと内々で少

し考えているところもございました。 

 したがいまして、当然、これを行うということをきっかけに、今の縦割りの部分の相当

数の部分はいろいろさまざまな議論の遡上としては挙げられるのではないかと、このワー

キングチームの座長という立場ではなくて、総合調整的な省庁横断的なことを見渡すこと

ができる内閣府として少し御発言をさせていただいているということでございますので、

そういった意味では決して先送りということではなくて、きっちりと次に向けてこの国の

在り方、政府の在り方を国民の皆様方に御提示ができる議論へと進んでまいりたいと思っ

た次第でございます。 

 その意味で、このきっかけが正式なこれから文章の中に出てくるということを皆様方に

もお伝えをさせていただきたいと考えているところでございます。 

 あと最後に清原市長におっしゃっていただきました障がい者制度改革についても、私の

立場で申し上げれば、今年大変お世話になりまして、実に５年以上ぶりに障がい者基本法

の改正が国会でもお認めをいただきました。国連の権利条約の中において、さまざまな形

で日本の障がい者制度をしっかりと見ていかなければならないとなっておりますので、そ

の政策委員会がいよいよ立ち上がっていくとなっております。その準備も内々でさせてい

ただいておるところでございますけれども、その中でおっしゃるように、私も子どもの視

点と障がい者制度とは子どもだけの視点ではありませんので、これもやはり総合的にきち

っと動かしていく必要があるのではないかと考えております。 

 今、厚生労働省の中では総合福祉法（仮称）の議論をしていただいております。今後、

内閣府の中でも議論しておりますけれども、差別禁止の法体系も考えていかなければいけ

ないということで、これも総合的にきちっと私は詰めていきたいと思っておりますし、検

討の中に入れていくということは当然必要なことではないかなと思っておりますので、私

も含めて、今後、政府内での議論の中に組み込んでいければと考えております。ありがと

うございます。 

 ということで、申し訳ございません。さまざまな議論を皆さんにまたいただきまして、

ありがとうございました。年内についてはこれまでとさせていただきたいと思っておりま

すけれども、引き続き残されたまだまだ論点が皆様方の中にもあると聞いておりますので、

この年末年始を使って、私どもの中でも更に検討を進めさせていただいて、できる限り皆

様方の御意見に沿うといいますか、皆様方が納得していただけるような状況をつくってま

いりたいと思っております。 

 同時に、ただそれによって後退感が否めない部分がひょっとしたら皆様方の中にあるか

もしれません。その中には先ほど小田先生からもお話しいただきましたけれども、是非こ

れは前に進めるという観点で皆様方にも御協力をいただきたいと思っております。今すぐ
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できるところと、一歩前進させるところと、言わば皆様方からするとひょっとしたら半歩

かもしれませんけれども、それでも１つの将来においても芽をここでつくることができる

スタートラインに立つことができるかどうかというところにかかっていると考えておりま

すので、是非皆様方にはそれぞれ今日こういう形で少しずつ前進をさせて私どもの中でも

前進をさせていただいておりますので、更に進めていきたいと考えておりますので、是非

御理解のほどをお願い申し上げたいと思います。 

 今、御案内のとおり、社会保障と税の一体改革の素案、この議論が大詰めを迎えており

ます。これもしっかりと横目で見ながら、私どもも歩調を合わせていかなければならない

と思っておりますけれども、その素案の中においても、当然ながらこの子ども・子育ての

新システムに関しましては、来年の通常国会への法案提出というところは当然ながら出て

くると思っておりますし、今、原案の中でもそれが明記されているというところもありま

すので、そこに向かって成案とりまとめという形を進めてまいりたいと考えております。 

 したがって、来年の通常国会にはその法律を提出することのスケジュール観には変わり

はございませんし、また今、別途、党、国会ともさまざまな形で連携をさせていただいて

おります。その中でいろいろ名称も法案の形式も実は議論をさせていただいているところ

でございますので、それはそれで別途事務的な部分では進めさせていただきたい。そのこ

とは御了承をいただければと思っておりますし、また、そういったところは年明けにも皆

様方にそういった情報提供をしっかりとさせていただくつもりでございますので、その点

についても御了承をいただければと思っております。 

 １月中には２回程度のワーキングチームを開きたいと思っておりますので、お忙しいと

は存じますし、また東京までお出かけをいただくにはなかなか難しいところもございます

かもしれませんが、是非皆様方には御協力をよろしくお願いを申し上げたいと思っており

ます。また引き続きの議論、検討を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、次回のワーキングチームの日程につきましては、追って事務局より御連絡さ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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