
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 ど も・子 育 て 新 シ ス テ ム 検 討 会 議 作 業 グ ル ー プ  

基 本 制 度 ワ ー キ ン グ チ ー ム  

第 19 回 議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 
 

 

 

 



 

 

 子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

基本制度ワーキングチーム 第 19 回会合 

議事次第 

 

 

 

                   日 時：平成 24 年１月 20 日（金）9:30～13:07 

                   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）子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ（案）に 

      ついて 

   （２）意見交換 

 

３．閉 会 
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○園田座長 それでは、定刻を過ぎましたけれども、第 19 回「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」を始めさせていただきたいと思いま

す。 

 若干まだ遅れられている先生方もいらっしゃいますけれども、定刻を過ぎましたので、

始めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 本日は成案のとりまとめに向けまして、これまで提出していただいた資料及び各委員の

皆様方よりいただいた御意見等を踏まえまして、事務局で年末年始をほぼ休まずとりまと

めてきた案がございます。これもひとえに皆様方の御協力のおかげであると思っておりま

すが、まずはこの案をお示しさせていただいて、皆様方から再度さまざまな形で御議論を

いただければと思っておるところでございます。 

 前回までと同様に、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

チームのみに所属されておられる先生方にもオブザーバーとしてお招きをしているという

ことでございますので、開会に先立ちまして、御報告をさせていただきたいと思います。 

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

よろしくお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、本日の委員の御出欠について、御報告申し上げます。 

 本日、欠席の御連絡をいただいている委員は３名おられます。 

日本労働組合総連合会会長代行の岡本委員。 

 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委員。 

 日本テレビの解説委員の宮島委員。 

 以上、３名の委員におかれましては、本日は御欠席の御連絡をいただいております。 

 日本経済団体連合会より経済政策本部長の藤原部長に代理として御出席をいただくこと

になっておりますが、少し遅れていらっしゃるようでございます。 

 駒村委員、田中（啓）委員、柏女委員が少し遅れていらっしゃ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、資料の御確認をお願いいたします。本日、配付をいたしており

ます資料は６種類ございます。 

 資料１「子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ（案）」 

 資料２「子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ（説明資料）」 

 資料３「補足説明資料」 

 資料４「市町村における先進的な取組事例について」 

 資料５「各委員提出資料」 

 参考配付といたしまして、これまでワーキングチームで複数案をお示ししている論点を

一覧的にまとめたものを御参考ということで配付をいたしております。 
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 別紙で、全国保育協議会のお名前で御意見についても配付をいたしております。 

 以上、資料の確認でございますが、漏れているものなどございませんでしょうか。 

 ありがとうございます。 

○園田座長 それでは、本日の議題に関する資料につきまして、説明をさせていただきま

す。 

 事務局、よろしくお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、御説明申し上げます。 

 本日の資料でございますが、資料確認をいたしましたとおり、本日は基本制度のとりま

とめの文章編を基に御議論をいただければと思っております。 

 資料１の文章編は、夏の中間とりまとめの文章編に秋以降に本ワーキングチームで御検

討いただいてきました事項について、盛り込んでいった形で最終のまとめの文章編という

ことで作成をしたものでございます。秋以降の検討内容を追加している関係で、その部分

についてはブルーで記載をしております。 

これを説明するためのポンチ絵集が資料２。 

資料３が本日成案とりまとめの御説明をする際に、補足的に使わせていただく資料。 

参考の配付ということで、論点整理をしたものを配付しておりますが、これは秋以降の

ワーキングチームで複数案示していた論点を一覧にして、わかりやすくまとめたものでご

ざいます。後ほど御参照いただければと思います。 

本日はこの資料１の文章編を基にして、補足説明資料を適宜引用しながら、御説明をさ

せていただきます。 

それでは、お手元の資料１でございます。 

１ページの前文につきましては、夏の中間とりまとめの前文をそのままにしております

ので、大変恐縮ですが、全体が大体できました上で、次回までに必要な部分には手を入れ

るということにさせていただきたいと思います。 

中身が３ページ以降でございます。 

「Ⅰ 市町村、都道府県、国の役割」でございます。 

 ４ページ、秋以降の検討事項の主なところをかいつまんで、ここから御説明申し上げ

たと思います。 

 市町村の事業計画の記載事項をどうするかというところでございます。今回、必須記

載事項ということで、法律上必須の記載をいただく事項としては、真ん中に小さいポツで

書いてございますが、このような事項を必須記載事項としたいと考えております。圏域の

設定、需要量の見込みに加えまして、見込み量確保のための方策、幼保一体化を含む支援

の推進方策。ここまで必須記載ということで整理をしたいと思います。 

（３）でございます。今回、市町村の権限と責務を児童福祉法及び子ども・子育て支援

法（仮称）、いわゆる新システムの給付法の部分でございますが、この２つの法律でしっか

りと位置づけたいということでございますので、特に市町村の権限と責務について、（３）
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で掲載をしております。 

市町村が先の（１）に挙げました５つの権限と責務を果たすために、子どもが確実に学

校教育や保育を受けることができるようにという視点から、現在の児童福祉法 24 条を見

直して、これらの権限と責務を児童福祉法と、新しくつくります子ども・子育て支援法（仮

称）の双方の中に位置づけるということでございます。現行の児童福祉法におきましては、

適宜改正を加えますことによりまして、保育を必要とする子どもについての全体的な責務

を規定するということに加えまして、虐待事例など特別な支援を必要とする子どもに対す

る利用の勧奨や入所の措置。こういった規定を設けまして、利用保障を全体的に下支えを

するということでございます。 

一方、子ども・子育て支援法（仮称）、いわゆる給付法の法律を新しく設定いたします

が、この新しくできる給付法では、個人給付の権利保障あるいは契約による利用手続、利

用支援。こういった規定をしっかりと位置づけることによりまして、確実な給付の保証を

図るということにしたいと思います。 

具体的に今回、市町村の公的関与における具体的な関与、いかに関与をしていただくか

ということについては、後ほどの幼保一体化の部分で記述をしておりますので、後ほど御

説明申し上げます。 

５ページ「２ 都道府県の役割」でございます。 

同じく都道府県につきましても支援計画を立てていただくということになりますので、

必須記載事項をどう法律に位置づけるかということを、記載の追加をしております。真ん

中のところでございますが、必須記載事項といたしましては、需要量の見込み。見込み量

確保のための方策。幼保一体化を含む、子ども・子育て支援の推進方策。 

これに加えまして、特に市町村からの御要請が非常に高かった分野だと思いますが、特

に児相を中心に専門的な業務をやっていただいている部分でございまして、社会的養護、

障がい児の発達支援に着目した専門的な支援に係る事業。こういった事業や人材の確保、

資質向上。こういった事業につきましては、各々の市町村だけでは対応が難しいというこ

とで、都道府県の計画において、これらについても必須記載事項とさせていただきたいと

いうことでございます。 

６ページ「３ 都道府県計画と市町村計画の策定時の調整」についても、ワーキングチ

ームのこれまでの資料を基に追加をしております。需要量の見込みのときには、市町村計

画の数値を足し上げた上で、都道府県の計画に記載をすることを基本とするということ、

見込み量確保のための方策としては、市町村が計画策定段階で関係の市町村と調整をする。

その上で、都道府県が広域的な調整を行うというような調整の仕組みを記載しております。 

７ページ「Ⅱ 給付設計」。 

こちらにつきましては、個人給付としては、現金給付、現物給付ということになるわけ

ですが、そのうちの（１）の現金給付につきましては、子どものための手当につきまして、

年末に四大臣合意がなされておりますので、これに基づいて法案化されるということにな
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りまして、その決まった内容を新システムの方に入れさせていただくということで、本ワ

ーキングチームでは、この現金給付についての検討はしておりませんので、決まったこと

をこちらの方に入れさせていただくということで、四大臣合意について付記をしていると

いうことでございます。 

８ページ「Ⅲ 幼保一体化」。 

８～36 ページまで幼保一体化の関係の記載が続きます。 

「１ 基本的な考え方」として「（１）給付システムの一体化」、「（２）施設の一体化 

」という基本的な考え方を記載しております。青い字で総合こども園（仮称）と名称を

付けてございます。こちらについては恐縮ですが、資料３「補足説明資料」の２ページを

お開きいただけますでしょうか。 

 これまで中間とりまとめ等におきましては、この総合的な施設の名称を仮で置きまし

て、総合施設（仮称）と名称を置きまして、検討を行ってまいりました。ただ、いよいよ

法案提出に向けて、正式名称を定めようという段階になってきております。幼保一体化型

の施設の名称をどうするかということを、法制的な見地から検討をしなければいけないと

いう面がございます。 

特にそのときに必要になる観点は、施設の対象者や機能を端的に表すものであること。

そして、今回は名称独占をかけようと思っております。名称独占というのは他者による名

称使用を禁止して、違反者を罰する仕組みを設けるということになりますので、それにな

じむものであることという観点から、名称を検討する必要があるということですので、総

合施設（仮称）ということですと、だれを対象にした、どういうものなのかがわかりませ

んので、法制的に検討しておりますが、「子どもを対象として総合的な子育て支援を行って

いる施設だ」という性格ですとか、「これまで法制度で使用された施設名称とは重複しない」

というような要件をクリアーするということになりますので、事務局といたしましては、

総合こども園（仮称）という名称にして、今後詰めていきたいと思っております。 

そういった観点から、本資料１の中では、一体化型の施設を表現する際、これまで総合

施設（仮称）と置いておりましたところを、総合こども園（仮称）というふうにすべて置

き直して記述をしております。 

９ページから先にまいりまして、この辺りは中間とりまとめからあまり大きな変更はご

ざいません。 

11 ページ、指定制度の導入に入ります。指定制度に関連いたしましては、ここは少し項

目を整理いたしました。「①参入段階の要件」と「②運営段階・撤退段階の要件等」という

ふうに、ステージごとに要件を整理した記述にしております。 

11 ページの後半には、指定要件としては、現行の基準を基礎として、人員配置基準・面

積基準等、客観的な基準を定めて、適合すれば原則指定を行うということで透明性を確保

するということ。 

介護保険法におけるこれまでの改正を参考として、必要な欠格要件を定めて、基準に違
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反した場合などに対する厳格なペナルティを設けるということも付記をしております。 

12 ページ「②運営段階・撤退段階の要件等」でございます。繰入れや剰余金の配当に関

する法的な規制は行いませんが、他事業会計との区分経理を求めるということにしたいと

思っております。 

指定の辞退におきましては、法律によって現在３か月以上とされていますので、この案

ではそれを踏襲して置かせていただきますが、３か月以上の予告期間を設定して、利用し

ている児童が困らないように、継続的な利用ができるようにしっかりと規制を課すという

ことでございます。 

その場合、調整が円滑に行われるように、自治体が連絡調整の援助を行うことができる

としたいと思っております。 

指定については、質の確保の観点から、更新性を導入いたします。現在、事業計画が５

年ごとになっておりますことも踏まえまして、５年ごとの更新の期間ということで、この

案でも置かせていただいております。 

13 ページ、こども園給付（仮称）の指定の主体をどうするかということでございます。

こちらにつきましては、本日は一つの案に収れんせずに、３つの案で御議論をいただきた

いと思っておりまして、案１、２、３ということで用意をしております。 

１つ目の案でございますが、こども園（仮称）の指定の主体としては、都道府県を基本

としつつ、大都市特例を設けまして、中核市までおろしたいということ。 

案２といたしましては、やはり都道府県を基本といたしますが、市についてはすべて主

体とするという案。 

案３といたしましては、この新システムの給付の主体が市町村でございますので、すべ

ての市町村とする案。 

この３つの案を掲載いたしまして、本日できれば、後ほど御議論の中で触れていただけ

ればと思います。 

14 ページ、イの地域型保育についての指定の主体でございます。こららについては、も

ともと地域に非常に密着した給付でございますので、市町村ということで中間とりまとめ

のときから整理をしてございます。 

14 ページの下の方「④指定・指導監督の権限」でございます。こども園（仮称）の指定・

指導監督の主体は、原則として都道府県でございますけれども、市町村が新システムの実

施主体として、以下の指導監督権限を有することにしたいと思っております。また、市町

村がこういった指導監督権限を実施する場合に、都道府県と共同で実施をするなどの取組

を可能とするということにしたいと思ってございます。 

「⑤需給調整」でございます。こちらについても、これまでのワーキングチームでいろ

いろと御議論がございました。「需給調整は非常に必要であるけれども、透明性の高い手続

をしっかりつくってくれ」というような御議論だったかと思います。指定制度においては、

指定基準を満たす施設については、すべて指定することを原則とするわけですが、ただし、
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事業計画における需要見込み量を超えた供給がなされている場合など、供給が過剰となっ

ている場合については、新規の指定や更新を行わないことができるという権限を自治体に

付与するということを前提としておりますが、その際、恣意的な需給調整が行われること

のないように、透明性、客観性を確保するということが非常に重要になるだろうと思って

おります。 

そこにつきましては、これまでのワーキングチームでお示しした資料を基に記載をして

おります。新規の指定を行わない場合についての手続、15～16 ページにかけてでございま

す。 

また、指定の更新を行わない場合については、別に 16 ページの 1 つ目の○に記載をし

ておりますが、今回はこの指定の更新を行わないということにつきましては、新規の指定

を行わないということと基本的には同じような考え方にはなりますけれども、特に対象と

なる指定施設の利用者、事業者への影響が多いものでございます。 

既に地域で貢献していただいている事業者の更新ということになりますので、可能な限

り、その更新を行わないということは抑制的にしようということで、アとイと書いてござ

いますが、利用者の選択や事業者の経営判断によって、まずは委ねるということ。その上

で、自治体において計画的に供給体制の再構築を行う。こういったことをまずはステップ

として、前提といたしまして、それでもうまくいかないという場合には、やむを得ない場

合に限って更新をしないということを認めるというような形でやっていきたいということ

でございます。 

16 ページ「６ 新システムにおける行政が関与した利用手続」でございます。こちらに

つきましては、保育の必要性の認定、公的契約の内容につきましては、既に夏の中間とり

まとめでかなり記載をしておりましたので、特に大きな変更はございませんが、20 ページ

以降に飛びまして、具体的な公的契約に関する市町村の関与をどのように行っていただく

かということにつきまして、21 ページの「④利用者負担の強制徴収について」ということ

で追加をしてございます。 

昨年 11 月 24 日のワーキングチームでお示ししたとおりでございますが、今回、保護者

が市町村と契約する現行の仕組みから、保護者が施設と契約する仕組みに変わるというこ

とにはなりますが、利用者負担の確実な支払いが担保される必要性は変わりませんので、

利用者負担の支払いに関し、確実な支払いを担保する仕組みを設けることについて、更に

詳細に検討してまいりますということを掲載してございます。 

21 ページ「７ こども園給付（仮称）の創設」。 

「（２）指定基準」を追記してございます。国の基準と地方の裁量のバランスをどう取

っていくかという論点でございます。こども園（仮称）の指定基準につきましては、国が

定める基準を踏まえまして、指定権限を有する地方公共団体が条例で定めるという方式に

したいと思っております。現在、地域主権改革法が既に通っておりますが、本年４月から

保育制度などにおきまして、改革が施行されるということになっておりますが、こういっ
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た流れと整合的なものにするという趣旨でございます。 

その上で国が定める基準につきましては、従うべき基準と参酌基準とに振り分けること

になりますが、従うべき基準につきましては、職員の資格、員数、保育室、その面積、利

用定員、その他は適切な処遇の確保に関連するもの。こういった事項については、従うべ

き基準とさせていただくということでございます。 

22 ページ以降、給付の内容について、規定をしております。こちらにつきましても、昨

年夏の中間とりまとめでかなり書き込まれておりますので、追加をしているところだけ申

し上げます。 

23 ページ、公定価格を設定するということになるわけですが、施設整備費の部分をどう

整理をするかということでございます。減価償却費の一定割合に相当する額を公定価格に

組み込む形で給付を設定するということを基本といたします。ただ、これと併せまして、

当面、緊急に対応する必要のあるような増加する保育需要に対応するための施設の新築や

幼稚園における調理室の新設、施設の耐震化等については、別途の支援を行うという方向

にしてございます。 

24 ページ「⑤上乗せ徴収」の関係でございます。実費徴収につきましては、夏の中間と

りまとめでは、制服代や遠足代のような実費の部分については、低所得者についての配慮

が必要であろうということで、公費による補足給付を行うということを中間とりまとめで

記載しておりました。それを具体的にどのような形で整理をするかということが残ってお

りましたので、これも補足説明資料の６ページに整理をしてございます。 

実費徴収の低所得者への対応につきましては、補足的な給付をどうやってやるかという

ことについて、個人給付でやるのか。市町村事業でやっていただくのかという二通りが恐

らく考えられるだろうと思っておりましたが、現在、個人給付とする場合には全国で共通

の給付設計にする必要があるのですが、政令市や中核市の協力を得て、現在どのように対

象で、どのような徴収額にしておられるのかを幾つか御協力をいただいて、把握をいたし

ました。 

それが保育所における実費徴収の例ということで、自治体によってもまちまちな状況が

わかるかと思いますが、把握をしてみたところ、徴収額や対象範囲について、かなりばら

つきがあるという状況がわかっております。このような状態を踏まえまして、今回、新シ

ステムにおきましては、この補足的な給付を市町村事業ということで位置づけてはどうか

ということで、市町村事業ということで位置づけたいということでございます。「必要な給

付を行う事業とする」と記載をさせていただきました。市町村事業の項目のところにも追

記をしてございます。 

25 ページ「８ 地域型保育給付（仮称）の創設」。 

これにつきましては、真ん中の方から追記をしてございますが、各事業の指定基準につ

いては、国が定める基準を踏まえて、市町村が条例で定めるということにしたいと思って

おります。基本的には、先ほど説明申し上げた、こども園給付（仮称）と同様の考え方で
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ございます。国が定める基準については、従うべき基準と参酌基準とに振り分けて整理を

するということでございます。 

ただし、こども園給付（仮称）と違いますのは、小さな地域型の保育給付は既存の建物

の活用ということでやっていただくものですので、ハードの部分、面積の基準については、

参酌の方に置かせていただきたいということでございます。したがいまして、地域型の給

付の従うべき基準には、職員の資格、員数、利用定員、乳幼児の適切な処遇の確保に関連

するものということにさせていただきたいいと整理をしてございます。 

26 ページ、幾つか補足的に地域型保育給付（仮称）の留意点を書いてございます。３歳

以上の学校教育、保育を行うこども園（仮称）との連携を地域型においてもしっかり確保

して、連携先のこども園（仮称）の確保が難しい場合には、市町村が調整をするという下

支えの規定についても工夫をしたいと思っておりますし、現行制度では第二種の社会福祉

事業の要件を満たさないもの。20 人未満に該当する小規模保育のうち、10 人以上のよう

な一定規模のものについては、第二種の社会福祉事業として、法令に位置づけまして、小

規模な放課後児童クラブなど、ほかの事業を併設する場合の基盤になるということを可能

にしたいと考えてございます。 

（２）は、これまで秋以降のワーキングチームでもイメージ図をお示ししてまいりまし

たけれども、今回の地域型保育給付（仮称）は地域の実情に応じて、いろいろな活用をい

ただけるのではないかと考えております。都市型の待機児童に活用いただく場合もあれば、

人口が減少していくような場合に、多機能型で組んでいただくことによりまして、既存の

インフラを維持して、何とか人口、子どもが少なくなっている位置においても、学校教育、

保育、子育て支援の機会を守っていくというような形で、この地域型保育給付（仮称）を

活用していただくことが十分できるのではないかと考えておりますので、①として都市部

の待機児童の対策としての活用。②として、多機能型で一般の人口がフラット、あるいは

減少していくような地域における活用の仕方について整理をしております。 

27 ページ「９ 施設の一体化（総合こども園（仮称）の創設）」。総合こども園（仮称）

につきましては、総合こども園法（仮称）ということで、名称を改めて制定をするという

ことで記載をしております。 

下の方でございますが、総合こども園（仮称）については、学校教育、児童福祉及び社

会福祉の法体系において、学校、児童福祉施設及び第二種社会福祉事業として位置づける

と整理をしております。ここにつきましては、補足説明資料の３～４ページで整理をして

ございます。 

４ページに引用の条文がございますけれども、法律に定める法律上の学校は、教育基本

法の６条で根拠を持っております。総合こども園（仮称）も幼稚園と同じく教育基本法上

の学校と位置づけようと、今、法制局と相談をしておるところでございます。現在、学校

教育法で法律で定める学校ということで、８つの学校種を定めております。その上で学校

教育法では、学校教育法で定める学校について、設置主体、指導監督などの項目ごとに規
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定を設けているというような法体系になっております。 

総合こども園（仮称）はどういうふうに位置づけるかを法制局等でも相談してきたとこ

ろですが、どうしても今回の総合こども園（仮称）は学校という位置づけに加えまして、

児童福祉施設の位置づけも加わります。言わばハイブリッド型の新しい類型ということに

なりますので、規定の適用の仕方が学校教育法の枠に収まりきらない部分がございます。

これが表で示しているようなところでございます。下線で右側に追記をしているような部

分が、やはり児童福祉施設としての機能を担うがゆえに、学校教育法の規定をそのまま適

用することができない。収まり切らないというような状況になってくるということがわか

ろうかと思います。 

こういった状況から、今回、学校教育法の１条自体は直接いじりませんけれども、総合

こども園法（仮称）ですべての規定を書き下ろすということにいたしまして、教育基本法

上の学校が総合こども園法（仮称）に基づく総合こども園（仮称）も学校として位置づけ

ると、法制上は整理をしようと思っております。 

そういった関係から、夏の中間とりまとめでは、学校教育法上の学校（１条学校）と記

載をしておりましたけれども、現在の法制局との調整も踏まえまして、より正確にという

意味で、法技術的な正確性を期すということで、「法体系において学校として位置づける」

と修文をかけてございます。 

28 ページ、総合こども園（仮称）の基本的な考え方でございます。①にありますように、

学校と児童福祉施設の位置づけを付与するということになるわけでございます。この場合、

※でございますけれども、夏のとりまとめでは、３歳以上を対象とする保育所については、

もう制度上、一定期間後はすべて総合こども園（仮称）に移行するということを規定して

おりました。一定期間はどういうふうにするかということが、法律で言えば経過期間をど

う置くかということで必要になってくるので、付記をしてございます。制度の本格施行か

ら３年程度、必要に応じて期間の延長を検討いたしますが、この本とりまとめでは３年程

度くらいを目安にして、総合こども園（仮称）に保育所から制度上、移行していただきた

いと記載をいたしました。 

これにつきましても、同じく補足説明の５ページをごらんいただければと思います。今

回、この新しい総合こども園法（仮称）の総合こども園（仮称）ですが、法案が成立をい

たしまして、本格施行するまでの間に一定期間をかけて、この設置基準をしっかりと策定

しなければいけないということが、まず第一にございます。 

その内容をごらんになっていただいた上で、各園において、「自分の園ではどうか」と。

「足りるか足りないか」ということを見ていただいて、検討し、認可申請のための準備を

していただいて、その上で申請をいただくというような、ある程度の期間が必要になるだ

ろうと思っております。 

市町村の計画期間は、今は５年と置いておりますので、その中間の時期くらいには移行

が進んでいて、次の経過期間に反映できるということが実務的にも必要ではないかという
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こと。 

非常に短期間で移行することになれば、認可事務が一挙に自治体の方にいきますので、

そういった意味で事務量のことも考えますと、少し平準化できるというようなことにも配

慮が必要ではないかというような４点程度を踏まえまして、移行期間は本格施行から３年

を基本として、必要に応じて延長も検討いたしますけれども、制度上、総合こども園（仮

称）の方に移行していただくことを記載いたしました。 

29 ページ、こちらは総合こども園（仮称）の設置主体の在り方でございます。こちらに

つきましては、これまでも民間企業の参入に関しまして、いろいろと御議論がございまし

た。一定の要件を満たした株式会社、NPO 等の法人について、総合こども園（仮称）の設

置主体にするということについては、夏の中間とりまとめで既に決定をいたしましたけれ

ども、その一定の要件をどう具体的に設定をするかということでございます。 

アとしては、参入段階においての一定の要件ということで、この要件については、学校

法人・社会福祉法人に現在課されている要件を踏まえまして、以下に書いてありますよう

な要件を課すということにしたいと思います。 

30 ページには、イといたしまして、運営段階における要件を書いてございます。当該総

合こども園（仮称）の経営に係る経理を他の経理とは分離をするということ。 

総合こども園（仮称）会計からの資金流出を制限するということ。 

Ａといたしまして、区分経理をされた総合こども園（仮称）の会計から、それ以外の会

計への繰入れは認めないということにさせていただきたいと思います。 

もう一つ大きな議論になっておりました、株主への配当をどうするかということが、Ｂ

として結論として書いてございます。ワーキングチームの議論では、株主への配当を認め

る案、認めない案、真ん中で一定の上限を設定する案と３つの案でお示しをいたしており

ますが、最終とりまとめでは、真ん中の案ということになりますが、一定の上限を設ける

ということにさせていただきたいということでございます。 

具体的な合理的な水準につきましては、法施行までに設定をしていくということになろ

うかと思いますが、最終とりまとめの段階では、一定の上限を求めた上で、配当について

は認めるということにさせていただきたいということでございます。 

総合こども園（仮称）の撤退段階の規制については、施設の廃止については認可を要す

るということにさせていただきたいと思います。 

31 ページ「③設置認可・指導監督等の主体」。こちらはこども園給付（仮称）の方の主

体と違いまして、あまり議論がなかったかと思います。すなわち、都道府県を基本としつ

つ、大都市、指定都市、中核市まで権限を移譲するということにさせていただきたいと思

います。この場合、指定都市、中核市に対して、都道府県が一定の関与を行うことができ

る仕組みを構築したいと思っております。 

ここから先ですが、非常に細かい事項で恐縮ですが、総合こども園（仮称）の具体的制

度設計ということで、昨年 12 月６日のワーキングチームの資料で詳細をお示しした内容
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が、ここから記載が続きます。 

32 ページ「（５）設置基準」。設置の基準につきましては、現行の幼保連携型認定こども

園（仮称）の基準を基礎とするということ。総合こども園（仮称）の設置基準については、

国が定める基準を踏まえて、都道府県等が条例で定めるということ。これにつきましては、

先ほどと同様の整理で、従うべき基準と参酌基準ということで振り分けるという整理をし

ております。 

その後、職員の関係、職員の身分、政治的行為の制限、職員の給与、福利厚生等々の項

目が続いてまいりますが、基本的には昨年 12 月６日のワーキングチームでお示しした整

理を記載させていただいております。 

36 ページ「⑥認定こども園からの移行」を追記してございます。中間とりまとめでは、

「経過措置を検討します」ということだけが記載をされておりましたので、認定こども園

からの移行をどうするかということを少し丁寧に書かせていただきました。認定こども園

（仮称）につきましては、御承知のとおり、先駆的に学校教育、保育を一体的に提供する

施設として取り組んできていただいたということがございますので、円滑に総合こども園

（仮称）に移行していただくという工夫を取りたいということでございます。 

１つ目は、基準を満たすものについては、総合こども園（仮称）に円滑に移行できるよ

うな特例を設けるということ。例えば総合こども園（仮称）の認可の申請があった場合に

は、基準を満たしていれば、都道府県はこれを認可してくださいということで、特例を設

けることについて、検討していきたいということ。 

そして、もし基準を満たさないというようなものについても、今後、急ぎ実態も把握し

たいと思っておりますが、実態を把握した上で、総合こども園（仮称）の基準を満たすた

めに必要な支援策を検討する。ここに記載するような工夫を行いまして、円滑な移行に努

めるということをしていきたいと思ってございます。 

経過措置については、３歳以上児が入所している保育所についての制度的な総合こども

園（仮称）への一定の期間後の移行については、先ほど説明をしたとおりでございます。

28 ページに記載した当時、３年という一定の期間を付記してございます。 

37 ページ「Ⅳ 子ども・子育て支援事業（仮称）」。 

市町村事業でございます。①～⑫ということで、その対象をはっきり明確にさせていた

だきました。もともと中間とりまとめでは、①～⑩までは市町村事業として予定をしてお

りました。これに加えまして、先ほど御説明をした実費徴収の補足給付の事業が⑪という

ことで追加をしてございます。 

⑫も追加をしておりますが、これは多様な主体が新システムに参入することを促進する

ための事業ということで、今回、新システムは株式会社や NPO 等の方々にも参入いただ

くという仕組みになりますので、市町村の工夫でこういったことを促進するメニューを御

用意するということでございます。これによりまして、企業立への総合こども園（仮称）

での特別支援に対しても支援が可能になるという形で、御活用いただけるのではないかと
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考えております。 

38 ページ、市町村事業については、ここに今まで書いております事業の中では、地域子

育て支援拠点事業、一時預かりについては法令上の国の基準があるのですが、それ以外に

ついては、現在、法令上の国の基準はございません。国の基準はどうするかというのが、

事業として一つ議論になってきたわけです。 

これにつきましては、39 ページ「４ 放課後児童クラブ」につきましては、国が法令上

の基準を定めるとさせていただきたいと考えております。その基準の定め方については、

バリエーションがあろうかと思いますので、３つほど案をお示しさせていただきます。 

39 ページの案１は、国が法令上の基準を児童福祉法体系に設定しますが、市町村がこれ

を基に基準を条例で定めるということにしまして、その基準については参酌基準に位置づ

けるというのが案１でございます。 

案２といたしましては、同じく国が基準を定めた上で、市町村に条例を定めていただく

のですが、その上で従うべき基準と参酌基準に振り分けるというのが案２でございます。 

40 ページ、案３はこれまでの２つと異なりまして、条例には委任せずに、国が法令上の

基準を新たにつくる。ただし、このときに非常に必要なのは、現行実態がいろいろとござ

いますので、弾力的な基準にするということ。そして、職員の資格、員数等は所要の経過

措置を設けて、現場が困らないようにするということ。 

こういった３点の方法があろうかと思いますので、今回、放課後児童についてはいろい

ろな議論があったこともありますので、３つの案をお示しをして、後ほど議論をしていた

だければと思います。 

もう一点「５ 妊婦健診」につきましても、国が法令上の基準を定めたいと思っており

ます。こちらは児童福祉法体系ではなく、母子保健法体系の方で法令上の基準を設定した

いということでございます。ということになりますので、現行、子ども・子育て支援拠点

と一時預かり以外について見れば、放課後児童クラブと妊婦健診は国の法令上の基準を新

たに設定いたしますけれども、それ以外は技術的な助言ととどめるという整理にしたいと

いうことでございます。 

「Ⅴ 社会的養護・障がい児に対する支援」。 

こちらは夏のとりまとめでかなり書き込んでおりましたが、少しだけ整理を追加したの

が 41 ページのところで、保育の措置が今回改正で措置的な入所ということを入れますの

で、こういったときに保育の措置が必要だというときの市町村への報告通知という連携の

仕組みを設けようということを追記してございます。 

41 ページ「Ⅵ 子ども・子育て包括交付金（仮称）等」。 

今回この新システムでは、現金給付、こども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）、

こういった個人給付のうち、現金と現物という整理。３つ目としては、市町村事業という

整理というものが出てくるわけですが、これらに必要な費用については、給付や事業の性

格に応じまして、包括的に国庫負担及び国庫補助を行い、法令上、予算上は区分をすると
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いうことにさせていただきます。その上で、これらの国庫負担金や国庫補助金を子ども・

子育て包括交付金（仮称）と総称するというふうに整理をいたします。 

したがいまして、42 ページ、財源保障の在り方といたしましては、個人給付については

国庫負担、義務的な経費となりまして、市町村事業については国庫補助金、裁量的な経費

と整理をさせていただきたいということでございます。 

42 ページ「Ⅶ 子ども・子育て会議（仮称）」。 

こちらについては、昨年 12 月６日のワーキングチームの資料で、国に置かれる子ども・

子育て会議（仮称）の権限や所掌について整理をいたしましたので、その旨を追記してご

ざいますし、地方版の子ども・子育て会議（仮称）につきましても、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、地方版子ども・子育て会議（仮称）と呼んでおりま

すけれども、この会議については地方公共団体の判断により、国に設置する会議と同様の

事務を所掌する合議体が設置できる旨を法定するということにしたいと思っております。 

ただし、こども園（仮称）の指定等の行政権限を行使する際には、透明性を高める必要

があるという議論が非常に多かったということもありますので、当該権限を行使する場合

には、合議体を置いている場合には、この合議体の会議体の意見を聞くこととしていただ

きますし、それがない場合には類似の機能を有する既存の合議体の意見を聞いていただく

ということをお願いしたいと考えております。 

43 ページ「Ⅷ 費用負担」。 

費用負担につきましては、国と地方の費用負担、事業主負担の考え方については、恐縮

ですがペンディングということで、次回までに整理をさせていただきたいということでご

ざいます。なお、利用者負担につきましては、昨年 11 月 24 日のワーキングチームで整理

をしましたとおり、利用者の負担能力を勘案した応能負担を基本として定めるということ

で整理をした記述をここに追記をしてございます。 

44 ページ「５ 既存の財政措置との関係について」。 

公立のこども園（仮称）につきましては、新システムについて、公立施設についてもこ

ども園給付（仮称）の対象に加えることによりまして、手続や給付制度は公立、私立、共

通のものとしたいと思っております。 

費用負担については、全体での費用負担の整理がペンディングになっている関係で、特

に明記はしておりませんが、ワーキングチームはこれまでイメージということで整理をし

ておりますが、地方 10 分の 10 ということで、財源については地方 10 分の 10 を前提で考

えております。ただ、費用全体を最終的には次回までに整理をするということですので、

次回までに全部書き切りたいと思っております。 

私学助成、機関補助。既存の私立施設に対する機関補助、私学助成との関係は、昨年 12

月 26 日のワーキングチームで整理をしておりますので、その旨をここで記載しておりま

す。御参照いただければと思います。 

46 ページ「６ 恒久財源の確保」。 
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こちらについては、特に記載が変わっているわけではないのですが、１兆円超というこ

とで、我々は何とか財源確保をしたいと思っているわけでございますけれども、社会保障・

税一体改革で昨年６月に整理をされて、今年の１月にも整理をされて、一体改革の中でこ

の新システムが位置づけられているということがあるわけですが、年末に子ども手当の四

大臣合意をしていただいたときにも、この文書の中にも「１兆円超の措置を今後検討する

こと」とされていて、財源確保のために最大限努力を行うと記載をしていただきましたの

で、その旨を注意書きで追記をいたしました。 

48 ページ「IX その他」。 

こちらにつきましては、国の所管について、昨年 12 月 6 日と 26 日のワーキングチーム

2 回にわたりまして、国の所管について、かなり御議論をいただきました。そこのエッセ

ンスを記載したものでございます。 

給付法である子ども子育て支援法（仮称）は、企画立案から執行まで一元的に内閣府に

所管。総合こども園法（仮称）についても内閣府で所管ということにいたします。ただ、

総合こども園（仮称）は認可を受けることで、学校としての位置づけと児童福祉としての

位置づけを併せ持つことになりますので、文科省、厚労省の両省と調整を図るということ

は残ります。 

そうしますので、子ども家庭省（仮称）ができるときの基盤となる組織体制として、し

っかりとこの新システムを円滑に施行できるようなセクションを内閣府に置きたいと思っ

ておりまして、それを果たせる権限を法律を所管する権限に加えて、法律上の総合調整権

限を持たせるというようなことを御検討いただいておりますので、その旨を記載したとい

うことでございます。 

「２ ワーク・ライフ・バランス」。 

こちらについて、次世代法の事業主行動計画の位置づけが少し残ってございました。御

承知のとおり、次世代法は 26 年度までの時限立法となっております。それとの関係で、

事業主の行動計画をどう位置づけるかということでございました。結論といたしましては、

今回の新システム法が先に出ていく段階では、改正はしないということにしようと思って

おりますが、ワーク・ライフ・バランスの重要性については、このワーキングチームでは

何度も御意見をいただいておりますので、これらの意見も踏まえて、今後は政府部内で 27

年度以降の取扱いを別途検討すると整理をしたいと思っております。 

長くなってしまいましたけれども、最終とりまとめの案文の説明については、以上でご

ざいます。 

引き続いて恐縮ですが、事務方から資料４について、御説明をさせていただきます。 

○黒田室長 続きまして、駆け足で資料４、市町村の先駆的な取組についてを簡単に御紹

介させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、今回の議論の御参考にということで、８つの市町村にお

願いしまして、取組を御紹介させていただきます。もう少し御紹介できる自治体もあろう
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かと思いますので、31 日までにもう少し充実した形で御用意できたらと思っておりますが、

中間段階のものと御理解ください。 

北から順番に都道府県をコード順で並べておりますが、順次御紹介を申し上げます。 

まず、宮城県仙台市でございます。 

４～５ページでございます。仙台市は御案内のとおり政令市でございますが、仙台市の

特色ある取組としては、私立幼稚園を社会的資源として大変大切なものだという前提の下

で、幼稚園に保育の分野に出てきてもらって、それで待機児童対策をやっていきたいとい

う明確な方針の下に、歩み出そうとしているという点でございます。 

具体的には、４ページの真ん中にございますが、幼稚園に保育所並みの財源を投入して、

保育機能を強化していく。それで保育は３歳未満児向けに重点化をしていこうということ

でございまして、私立の幼稚園で保育並みの時間をカバーするという取組に対して、市の

単独の助成をしていくという取組を行っております。言わば、こども園給付（仮称）の先

取りというべき取組ということでございます。 

５ページにありますように、３歳未満児のところに幼稚園が出ていただくためのサポー

トを市の単独事業として行っていく。保育ママの取組をやっていこうということが書かれ

てございます。 

７ページには、放課後児童クラブにつきましても開設時間の延長等との取組みを新しく

やっていこう、充実していこうという取組が書かれております。 

８ページには、地域子育て支援系の取組で申しますと、仙台市には「のびすく」という

子育てふれあいプラザの取組がございまして、これを市の真ん中、北、南と３か所に拠点

施設として設けた上で、いわゆる広場事業のようなものも併せて展開をするという、真ん

中をつくった上での展開が行われているということ。また、この仕組みと関連施策として、

発達障がいの方々の支援のための取組を単独で行っているというところが仙台市の特色で

ございます。 

11 ページ、横浜市でございます。 

12～13 ページでございます。横浜市の取組は、これまでも議論の過程でさまざまな紹介

をされているところでございますが、先ほどの仙台市の先を行く取組として、13 ページに

ございますように、幼稚園に保育の部分を担っていただきたいということで、市の取組み

を充実して行っていただいている。11 時間の取組等々について手厚く公費を出して、それ

によって、言わばこの仕組みの目から見ると、こども園給付（仮称）の先取りというよう

な取組を行っていただいているというのが一つの特色でございます。 

14 ページ、地域子育て支援拠点事業でございます。横浜市はこの事業が国の制度化をさ

れる際の先を走って、制度化の先鞭を付けてくださった自治体でございますが、その伝統

を発展させる形で、すべて 18 区に拠点としてのセンター型の事業をまず行っていただい

ているということ。 

15 ページに、それと連携する形で、つどいの広場をつくっていただいているということ
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でございます。 

16 ページには、乳幼児の一時預かり事業についても手厚い形での展開をされているとい

うことで、非常にさまざまに社会資源に目配りをされた上で、社会問題にも取り組んでい

こうという明確な姿勢が見える取組みでございます。 

17 ページ、新潟県聖籠町、渡邊町長の町でございます。僭越ながら御紹介させていただ

きます。 

19 ページに町の御紹介でございます。人口１万 4,000 人余りということでございます。 

この分野に特化した記述は少し飛びまして、24 ページにございます。もともと教育・保

育に力を入れてきた自治体として、その町立の幼稚園、町立の保育所を開所してまいりま

したが、少子化の影響で町立の幼稚園には若干空きが出てきて、一方で保育所に対するニ

ーズが増えてきたという背景があります。 

26 ページ、町の中での議論、町議会での議論、住民の方の議論を経て、17 年 4 月から

幼保一体化の取組をスタートしたということがございます。27 ページに書かれてございま

す。 

28 ページには、具体的な転換として、０～２歳については町立の「聖籠こども園」、法

的に言うと保育所におきまして、ここで一貫して行うということでございます。29 ページ

に写真もございますけれども、そういった取組がございます。 

30 ページ、３～５歳につきましては、法的には幼稚園ですが、現行法で言う保育に欠け

る子どもも含めて、この「こども園」で受けるという形になっておりまして、年齢で分け

るけれども、幼保一体化の取組を町として、17 年４月から既に先駆的に取り組んでおられ

るということでございます。 

なお、この資料は大変充実しておりまして、41 ページにまいりますと、これをやってみ

て７年目ということで、その住民の方の評価についても、こちらに記載がございます。一

体化の評価についても、それは住民の目から見ても、お子さんの目から見ても、町の運営

から見てもプラスアルファのことが多かったという記述でございます。 

43 ページ、山梨県北杜市でございます。 

44 ページ、この市は７町村合併でできて、後にもう一町加わって、８町村が合併をして

できた 4 万 9,000 人の人口の市でございます。44 ページの下にございますけれども、保育

所の地域資源が非常に豊かな市でございますし、この人口規模に比べますと、広場型の事

業、地域子育て支援拠点事業がこの町の規模で７か所あるという、非常にこの分野に力を

入れている自治体でございます。 

更に、この広場型で得た人的なネットワークを踏まえて、ファミリーサポートセンター

の事業も 22 年度から取り組んでいただいているということで、言わば地域福祉に根差し

たベースを生かしながら、展開をされているという町でございます。 

47 ページ、三重県名張市でございます。 

48 ページ、名張市は人口８万 2,000 余りの市でございます。この市は非常に地域福祉の
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足腰が強い町として、もともと伝統がございます。 

49 ページ、その子育て支援ということで考えますと、保育所、幼稚園の資源に加えまし

て、子育て支援サービスとして、小さい地域子育て支援センターを市の中で配置するとい

う取組を行っていただいております。 

52 ページ、名張市は子ども条例を平成 18 年に策定しておりまして、この中で健全育成、

権利救済、相談といった取組も進めておられますし、地域づくりの地域組織の機能といっ

た地域支援もございます。 

また、最近の取組といたしまして、55 ページにございますが、名張市の独自の取組とし

て、マイ保育ステーション事業という事業がございます。これは名前は市の事業ですが、

要すれば保育所の地域支援の機能を市として評価していきましょうという事業でございま

す。 

56 ページにその模式図がございます。保育所が地域住民の方々の応援をしていこうと。

市として応援をしようという取組でございます。 

59 ページ、地域のボランティア拠点を整備していく中で、高齢者、子どもといったとこ

ろを併せて取り組む。そういう取組もされているという自治体でございます。 

続きまして、61 ページ、大阪府池田市でございます。 

62 ページ、池田市の取組は倉田前市長から、この場でもさまざまな御紹介をいただいて

いるところでありますけれども、池田市は人口 10 万人余りの市でございます。 

63 ページ、池田市はもともと平成 19 年 4 月から、市立石橋南保育所と市立なかよし幼

稚園を一体化した、市立の「こども園」の取組を既に取り組んでおりまして、もう既に５

年目に差しかかっているということでございます。市長から御紹介のありました子ども条

例の改正、この仕組みの制度化を念頭に置いて、先取りの形で条例改正をするということ

を既に市議会の議論を経て、条例がスタートしているということでございます。 

63 ページの一番下から２番目の◇にございますように、保育所に学校教育体系に位置づ

けられるということを見据えて、そういった取組を応援するための研修の費用とか、そう

いった取組も市の独自の取組の中で入れていこうということを考えておられるようで、ま

さに先取りが進んでいる自治体ということでございます。 

 70 ページ、高知県奈半利町の御紹介でございます。 

 人口は 3,600 人ということでございますが、ここは高知県が先駆的な取組を応援する仕

組みをつくっていただいていまして、小さなサロン、小さな一時預かり、出先に出かける

タイプの子育て広場のような機能も併せ持つものを市の保健福祉センターの場所を活用す

る形で展開をしていただいています。これくらいの人口規模の自治体でも、こういうこと

ができるんだという意味合いでは、非常に参考になるケースなのかなということで、挙げ

させていただいております。 

 73 ページ、熊本県嘉島町でございます。 

 74 ページ、熊本県嘉島町は人口 9,000 人弱の町でございます。この町の取組は、そのペ
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ージの下の方に書いてございますが、この町は単独の町、人口が少ない町だと、なかなか

取組が難しいとさまざまな御指摘のあります、病児、病後児保育ですとか、緊急サポート

事業のような、こういう事業を複数町の共同事業として取り組んでいただいているという

取組に非常に特色があろうかと思います。 

 また、ひろば型の事業についても NPO とタイアップをする形で、平成 19 年度からスタ

ートし、ここで得られた人的なネットワークを前提として、ファミリーサポートセンター

の事業も平成 21 年度からスタートされています。人口 9,000 人の町でも、ほかの町と連

携することで、こんな取組ができるんだという意味合いで、私どもとしても非常に参考に

したい、ヒントを与えていただける先駆的な事例と思っております。 

 75 ページに、複数町でこういった取組が難しい事業を取り組むに至った経緯も、町の方

からいただいております。このようなことも参考にさせていただきながら、制度化の議論

を進めたいと思います。 

 以上でございます。 

○園田座長 事務局からの御説明は以上でございます。 

予定でいくと 40 分で終わらせる予定だったのですが、ここまで延びてしまいました。

ただ、御案内のとおり、今日は基本制度にかかるとりまとめの原案ということで、まだ若

干調整中のところもございますけれども、全体像のお示しを皆様方にさせていただくとい

うことで、御説明がちょっと長くなりましたことをお詫び申し上げたいと思います。 

これから皆様方から御意見をちょうだいしていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。できましたら、いつも申し上げておりますけれども、簡潔にお願いをした

いと思っております。その心は、できるだけ一巡して二巡目も確保したいと思っておりま

すので、その点の御協力、御理解のほど、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

それでは、委員の先生方からもいただきたいと思います。最初に、今お話がありました

先進的な取組事例、自治体の取組事例もありましたので、各自治体の皆様方からまず御発

言をいただいて、その後にほかの委員の先生方からと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。 

それでは、最初に尾﨑知事からよろしくお願いいたします。 

○尾﨑委員 どうも皆さん、おはようございます。 

 先ほど、簡にして要を得た御説明をいただきまして、本当にありがとうございます。多

様な論点がだんだん詰まってきたなという感じがいたしまして、逆に私も今日の資料のじ

っくり見させていただいて、全体像がだんだんクリアーになってきたことを感じておると

ころでございます。 

 そういう意味で、私どもとしても論点を絞っていく中で、特にこの点をよろしくお願い

申し上げたという点について、お話をさせていただきたいと思います。 

 まず、第 1 点としては、地方の裁量権の拡大についてというお話でございます。先ほど

資料４で各自治体の非常に先駆的なお取組について、お話をしていただいたところでござ
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いました。その中で高知県奈半利町も取り上げていただいて光栄でございます。 

この高知県奈半利町は非常に特徴的だろうと思われますのは、この資料の 71 ページに

も写真がありますが、高齢者の方と子どもたちが一緒に集っているという点に非常に特徴

があると思っています。この会議での議論は、子ども・子育ての新システムについての議

論でございますが、私どもいわゆる中山間地域をたくさん抱えた、過疎の中の過疎と言わ

れる地域を抱えた、例えば高齢化率 50％を超えるような地域を抱えたような県にとって、

社会福祉行政を行っていこうとしたときに、どうしてもポイントとなりますのが、それぞ

れの制度ごとに社会福祉サービスを提供しようとしても、量的にそろわないがゆえに採算

が合わずに、民間参入が進まない。公的に、いわゆる社協さんがいろいろと対応しようと

しても赤字額が非常に大きくて、その維持が難しいという話でございます。 

私どもとして、そういう地域において、社会福祉サービスを維持していくときに、この

縦割りを廃すということが非常に重要でございます。そういうことで、私どもはこれを「あ

ったかふれあいセンター」と言っていますが、高齢者の方々の集いの場であり、相談の場

であり、かつ、その場で子育てもする。更には障がい者の方も受け入れる。そういう小規

模なれども多機能型の施設というものを設けてまいりました。 

こういう中で、例えば看護師さんが中心的なコーディネーターになってくださっていま

す。その看護師さんが自分のお子さんをこの施設に預けながら、コーディネーターとして

の仕事をしている。そういう中で高齢者の方々も、家に引きこもりがちであられた方々も、

「子どもがいるんだったら行こう」といった形で、この施設においでになるというような

ことも多々あります。また、障がい者の方々のソーシャライゼーションにも非常に貢献し

ておるわけであります。 

これはそもそも我々は県下 10 か所くらいでやろうと思っておりましたら、非常にニー

ズがありまして、現在、県下 40 か所くらいで実施をいたしております。これはふるさと

雇用基金を使わせていただいて、人件費の捻出を行っていますが、ふるさと雇用基金が今

年度中で終わりますので、私どもとして独自に財源を設けて、この施設の運営を今後も図

っていこうとしているところでございます。 

こういう点から見れば、私は今回の子ども・子育て新システムの議論というのは、こう

いう展開の議論のスタート点なのではないかと思っていますけれども、今後とも是非この

縦割りを廃して、縦割りの意識でやっておられるわけではないでしょうけれども、そうい

う意味ではなくて、それぞれのサービスを今度は横ぐしで融合したような施設の整備など

を、是非今後について考えていただければと思います。 

新聞に今日出ていました、大都市圏と被災地において、子育て、介護、障がい者の皆さ

んへの対応について、一体型で行う施設の検討をするということ。５面だったか６面だっ

たか、新聞に出ていましたけれども、ああいう検討は我々は大賛成でありまして、中山間

地域などでもこういうのは、非常に有効な施設だと考えています。実際にこれによって、

離島の保育所が事実上復活したという例もありますので、是非御検討をいただきたいと思
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います。 

そういう意味において、高知はそれぞれの地域でこういう形で工夫してまいりましたが、

それぞれの地域でいろいろな工夫を成してこられておるのだと思います。それぞれの実情

に合った形での子育て支援サービスの提供を是非許していただきたいと考えておるところ

でございまして、ある意味、地方の裁量権が拡大すると、「子育てに回すべきお金が道路と

かに回ってしまうのではないか」という御懸念の向きもあろうかと思いますが、ある意味、

地方自治体の首長というのは非常に住民に近いところにおるわけでございまして、そうい

うことをうかつにしておりますと厳しい批判にさらされるということもあります。ある意

味、この地方主権の時代において、地域の地方の行政というものを信頼していただきたい

と考えております。 

それぞれ今回の資料でも御工夫をいただいているところですが、もう一段、地域の実情

に応じた裁量権の拡大というものについて、御配慮をいただきたいと思うところがありま

す。とりわけ地域型保育給付（仮称）について。せっかく小規模保育という新しい類型を

設けようとしていただいているところでございますが、例えばこれは利用定員などをうか

つに定められますと、事実上成り立たないことになることがたくさんあるわけです。実際

に利用定員の壁は越えられないので、我々はこの「あったかふれあいセンター」をやって

いるのでございまして、是非とも地方の実情に応じた活用ができるような検討をしていた

だきたいと考えておりますし、また、地方の実情に応じたタイプに対して、今、我々はふ

るさと雇用基金を使わせていただいていますが、これがなくなりますと、我々の地方の一

般財源でやります。こういうものに対して、是非そういう工夫を生かしたものに対する財

政支援を国としてやっていただくということを考えていただければと考えています。 

この参酌すべき基準としているもの、従うべき基準とされているものの整理をもう一段

お願いをしたいということがまず第１点です。 

第２点、子ども・子育て包括交付金（仮称）についてということでございます。私ども

は今まで、子ども手当、こども園給付（仮称）、市町村事業に対する給付、その性格に応じ

て、いわゆる義務的経費系のもの、裁量的経費系のものを明確に区分経理をしていただく

ということが極めて重要だというお話を申し上げてまいりました。この点、今回の資料に

おいて、そのことが非常にクリアーに 41 ページに書いていただいておりまして、この点

については私どもがずっと主張してきたことを取り入れていただいたという側面もあるの

ではないかと思いまして、ウェルカムといいますか、これを評価させていただきたいと考

えておるところでございます。 

１点だけ質問ですが、この 42 ページの○の３番目にあります、「費用負担の検討に応じ

て区分経理の必要性を検討（Ｐ）」というのは、どういう意味なのか。ここだけ後で教えて

いただければと考えておるところでございます。 

 いずれにしても、区分経理をしっかりする方向でお願いしたいと思いますが、その上で

補助金の交付要綱等の具体的な制度設計の際には、一括交付金化の議論というのも全体と
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して行われている中で、地方の自由度の拡大に寄与する、及び弾力的な運用が可能となる

ような補助金とするように、特に市町村事業の補助金について、そういう点について是非

御配慮をいただきたいと思っております。これが大きな２本目であります。 

 最後に３番目でありますが、関係者、地方との丁寧な協議を是非お願いをしたいと思い

ます。現在においても丁寧にやっていただいておるところでございますが、地方の特にこ

れから大変となる問題としまして、43 ページにあります「２ 新システムの国・地方の費

用負担（Ｐ）」が非常に大きな論点になってこようかと考えておるところでございます。こ

の国と地方の費用負担の問題は、ここで残されている問題でありますが、是非我々との間

でもしっかりと協議を行っていただきたいと考えております。 

 以上、大きく３点であります。 

○園田座長 先ほどの費用負担の検討状況について。 

○黒田室長 お答え申し上げます。今、御質問のありました 42 ページの国における会計

における区分経理のお話です。これは国において、一般会計なのか、それとも今、手当の

関係は特別会計の勘定の中でやっております。ですので、特に企業から仮にお金をいただ

くと仮定をしますと、その部分を一般会計から区分する必要が生じますので、そこは費用

負担の中で事業主からお金をいただくということになれば、そこは一般会計から区分をし

てやるということになります。これは要するに、国の会計制度上の区分が要るという意味

合いでございます。 

○尾﨑委員 国の会計制度の話ですね。 

○黒田室長 そうです。国の制度でございます。 

○尾﨑委員 国の所管で内閣府において、法律上の総合調整権限を持たせるというお話で

ございますが、これは従前一つの窓口をという話から一歩前に進んで、法令上の総合調整

権限を持った一元的な組織を設けるのだというところも踏み込んでいかれるということで

ございますね。これは大きな進歩ではないかと思います。 

 以上でございます。 

○園田座長 最後におっしゃっていただいた国と地方の費用負担の点については、しっか

りと調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、続いて清原市長。そして、渡邊町長と順番にお願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。新年おめでとうございます。全国市長会三鷹市長の

清原です。 

 この間、事務局の皆様のおとりまとめの御努力に、心から感謝を申し上げたいと思いま

す。私から５点について、意見を述べさせていただきます。 

 まず、認可と指定の主体についてです。こども園（仮称）に係る指定・指導監督権限の

扱いについては、13 ページに案が３つ示されております。全国市長会の立場としては、相

対的には案２に賛成したいと思います。すなわち、指定・指導監督の主体は都道府県を基

本としつつ、市も指定指導監督の主体とするということです。ただ、自治体の規模によっ
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ては、指定や指導監督にかかる事務、あるいはそれに対する体制に大きな負担が生じるこ

ともあることから、何よりも都道府県による支援をお願いしたいと思います。 

特に指導監督といった業務につきましては、都道府県における技術的支援が重要です。

例えば「人材育成、指導監督権限を実施する場合の共同」ということが今回示されており

まして、それは大変心強いところで、地域主権ということは極めて大事なことでございま

すが、都道府県と市町村との関係の在り方についても大変重要なポイントだと思っており

まして、すべてが市町村に委ねられることが地域主権ではなく、広域自体である都道府県

のこれまでの経験、あるいはその力というものは大変重要だと思っています。 

総合こども園（仮称）にかかる認可・指導監督権限については、認可指導監督の主体は

都道府県を基本とし、大都市特例を設け、都道府県、指定都市、中核市とするということ

で、これは現行の保育所等の認可制度と照らし合わせて、妥当ではないかと思っています。 

そこで２点目の論点ですが、指定基準と認可基準についてです。21 ページにこども園（仮

称）等の基準に関する取組について、まとめられております。 

25 ページ以降は、地域型保育給付（仮称）の指定の基準について、とりまとめられてお

ります。市町村は実施主体としての責任を負うことになりますが、このとりまとめの３ペ

ージの冒頭「市町村（基礎自治体）が制度を実施し、国・都道府県等が制度の実施を重層

的に支える仕組みを構築する」とあるところは、極めて重要だと思っています。すなわち、

市町村は実施主体としての責任を負うことになりますが、その行政責任を負うに当たって

は、裏づけとしての国の基準がある程度は必要です。地域主権を進めていく上で、一定の

ナショナルミニマムがあるということは、両立すると私は思っています。国が示す基準が

なくてはナショナルミニマムは保障されませんので、すべての子どもがどこの地域に暮ら

しても同様の一定のサービスを受けられる制度としての基準が今回示唆され、その上で参

酌基準として、地域の独自性や裁量権が、尾﨑知事もおっしゃいましたけれども、委ねら

れるということは重要だと思います。避けなければいけないのは、地域の独自性を尊重す

ることのために、地域格差が容認されることであると改めて思います。 

なお、付け加えますと、これについては「法案が成立したら、基礎自治体が条例化する」

と書かれております。実は条例化するには一定の期間が必要です。私たちが提案する準備

もありますが、それは今からでもできるわけですけれども、やはり議会での熱心な御審議

をいただかなければいけません。地方は二元代表制ですので、この点についての時間的な

配慮を加えていただければと思います。 

３点目、市町村事業、子ども・子育て支援事業（仮称）について申し上げます。子ども・

子育て支援事業（仮称）の対象範囲についてですが、子育て支援交付金（仮称）対象事業

を新システム対象事業として位置づけ、包括交付金（仮称）の対象とするということは重

要なポイントでございまして、子ども・子育て新システムは包括的、一元的に子ども・子

育て支援を進める制度として検討されておりますので、新システムに位置づける必要があ

ると思います。 
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そこで、この子ども・子育て支援事業（仮称）における国の基準と地方の裁量との関係

で、一つの大きなとりまとめの特徴として、39 ページに放課後児童クラブについて示され

ました。今まで基準があいまいだったわけですが、今回、放課後児童クラブについて、案

１、２、３が示されました。地域主権の観点から申し上げますと、案１が目指されるべき

方向性だと思います。けれども、現場の状況を考えますと、当分の間は案３ということが

必要ではないかと。事務局も迷われて、この案１、２、３が出されているということで、

現場の実態を尊重しておられるからこその併記だと思います。 

私も迷っておりまして、目指すべきは案１だと思いますが、現実的に移行期間などを考

えると、案３も必要ですし、国が一定の基準を示す必要はありますし、技術的支援も必要

なんですけれども、地域の独自性ということを配慮するという悩ましい点があると思いま

す。なお、放課後児童クラブ事業については、放課後子ども教室事業との一体的運営の整

備ということも課題になっていることを付け加えます。 

併せて、これは 37 ページに実費徴収に係る低所得者に対する公費による補足給付につ

いても、今回記述をしていただきました。これは新しい課題です。私たち自治体、市長会

としては、もう少し時間をいただいて検討したいと思っている難しい項目でもあります。

今回書いていただきましたので、私たち市長会としてもしっかり考えていきたいと思いま

す。特に一自治体で判断できない部分があります。幼稚園というのは、三鷹市にある幼稚

園でも近隣の市の子どもたちも選んで利用しているわけです。ですから、この広域的な対

応も考える必要がありますので、是非これについてはさらなる検討を深めていただければ

と思います。 

４点目、子ども・子育て包括交付金（仮称）の区分についてです。今回 41 ページで子

どものための現金給付、２点目にこども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）。３点目

に市町村事業の３区分とすることが示されました。国庫負担金と国庫補助金として交付さ

れるということで、３つが区分されました。これは市長会の主張を反映していただいたこ

とだと思いますし、この区分でよろしいのではないかと思います。 

ただ、市長会としては、何度も申し上げて申し訳ないのですが、公立こども園（仮称）

の財政的措置については、引き続き課題として残ると思います。すなわち、公立総合こど

も園（仮称）と言いましょうか、その財政的措置については市町村の 10 分の 10 という案

が示されているわけですが、現在の状況ではそうなりますと、法律のこうした施設の開設

や運営についてはインセンティブが全く働かない制度となり続けているわけで、これにつ

いては市長会としては是非更に工夫をしていただければという問題提起です。 

最後に５点目、計画策定と関係当事者の参画、関与についてです。都道府県の新システ

ム事業支援計画においては、新たな給付事業を実施する上で必要な取組について、必須記

載事項とするとされております。私としては、子ども・子育て新システムを実効性のある

制度とするためには、実施主体としての市町村はもちろんですが、都道府県においても必

要な取組として広域自治体としての責任を果たす姿勢が明確に示されることで、市町村も
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広域自治体である都道府県と連携して、よりよい実施ができると思います。私は広域自治

体である都道府県に大いなる期待を寄せている市長の一人です。 

新システムを実効性のある制度とするためには、市町村新システム事業計画（仮称）の

記載事項についても、とりまとめを４ページに示していただきました。これは私としても

異議のないところですが、方策等を必須記載事項とする場合には、その具体化、実質化を

図るためには、やはり準備期間の確保が必要だということだけ申し上げます。 

私は、国は国の責任として、制度をしっかりと構築し、ナショナルミニマムを保証する

ということ。また、都道府県は広域自治体として、特に広域調整あるいは市町村支援、重

要な社会的養護を必要とする子どもへの支援等を確実に実施していただくということが相

まって、初めて実施主体としての市町村が責任を果たせると思います。 

地域主権ということは極めて重要なことですが、それは市町村だけの責任を考えるので

はなく、やはり裏づけとしての国、広域自治体である都道府県が重層的に支援する。そう

いう仕組みであることによって担保されるということを、今日の案はかなり強調して書き

込んでいただいておりますが、その実質化を願いたいと思います。 

なお、法案が成立した後、計画を５年間、総合こども園（仮称）の移行を３年間という

年数の目安も示されました。これは総合こども園（仮称）等を運営する立場に立って、限

りなく、これでも早い年数を示していただいたと思いますが、併せて基礎自治体の条例制

定の日程、計画策定の日程、当事者参加を確保するために必要な日程などについてのスケ

ジュール感というのも再確認をしていただければ、ありがたいと思います。 

以上、５点申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○園田座長 では、渡邊座長。 

○渡邊委員 どうもおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。全国町村会の

渡邊です。 

 これまでの議論を踏まえまして、今ほど基本制度のとりまとめ案を示していただいたわ

けであります。中間とりまとめ以降、それぞれの立場からの御発言を踏まえて、事務局の

皆さんが鋭意整理して、このようにまとめたということに敬意を表したいと思います。 

 また、先ほど市町村の先駆的な事例ということで、幼保一体化のワーキングチームでも

私どもの町を紹介させていただきましたけれども、今ほども紹介されたことに感謝をして

いるところでございます。 

 これまでいろいろな制度の項目について提案されて、私なりに中間とりまとめをする前

から申し上げてきた意見、発言が幾つかあるわけですが、整理してみました。その結果、

31 項目くらい、私がいろいろな角度から発言をさせてもらっております。その 31 項目の

中で、私なりに評価できる項目が半分近くありました。また、「賛同できるかな、もうちょ

っとこれを踏み込んで配慮していただければ、賛同できる」という検討すべき事項が約 11

ありました。 

しかし、どうしてもこれは実施主体となる市町村の立場から、また、新たな子ども・子
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育ての新システムを確立していくという社会全体の法制度の仕組みから考えた場合、どう

なのかなということで、いわゆるバツという立場で取り得ざるものが５点ほどありました。

その５点の中の４点について、御意見を申し上げさせていただきたいと思います。 

清原委員からもありましたけれども、まとめの中の 13 ページに、こども園（仮称）に

係る指定・指導監督権限の扱いについて示されました。今回の案には３案が示されまして、

基本とすべきものは私も主張してきましたけれども、都道府県が主体となって、政令市、

中核市というところで捉えているわけでありますが、この度の案では都道府県を主体とし

つつ、市までという２つ目の案。３つ目が市町村という案が示されました。 

この会議の場における私の発言を振り返ってみてもお分かりかと思いますが、私は「市

まで」という発言をした記憶はありません。地域の実情と新たに増える事務量や専門性の

問題も考えたときに、「町村長の立場によって都道府県とした方がいいのではないかという

意見もあれば、町村でやりたいという意見もある」という趣旨の実態を踏まえた発言をさ

せていただいてきたところであります。 

ところが今回、私が発言した都道府県を主体とし、政令市、中核市というところの域を

超えて、今まで市町村という単位で基礎自治体でありながら、あえて市だけを取り上げて

一つの案にまとめたことについては、いささか疑問を感ずるものであります。御承知かと

思いますが、政令市や中核市の大都市は別といたしまして、人口５万人以下の市が調べて

見ましたら、約 250 あります。その一方で３万人以上の町村が約 70 ある。市町村合併で

大分減りましたけれども、一番人口の少ない市は約 4,000 人の市もあります。一番人口の

多い町村は約５万人を要する町村もあるわけです。 

こうした実態を踏まえずに、市と町村を名称だけで一律に区分して、制度を仕組む案に

は無理があるのではないか。到底賛同できない。清原委員から「市の立場で書き込んでく

れたのは大変ありがたい」という話がありましたけれども、市長さんの立場ではそれは分

からないわけでもないですが、厚労省の中でも市と町村に分けて権限が付与されているも

のとして、福祉事務所の設置については一般市までにとどまっています。これは市にも権

限が与えられておりますけれども、町村においてもいつでもできることとなっております。 

そういう観点からすれば、人口が少ない市町村の実態を踏まえているならば、「市だか

ら」とか「町村だから」というくくりで分けるのではなく、いつからでも市町村ができる

といったような制度をきちんと構築すべきではないか。すべての市町村ということになる

と問題があるかも分かりませんけれども、ある意味では選択制を課してもいいのではない

かという考え方であります。 

次に、これも前にも申し上げたのですが、子ども・子育て支援事業（仮称）であります

けれども、放課後児童クラブであります。清原委員からもベストは案１ではないかという

ことで意見がありました。移行する段階までは案３でいいのではないかという意見であり

ますが、私はきちんと地域主権の観点を考えるならば、制度として確立するならば、案１

できちんと整理をすべきではないかと基本的に考えます。 
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次に、これもこれまで申し上げたのですが、こだわって申し訳ありませんが、私学助成

の問題であります。私学助成を残すことは、新システムが今ほど示されます、総合こども

園（仮称）という名称になったわけでありますけれども、これへの移行を妨げるのではな

いかということで、これまで申し上げてきました。 

ところが今回もその意見が何も反映されておりません。非常に残念であります。まとめ

で見ますと、保育所に対してだけ移行期間は３年とするということで明記されました。総

合こども園（仮称）への移行を促進する一方で、幼稚園だけに私学助成を受け、移行しな

い選択肢をこのまま残しておくということはどうなのかなと。新しい子ども・子育て新シ

ステムを社会全体で制度化していくという大義名分があるわけでありますので、そういう

中で保育所だけを総合こども園（仮称）に３年で移行したって、学校教育における幼稚園、

いろいろな経過もあるでしょうけれども、それだけに私学助成を残して、いつまででも指

定を受けないで、現行法に基づく幼稚園経営をそのまま残しておくというのは、社会全体

の組織としてはあまりにもどうなのかなと。これは公立も私立も変わりませんけれども、

どうなのかなと疑問に思います。これは再考願えればと思います。 

最後でありますが、これも前回申し上げたのですが、国の所管の問題であります。移行

する期間、内閣府で文科省と厚労省との所管の問題も示されておりますけれども、それに

ついてははっきりと、子ども家庭省（仮称）などという設置の方向性を示していただきた

い思いはありますが、これはあまり無理も言えないところもあるのではなかろうかと思い

ます。 

しかしながら、移行する段階でも省庁の再編と申し上げたように、これもこだわるわけ

ではないですが、実現する時期が明記されていない。このことは保育所を総合こども園（仮

称）にするのに３年と出すわけですから、具体的な制度設計を議論してまとめるわけです

から、その辺のことを少なからずとも、言葉としてある程度、国民に分かりやすいような

表現方法を明記すべきではないかと思います。 

もう一つあるのですが、それは今日は申し上げません。 

以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、皆様方から御意見をちょうだいしていきたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、山縣さんと菅家さん、順番にお願いします。 

○山縣委員 ありがとうございます。意見は４点です。 

 １つ目は、総合こども園（仮称）を学校教育法に位置づけるということについて、再度

検討をいただきたいということです。本日の資料で学校教育法に当てはまらない部分とし

てしめされた例示も、例えば設置主体については、現に附則６条規定で例外が設けられて

いるわけですが、そこで対応できるのではないかと思います。 

もしそれが困難であるとするならば、現行規定を継続する必然性もなくなるのではない
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か。ここは「当面の間」と言っても、ずっと延々と「当面の間」が続いているわけですが、

これをむしろ有期にすることの方が、整合性があるのではないかと思います。設置基準及

び目的についても「保育」の定義の問題に過ぎないと考えられます。少なくとも学校教育

法の規定における幼稚園の目的は「保育」であって、「教育」ではありません。幼稚園だけ

「教育」を否定すると、説明上、学校教育法内での矛盾を起こす可能性があるのではない

かと思われます。また、教育基本法の解釈では、保育所も「教育」という言葉で説明され

ています。ここら辺の定義をしっかりすれば、ここはクリアーできるのではないか。その

ほかも私は基準的な問題でクリアーできるような気がしています。 

しかし、それが困難だということで、たとえ独立法になったとしても、就学前の学校教

育は総合こども園（仮称）に「同等」とか「類する」という規定ではなくて、学校教育法

に基づく教育を実施する機関であるという文言を入れるべきであると考えます。少なくと

も全く対等であるということを社会的にもしっかりするということです。これは本日の説

明とも矛盾をしませんし、少なくとも量的には総合こども園（仮称）において、学校教育

を受ける子どもが今後は多くなります。すなわち就学前の中心的な学校教育機関に総合こ

ども園（仮称）がなるわけですから、この点はしっかり配慮した法規定が必要だと考えま

す。 

加えて、これは法的な細かい問題ではないのですが、幼稚園の名称独占についてです。、

幼稚園から移行した総合こども園（仮称）については、それこそ当分の間でもいいですか

ら、幼稚園の名称を使用できるようにしたらどうかと思います。学校教育を行うわけです

から、保護者の混乱も少ないのではないかと思います。名前だけの問題ではないかと思っ

ています。 

２点目、幼稚園の総合こども園（仮称）への移行促進についてです。先ほど渡邊委員の

意見にもありましたが、保育所の書きぶりと非常に異なっているということです。繰り返

し主張していますけれども、文章化されていないので、かなり難しい問題があるだろうと

察しますが、とりわけ新システム外に位置づけられる幼稚園については、前回も言いまし

たように、私はこれをずっと反対しておりますけれども、やはり新しい絵においても市町

村の関与さえ難しい状況であると。何らかの関与の方策が示される必要があると思います。 

本文 23 ページの施設整備にある幼稚園は、総合こども園（仮称）に移行する幼稚園も

当然含まれていると考えられますけれども、それを前提に幼稚園固有の整備費を有期制に

するという逆インセンティブといいますか、すなわち新システム外の幼稚園さんが、例え

ば子どもが減った 10 年後にここに入ってきて、なおかつ調理施設の設備費が上乗せされ

るというやり方は過当な競争を起こしてしまって、必ずしもいい方向にならないと思いま

す。 

この点に関してもう一点ですけれども、国の将来方向として示すわけですから、極めて

当然のこととして、あえて言いたいのですが、国立大学附属幼稚園については原則、総合

こども園（仮称）に移行すると。残る方が例外という位置づけを明確にする必要があると
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思います。併せて、幼稚園についての確認ですけれども、機関補助としての預かり保育は

原則としてなくなると。代理受領方式の個人給付の方向と表現は読めますけれども、そう

いう理解でよろしいのでしょうかということです。本文 45ページ辺りに関連しています。 

３点目、計画や地方版会議の中に新システム外の幼稚園についても、少なくとも状況を

把握するという視点を明示していただきたいと思います。現在の表現を見ると、本文の説

明や説明資料では、こども園給付（仮称）対象施設に限定した表現が多く用いられていま

す。ただし、一部新システム外幼稚園も含めて読むことができそうな表現も混在していま

す。本文の９ページ辺りがそういうところですが、すべての子どもが市町村の視野に入っ

ていて、責任を果たすというその姿勢を明確にすべきではないかと思います。 

障がい児保育については、市町村事業とは言うものの、システム外に位置づける可能性

が非常に高いわけですが、それでも市町村の事業計画の中に組み込むという記載がありま

すので、それに準じた扱いでいいのではないかと思います。 

ただし、事業内容は市町村では管轄になりませんので、残念ながら、財政的支援は市町

村の財政事業を考えると、組み込むことはできないということだと思います。また、会議

への参加も新システムに移行された幼稚園を中心に考えていただくしかないのではないか

と思います。 

最後に細かい点を４つお話しして終わりたいと思います。 

第１は、子育て支援コーディネーターです。これはこの新システムを利用者から見たと

きの肝となる制度の一つだと私は評価しておりますが、あまりにも小さく隅っこに書かれ

ているだけなんです。本文の 47 ページにちょっとだけ書いてあるのですが、せめて３ペ

ージの「１ 市町村の役割」辺りにしっかりと位置づけたらどうかと思います。 

２点目は、夜間保育です。これについては 16 ページに少し記載がありますけれども、

肝心の地域子育て支援事業（仮称）では延長保育という記載のみで、夜間保育についての

表現がありません。この点についても、できれば少し検討いただけたらと思います。 

３点目、国の管轄ですが、子ども家庭省（仮称）について、この表現だと新システム内

の幼稚園を含め、管轄しないとも読める内容となってしまっています。本文の 48 ページ

辺りですが、保育所を含め、少なくともすべての就学前施設機関については、子ども家庭

省（仮称）の範囲内で対応して、一体的な支援、関わりができるという表現がいいのでは

ないかと思います。 

最後に４点目、居宅訪問型事業です。これについては、この間ほとんど議論をされてい

ませんので仕方がないのですが、要保育認定の対象サービスとすると、日々利用すること

が前提となります。現行のベビーシッター制度とは大きく異なるということになります。

０歳児保育の在り方、あるいは育児休業明け保育の在り方との関係が、ここは非常に重要

になってくると思いますので、具体的な制度設計の中で、居宅訪問型保育の要保育認定と

の関係については、是非検討をいただきたいと思います。 

以上です。 
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○園田座長 菅家さん、どうぞ。 

○菅家委員 連合の菅家です。私は３点申し上げたと思います。 

 １点目は、先ほど来、議論になっておりますこども園の指定・指導監督の主体に関わる

問題でございます。この問題について考える際に、幾つか視点はあろうかと思いますけれ

ども、何よりも今回の新システムの実施主体が基礎自治体である市町村ということでござ

いますので、まずこのことを踏まえる必要があると思います。 

 もう一点は、今回新たに指定制度が導入されるわけでございますけれども、この指定制

度の趣旨につきましては、11 ページに記載がございます。指定制度の導入によって「保育

の量的な拡大を図るとともに、多様なメニューの中からあらかじめ質が確保されている施

設や事業であることを行政が確認をする」と記載がされています。逆の言い方をいたしま

すと、指定制度を通じて、実施主体たる市町村が施設とサービスの質をチェックする仕組

みだと言えるわけであります。 

したがって、こども園の指定の主体は、市町村以外にあり得ないと考えるところでござ

います。さまざまな現実的に困難な問題も指摘されておりますけれども、そういった問題

につきましてはこの事業に限らず、補完性の原則に基づいて、都道府県に支援を要請する

といった制度の仕組みを考えるべきなのではないかと考えているところでございます。 

２点目は、市町村関与に関わる課題でございます。20 ページに記載がございますけれど

も、新システムの実施主体たる市町村が広く地域住民に情報提供し、相談に対応するとい

うことは当然のことといたしまして、加えて、これまでの議論の中で「調整・あっせん」

という市町村関与の仕組みが設けられることになっています。 

それに加えまして、強制処分たる「措置」ということにつきましても記載があったわけ

でありまして、私ども連合といたしまして、この間何度となく、この「あっせん・調整」

と「措置」の中間といたしまして、「要請」ということを加えるべきではあるという主張を

申し上げてまいりました。今回の報告書の案の中で、「利用の要請」が盛り込まれたという

ことにつきましては、評価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。 

３点目といたしまして、放課後児童クラブにつきまして申し上げたいと思います。放課

後児童クラブにつきましては、この間、明らかに社会的なニーズがあったものの、これま

で法体系の中で、あるいは法制度の中で位置づけられてこなかった問題がありました。今

回、新システムによってきちんと法体系の中で位置づけることにつきましては評価をいた

しますけれども、関係者からすると、むしろ遅きに失したという評価もあろうかと思って

おります。 

他方、長年制度化がなされないまま、市町村にこの事業の実施を委ねてきた結果、さま

ざまな実態にあるということにつきましても、皆さん御案内のとおりだと思っております。

したがって、今回、新システムの中で法制度上きちんと位置づけるということは当然であ

りますが、むしろ基準をがちがちに当てはめるということではなくて、全体の底上げを図

っていく視点で制度化を図っていくべきではないかと考えているところでございます。 
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以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 先ほど山縣さんからの御指摘で、お答えできる部分は事務局から。 

○蝦名課長 山縣委員から学校教育法と総合こども園（仮称）の関係について、幾つか御

指摘がございました。ここは非常に我々も技術的に悩んだところでございますけれども、

冒頭、事務局からの説明でございましたような整理といたしているところでございます。 

 現在でも、学校教育法では学校法人等を設置主体としつつ、附則第６条でそれ以外の主

体も認めているということについては、条文にもございますように、「当面の間」というこ

とであって、あくまでも原則は、国、地方公共団体、または学校法人ということでござい

ます。新しい総合こども園（仮称）につきまして、それ以外のさまざまな主体をこれまで

の学校教育法体系とは違う形で設置主体として入れていくということについては、それは

必ずしも例外的な取扱いというわけではなかろうと考えており、そうなってくると現在の

国、自治体、学校法人と同等の主体として書き込んでいく必要があるだろうということか

ら、同じように附則で例外的な扱いとすることは適当ではないと考えているところでござ

います。 

 教育基本法の解釈の問題について、御指摘がございました。教育基本法の「学校教育」

には「保育」も入っているのではないかという御指摘で、そこは資料３の４ページで、教

育基本法の関連条文をお示ししておりますけれども、教育基本法第６条で規定するところ

の「学校教育」の中には、保育所における「保育」は入っておりません。別途ここでは引

用していませんが、教育基本法第１１条に「幼児期の教育」という条文がございまして、

そこで語られている「教育」には「保育」も入っております。 

 仮に独立法として、総合こども園法（仮称）としたとしても、「学校教育法に基づく教育

を行う」とすべきというところでございますが、ここは結局こうした学校教育法でさまざ

まな学校種に共通的に適用されるような規定を、総合こども園（仮称）については同じよ

うに適用させることができないので、今回、学校教育法の中には正面から位置づけており

ませんで、そうしたものについては「学校教育法に基づく教育」とは、なかなか技術的に

は言えないというところではございます。 

 ただ、この資料の中でも繰り返し申し上げておりますのは、「何が学校か」と決めており

ますのは、教育基本法でございます。その教育基本法で定める「学校教育」を総合こども

園（仮称）は担うのだと、きちんと法令上は書き込もうとしておりますので、総合こども

園（仮称）は学校という法的な位置づけになります。 

 また、この資料３の４ページで、下半分でさまざまな法律を列記していますけれども、

これらの法律は学校の取扱いについて、何かしらの規定を持っているものでありますが、

事前の規定におきましても、現在、学校とされている部分には、総合こども園（仮称）は

必ず入るような形で解釈を今後していくことになります。なぜなら、総合こども園（仮称）

は学校だからということになるわけですけれども、そうした全体を通じまして、現在、学
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校について規定をされている内容と同等の内容を表したいと考えています。 

今後、幼児教育については総合こども園（仮称）が中心的な役割を担うのではないかと

いう御指摘で、それであれば学校教育法にきちんと位置づけるべきではないかという御指

摘もございますが、総合こども園（仮称）については学校であるとともに、児童福祉施設

としての性格も持っているというようなことが今回このような形で、総合こども園法（仮

称）という独立した法律ですべてを書き切らなければならないというところになっていま

す。もちろん、今後移行していく中で総合こども園（仮称）の存在というのは非常に大き

なものになってくるだろうと考えておりますけれども、法律上の仕分けといたしましては、

学校教育法は純粋に学校だけをやっている機関について規定をし、それとは違う、同じく

教育基本法に基づく学校の類型として、新しいタイプの学校を、今回新しい法律に基づい

て規定をするということをせざるを得ないということでございます。 

ただ、いずれにしましても、ここはしっかりとした学校としての位置づけを法令上、付

与するということを考えているところでございます。 

○山縣委員 趣旨は理解して、困難性も理解しているのですが、そうすると教育基本法で

は学校教育という小見出しを付けて、第６条で学校の性格はわかったのですが、総合こど

も園（仮称）のやる教育はやはり学校教育でないと解釈をされるとなってしまいませんか。

ここに入れるべきではないかと。少なくとも６条３項でもいいので、別途入れなければ、

そこのつじつまが合わなくなりませんかと思います。 

○蝦名課長 御説明が足りませんでしたが、今、実は「学校とは何たるか」というのを教

育基本法で決めていて、この規定を受けて学校教育法があります。その学校教育法で規定

している幼稚園以下の種類の施設は学校だということが宣言をされているわけです。それ

によって、初めて幼稚園から高等専門学校までの８つの学校種が教育基本法の学校教育を

行う学校だとなっているわけです。 

 今回、総合こども園法（仮称）でやろうとしているのは、教育基本法の第６条第１項、

第２項の規定を受けて、総合こども園法（仮称）の中で総合こども園（仮称）において行

われる教育は、教育基本法第６条に規定する学校教育だということを総合こども園法（仮

称）の中できちんと規定をしたいと思っています。 

○山縣委員 了解しました。 

○無藤座長代理 非常にどうでもいいことを解説に付け加えるのは何ですが、私の理解で、

ささいなことはささいなのですが、教育基本法第 11 条の方で「幼児期の教育」を規定し

ているのだと思いますが、その 11 条の「幼児期の教育」は、これまでの理解では幼稚園、

保育所、家庭教育、地域の教育、すべてを含めて考えているという非常に広い意味で使っ

ているのであろうと思います。 

 ですから、11 条に関わる教育というのは、極めて広範な乳幼児期全体を指していると私

は理解をするのですが、もちろんそれ以外のところで特に６条は厳密に、いわゆる学校教

育という理解だと思います。よろしいですかね。 
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○園田座長 それでは、ほかに御意見がある方。両角先生、池田先生、どうぞ。 

○両角委員 両角です。２点について意見を申し上げたいと思います。 

 まず第１点目は、放課後児童クラブについてで、今日の資料ですと 39 ページになりま

す。私も今回、法律上きちんと定められて基準ができるということは、大変よかったと思

っております。現段階では、ここにある案の中では３番目が適当ではないかと思っており

ます。 

それとはまた別に放課後児童クラブは、子ども・子育て支援事業（仮称）に入っており

ますので、こども園（仮称）とは性質の違うものですが、実際には放課後児童クラブも子

どもたちが毎日一定の時間そこで生活をする場であるということを考えると全く違うもの

ではなく、こども園（仮称）の方で定められている、例えば保護者への情報開示義務。職

員数とか資格などに関する情報開示義務とか基準の順守についての市町村の指導監督権限

などといったことについては、こちらについても共通のルールが必要なのだということを

ここに明記してもよいのではないかと思いました。 

より今日申し上げたい点は、子ども・子育て会議（仮称）についてです。資料だと 42

ページからになりますけれども、私は今回のこの案で、市町村レベルの設置が義務づけら

れなかったことをとても残念に思っております。確かに規模の小さい自治体の負担はある

と思いますが、極めて規模が小さいところは適用除外にするとか、あるいは複数の自治体

が共同で設置するなど、何らかの工夫をして、これを克服して義務づける方がよいのでは

ないかと思っております。 

どうしてかと言いますと、これまでのここでの議論の中でも、地方版の子ども・子育て

会議（仮称）が例えば当事者の声を反映して、事業計画の策定に参加していくとか、市町

村の指定権限を行使、あるいはお金の使い方のチェック。そして、子育て支援に関わる苦

情処理の期間などとして活用されるとか機能するということを期待する声が出ていたわけ

です。このように子育ての当事者が政策のプロセスに参加していく。その参加する仕組み

があることが今回つくろうとしている新しいシステムの枠組みが各自治体で適切に、適切

というのは本当に本当のニーズに合った形で運用されていくために、非常に大事ではない

かと思います。何人かの方がおっしゃいました地方自治の信頼性を高めるためにも、当事

者がきちんと参加する仕組みがあるということが非常に大事ではないかと思います。 

確かにこれを法律上つくったからといって、実際にすべての自治体ですぐにうまくいく

ということはないかもしれないですが、とりあえず、まずその仕組みを整えて、原則すべ

ての自治体に当事者の参加するプロセスがあるという、それをつくるということが今回の

法律をつくる上で一つ大事なことなのではないかと考えております。 

以上です。 

○園田座長 池田先生、どうぞ。 

○池田委員 ありがとうございます。全国国公立幼稚園長会です。 

 今回のとりまとめの案を見させていただいて、本当にさまざまな方の御意見をよくとり
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まとめていただけているということは感じているところです。 

 しかしながら、全体として幼児期の学校教育の充実という辺りのニュアンスがどうなの

だろうと少し気になるところです。これから制度ができたときに、実質その実施主体であ

る市町村の役割が非常に大きくなり、私たち公立の施設はその実施主体である市町村とき

ずなを強く持って、子どもたちのためによい教育を進めていく役割があると思っていると

ころです。 

 この新システム事業計画（仮称）が４ページに掲載されています。一番最後のページに

ももう少し細かい粒のものが書かれていますが、この事業計画の必須記載事項の中に幼児

期の学校教育の推進・充実策という項目を書き込んでいただきたいと思います。多分４つ

目の黒丸に幼児期の学校教育ということも含めて、「幼保一体化を含む子ども・子育て支援

の推進方策」ということになっているのであろうと思うのですが、もう少し幼児教育の振

興・充実が具体化していけるような、市町村の役割として担っていっていただけるような

ことが明記されると、私どもも安心できます。 

 その下に「子育て当事者等の関係者の意見を反映させるような必要な措置を講ずる」と

いうことで、合議体の設置ということが書かれております。やはりこういった合議体の中

にも現場を担うものが参加するなどして、つくられたシステムがより一層機能していく。

現場の学校教育の質を高めていけるようなシステムにしていくために、是非メンバー構成

なども考えていただければありがたいと思っております。 

 先ほど清原委員からもお話がございました、やはり公立施設は今までも市町村と十分な

連携の下に、それぞれの市町村の課題を受けて、幼児教育の振興には一生懸命努力をして

まいりました。そして、これからもその役目は担っていると思っております。是非、市町

村 10 分 10 という大変厳しい負担の状況があるとは思いますが、この辺りもお考えいただ

ければありがたいです。私どもは子どもたちの教育の充実には一層努めてまいりますので、

是非御支援をいただければありがたいと思っております。 

以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 子ども・子育て会議（仮称）については、先ほどお話をいただきましたけれども、当然

ながら、義務づけというか、設置義務については各市町村すべてに置いてということには

今回かかりませんけれども、その代わりに「できる」規定を置きたいと思っております。

すなわち「設置しない」ということではなくて、きちんと設置をするということがそれぞ

れの市町村の主体的な取組の中で、きちんと位置づけられていくという形になりますので、

そういった点では御心配はないかと思います。 

 あとは言わば、先ほどもお話をいただきましたけれども、住民の皆様方と一番身近にあ

るのが市町村であるというところを加味しているか。当然それを受けて、その当事者であ

る首長が御判断をしていただいて、皆様方の御意見を聞きながら、この政策を進めていく

という形にはなろうかと思っております。 
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○両角委員 それは自主的に当然そうなっていくであろうから、義務づけをする必要はな

いという御趣旨ですか。 

○園田座長 そうです。 

 ほかに御意見はございますでしょうか。秋田先生。 

○秋田委員 東京大学の秋田です。 

 この間おとりまとめをやっていただき、また、本日、黒田さんの方から先駆的な取組み

事例を御紹介いただいて、今後の展望というのでしょうか。さまざまな具体的なイメージ

を出していただけたことは、大変ありがたかったと思っております。 

 今回もしうまくいけば、本当に大型の公的資金が子どもたちのために投じられることは

ありがたいと思っております。けれども、資料を出させていただきましたがまず２点目で

す。 

 今回、先ほどもお話がありました、国の方で内閣府が一元化して総合調整権限を持つこ

とが明記されてございます。内閣府として、具体的に何を総合調整するのかが私にはよく

わかりませんでした。実際に出していただいた資料２の最後のページに、「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体制のイメージ」というのを見ますと、内閣

府の絵はとても大きいのですが、実際に担当するところは推進室というような、省庁から

見ると部とか局とか大きいものではなく、大変小さなイメージに具体的にはなっているの

ではないかと思います。 

今後、とりあえずは内閣府であったとしても一元化していくのであれば、具体的な組織

体制として、よりしっかりとしたものを内閣府内に設置し、推進体制を引いていただくこ

とが先駆的な自治体の取組を吸い上げ、やっていくための覚悟ではないかと思います。是

非ともその辺りをまず国の体制として、きちんと長期的に担えるように、すくなくとも省

まで行かなくても、どこが担うのか、とりあえず何名かずつ出して、スクラップ・アンド・

ビルドではなく、きちんとした組織体制を内閣府内に明記していただくのが必要です。、国

の責任というときの責任所在の組織体制をまずは明確にしていただきたいと考える次第で

す。 

２点目です。先ほど山縣委員からお話がございました。多くの子どもたちが今後、総合

こども園（仮称）に通うことになると思います。本日の補足説明資料で、私も山縣先生と

同じような意見です。資料にも書きましたが、私どもは学校教育法第１条に位置づけ「１

条学校」になるとずっと説明を１年間受け、同意をしてきました。それが法制上、総合こ

ども園法（仮称）に書かなければならないという苦しい事情も大変よくわかります。学校

教育法第１条に幼稚園は残るわけです。幼稚園、小学校、中学校という学校教育体系は、

学校教育法を読む人はだれでもよくわかる。ところが総合こども園法（仮称）は総合こど

も園法（仮称）を読まない限りは、総合こども園（仮称）が学校だということはわからな

いというような法規上の体系にはなるわけです。 

確かに学校教育と位置づくのですが、それが社会一般の人に本当にわかるための周知の
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方法というのでしょうか。これが法制上、やむを得ないとしても、総合こども園（仮称）

は本当に学校教育法の「１条学校」に基づいて全く同じ学校であることを一般に周知する

方法を、法制上は難しくても考えていただきたいと思います。これに関連したことです。 

もう一点は、本日出された補足資料説明の３でございます。これは今回のとりまとめは

法案を提出するために議論をしていると理解をしています。そうすると、総合こども園法

（仮称）は法律になります。その中を見ていただきますと、目的、目標、指導要領が書か

れてございます。こども指針（仮称）ワーキングチームでは、この総合こども園保育要領

（仮称）については、結局、総合こども園法（仮称）に書かれる目的や内容に基づいて、

それを策定していくことになります。 

ところが今回の資料に書かれている、まず目標を見ると、５領域プラス養護が６領域目

に書かれています。これは昨年度７月までの議論の中で、事務局からこの案が出されたと

きに、こども指針（仮称）ワーキングチームでは「養護」はすべての根幹にあり、この位

置づけは異なっていると申し上げ委員の意見が合意したと理解しています。けれども、結

局、法律の中にどのように書き込むのかというのは、１月末までに規定していかなければ

いけないところになります。 

現行の学校教育法の 22～28 条に、幼稚園の教育の内容がすべて５領域に対応して、５

領域の内容の上位の概念で書かれているのですが、総合こども園法（仮称）では今度は保

育の部分が書かれることになります。それが、どのように書かれるのかということの議論

がこども指針（仮称）ワーキングチーム等も開催されず、ここは基本制度と幼保一体化だ

ということで、内容の部分が全く議論もないままにこれを認めて、「あとは事務局で法律で

すからつくります」と言われても、私たちはやはり同意できないのです。内容については

その法律に基づいて内容をつくるわけですから、こども指針(仮称)ワーキングチームを開

いていただくか、あるいはここの場であったとしても、次回でもきちんとそれにどういう

ふうに対応するのかの御説明がない限り、同意できません。学校教育法に対応するといっ

てもプラスアルファが書かれるはずです。 

 「養護」がどのように位置づけられるのか。総合こども園（仮称）では０～２歳の部分

も当然書かれるわけです。そこにおける位置づけがどのように今後、教育や保育というも

のが位置づけられて法律上に書かれるのかということは空らｋにする必要があります。後

で省令や今後の検討課題で議論できる内容と、法に書かれなければならず、今、喫緊でち

ゃんと確定していただけなければならない内容があると私は判断します。 

いわゆる学校教育法上の幼稚園の目的・機能としての「教育」は、体系的、集団的で家

庭ではできない教育です。これが学校教育法上の６条の学校教育の意味であります。、児童

福祉法上の保育に欠ける家庭教育に対応する「教育」が第 11 条の教育に当たるわけです。

また、「保育」も学校教育法上の 24 条の「保育」は、体系的・組織的な教育なんだけれど

も、指導方法が保育ですよということを言っています。 

また、保育所保育指針上の「保育」は、保育所の具体的な指導方法の保育を言っていま
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す。これを法で決めるときに４種類、「教育」と「保育」の規定を明確にしていただくこと

が今後のコンセプトとして、どのように今後考えていただくのかということが必要ではな

いかと思っています。しかし今日さらっとこの資料だけが出まして、基本制度と幼保一体

化だということで、財源と施設形態の認可等の話は出ますが、子どもの質のための内容の

ところが結局このまま素通りで、１月にあとは事務局で法案づくりというので本当によい

のだろうかと思います。この点についてはきちんと、やはり０～６歳までの関係も含め、

御議論をこの場でいただきたいと考えます。少なくともこの場かこども指針（仮称）ワー

キングチームかで考えていただきたいというのが２点目です。 

３点目としては、これは私はとても残念に思っていることです。12 月に欠席いたしまし

たが、私は研究者ですので、海外の情報も客観的にどうなっているかということの事実は

資料内でご報告申し上げました。株式会社参入、公教育に市場が参入することが世界動向

としてどうであるのかという事実は御報告をいたしました。 

そして、私だけではなく、ここにおられる池田先生、普光院先生、坂﨑先生、私保連の

方々や何人もの方が株式会社の参入に対して、異議は申し立てられました。けれども、一

つの判断をここで御提案いただいているということについては、私は承服しかねるところ

であります。まずはそれを申し上げたいと思います。 

ただ、少なくとも、そういう反対だけを言っていても仕方がないので、より生産的に申

し上げれば、今回のとりまとめ案はすべて、青字の大きいところは質の確保という話にな

っておりまして、質の向上と書かれているところは注でポイントが下がったところで、今

後の検討事項と書かれております。 

しかしながら、私たちがこの新システムを考えていくときに議論をしてきたのは、現行

と同じではなくて、質がよりよくなるためのシステムをどうつくるかという議論であった

はずです。それが、とりあえず薄まっている印象が私にはあります。 

そこで提出資料の２に書かせていただきました。参入についてはいろいろな議論がある

と思います。けれども、保育過程の質の向上を保証する仕組みが今回も PDCA で書かれて

いる経営面のチェックのみでございますが、今後、保育内容の質ですね。保育過程の質を、

いわゆる自己評価や第三者評価を入れるとは書いてありますが、どのようにシステムを入

れていくのかを、公費を投入するのですから、より客観的な評価制度や認証システムなど

を導入していただくとか、良質の保育・教育を継続的に提供するための常勤の一定経験年

数以上の保育者の雇用を公的価格に反映させていく制度を考えるとか、職員配置基準の引

き上げ等の体制が必要です。これらは全部注記で文字ポイントは小さくなって、今後検討

と書かれているのです。その部分について、やはり予算との関係はあると思いますが、き

ちんと省令等に明記して定めていただきたいと思います。 

そして、保育の質の向上の要は、研修制度は取りまとめ案に書かれましたが、養成制度

についての議論が、ここでも幼稚園教諭と保育士登録の二元システムしかここには書かれ

ていないのですが、この辺りをお考えいただくことが必要と思います。また、今日は細か
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いことを全部は申し上げませんが、P32 の総合こども園（仮称）のところに、国が従うべ

き基準と参酌すべき基準がありますよと書いてはくださっています。 

しかしながら、御存じのように地方分権一括法によって、大都市においては従うべき基

準から、今は標準基準が引き下げられております。時限で標準というふうに下がっている

部分があります。それを基準として踏襲するのではなく、これは待機児童対策をして、よ

り多くの人が総合こども園（仮称）やこども園（仮称）に入れるようにしていくのですか

ら、従来の本当の意味での同一の最低基準は最低限従うべき基準として、きちんとつくっ

ていただきたいと思います。 

あとの細かな点は読んでいただければと思います。以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 何点か御指摘をいただいておりますので、それについては次回までにできるだけお答え

できるようにしていきたいと思います。 

 菊池さん、坂﨑さん。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。 

 最初に、市町村の権限と責務について、法律で位置づけていただいたことについては、

大変感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 児童福祉法第 24 条の点で、この市町村の実施義務がどうなるのかを不安に思っていら

っしゃった方が大変たくさんいらっしゃいました。そういう意味では、このことについて

は大変感謝を申し上げるところでございます。 

 何点か申し上げたいと思います。しつこいようですけれども、私学助成の件についてで

す。先ほど渡邊町長の方からもお話がございましたが、私どもは仮に当面残すとしても、

時限を切って残すような形で、せめてお願いしたいということをまず一つ申し上げておき

たいと思います。本来目指したのが一体化ということは、非常に大きな目的があったわけ

ですから、それに向かってやっていく。あくまでも基本制度要綱の精神にのっとって進め

ていただきたいということです。 

 これも皆さん方から御意見が出ている話ですが、地方版の子ども・子育て会議（仮称）

については、各小さな自治体で独自に設置が無理であれば、都道府県域ごとにでもこれは

設置義務化していただいた方がいいのではないか。と申しますのは、基本的に今回のこの

新システムが先ほど清原委員の方から御意見がございましたように、実効性のあるものと

いうお話がございましたけれども、これは実効性のあるものになるかどうかは、多分これ

が機能するかどうかに大きく関わっているのではないか。 

 そういう意味では、国における子ども・子育て会議（仮称）に対する期待も大変大きい

ものがございますけれども、地方における子ども・子育て会議（仮称）に対する期待が非

常に大きいと思っております。そういう意味では、ほかにも御意見が出ておりましたが、

これも再考をお願いできればと思っております。 

 もう一点、質の問題です。税と社会保障の一体改革の財源確保と同時進行するというこ
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とになっておりますが、これは段階的にということですけれども、一つは段階的に何から

手を付けていくのか、具体的なことについてのお示しを、このとりまとめの中に書き込ん

でいただくことはできないのかどうか。 

 同じく質の問題になりますが、これもこれまでに資料も出していただいたことがありま

すが、質の確保はどういったことを具体的な項目として考えておられるのかということに

ついても書き込んでいただければと思っております。 

 同じく質の問題で、気になるところがございます。地域型保育給付（仮称）について、

面積のところだけが参酌基準になっているということですが、これは総合こども園（仮称）

と同じように、面積についても守るべき基準として位置づけていただくことができないか。

と申しますのは、子どもの集団規模が小さければ小さいほど、窮屈感があると思います。

それ以下にしてしまうと、同じ基準でも余計に窮屈感があると思います。そういう意味で

は、質の確保に反することになるのではないか。参酌すべき基準は、「以上」にすることは

独自の判断でできるわけですが、一方で「下げることを許す」という話にもなってしまう

わけですから、この辺についても御検討をいただければと思います。 

 もう一つ、施設における職員のところです。33 ページの一番上に、具体的に園長、保育

教諭（仮称）、学校医、学校歯科医、ここまではわかるのですが、学校薬剤師というのは現

実的に合わないのではないかと。学校教育法上は位置づけがあるようですが、これは非常

に現実的ではないように気がします。 

ですから、もし既存の法律の中でそれがあったとすれば、特例規定を設けて、その辺の

ところについての考慮があるべきではないかと。多分これは嘱託か何かで置いたとしても、

学校医、歯科医師については今の保育所でも嘱託でおるわけですが、それに加えて薬剤師

の必要性はどのような理由で必要なのかということについては、なかなか理解しがたい部

分があるかと思います。 

また、これを新たに確保することについては、それなりに大変なことでもあろうかと思

います。これが実際に実効性を求めて、必要なものであるとすれば、否定するものではあ

りませんけれども、現実的にはあまり意味がないのかなという気がしております。 

最後になりますが、今回はこの法律に向けて検討を進めてきましたけれども、今後は具

体的なことについて、政省令の制定に向けて作業を進められると思いますが、是非ともそ

れにも関係者の意見が反映できる場をお願いしたい。それについて具体的にどのような形

でそれを進めていくかについては、是非ともこのとりまとめの中に書き込んでいただけれ

ばということをお願いをしておきたいと思います。 

以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 北條さん、どうぞ。 

○北條委員 ありがとうございます。 

 いろいろと御苦労をいただいて、とりまとめ案を今日お示しいただきました。いよいよ
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法律案作成し、国会に提出するという手順であろうと理解しておりますが、大詰めであろ

うと思っております。是非ともよい法案として、国会に提出をいただきたいと思っており

ます。 

 先ほど、秋田先生が何点かの御懸念を示されました。その懸念を私も共有をいたしてお

ります。よいものをつくっていただきたいという希望はありますが、例えば言葉の定義の

ことも今まで何度も何度も出て、座長からは整理をしていくというお言葉もいただいたわ

けでございますけれども、「教育」と「保育」と「サービス」という言葉。この３つの概念

については、本当にわかりやすく整理をしていただかないと、みんなが立場によって違う

読み方をしてしまいますから、幼稚園の関係者が読む場合の「保育」と、保育所の方々が

読む場合の「保育」と、一般の国民がお読みになる場合。それぞれにずれが生じてしまい

ますので、思わぬ行き違いになってしまうと思いますので、そういうことがないように是

非お願いしたいと思います。 

 もう一つは、私どもはある意味でお陰様で制度としての幼稚園を廃止するというところ

から、それを免れる方向に修正していただいたことは大変ありがたかったと思っておりま

す。しかし、具体的に新システムが動き始めたときに、実際に現行ある幼稚園、今のまま

の幼稚園、指定制に入った幼稚園、総合こども園（仮称）となった幼稚園。それぞれどう

なっていくのかということがシミュレーションできるような具体的なところまで詰めてい

ただきたいということも再開のワーキングチームの冒頭でお願いしたわけでございますが、

残念ながら、事ここに至っても何もわからない。私どもから見れば、具体的な姿が一向に

見えないということであります。 

 一つには、子どものための法律でなければならないし、現場が混乱するような法律であ

ってはならないし、教育の質が今より向上するというような法律でなければならないわけ

でございますけれども、是非その方向で最後の御努力をいただきたいと思いますけれども、

現時点では大変失礼でありますが、懸念がぬぐい切れないということでございます。 

 資料５の 17 ページに５点に整理した意見を掲げてございます。 

まず第１番目は、先ほど来、再三問題になっております 32 ページ。総合施設（仮称）

という従来の言葉ですが、今度の資料では総合こども園（仮称）と読み替えていただきた

いと思いますが、基準の問題でございます。 

この基準については、従来の幼稚園と保育所の高い方の基準に合わせるという記載であ

ったはずでありますけれども、だんだんとこれが微妙に変わってまいりまして、このたび

は認定こども園幼保連携型の基準を基にするんだとなってきております。そうなったから

といって、一般の方々、国民の方々から見れば、別に何でもないでしょう。 

しかし、現実には、これは基準の引き下げ方向。低い方に合わせるというのが現行の規

定でありますから、そうなってしまいます。幼稚園設置基準がございます。保育所の先生

方から見れば、名前が気にならないかもしれませんけれども、学校としての最低基準であ

ります。これは絶対に守らなければいけない基準なわけです。本日も総合こども園（仮称）
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というものが学校だということでありますから、学校として少なくとも現行最低基準はち

ゃんと守ることによって認可が与えられているのは、当然のことだと思います。 

ただ、経過措置はないと混乱してしまうということはもちろんよくわかりますので、そ

れは結構でございますけれども、だからと言って経過期間が過ぎた後も学校の基準として

は、例えば施設基準とかいうものが満たされないまま、「もういいよ」というのは、これは

幾らなんでもいけないのではないかと。学校教育の質を低下させてしまいますから、本来

の基準をきちんと守れるような方策を是非お立ていただき、必要であれば公的な支援もし

ていただきたいと考えております。 

２番目が幼・保、公・私間の不公平が生まれないようにしていただきたいということで

す。このたびの新システムの趣旨は、利用者にとって公平、すべての子どもたちに良質と

いうことであります。是非そうあっていただきたいわけでございます。しかし、この中の

２段落目に、公費負担割合の増加を確実に行うとともに、その内容を具体的に明らかにし

ていただきたいということがございますけれども、現行はこれも何度も申し上げているこ

とですが、国の財政ベースでの公費負担のことだけが述べられておりまして、地方の超過

負担については触れられておりません。 

地方の超過負担というのが事実上、現在のものが温存されるのであれば、幼稚園と保育

所の間の公比格差、あるいはこども園（仮称）に公立幼稚園から転換したもの、私立幼稚

園から転換したもの。その中に大きな利用料の負担格差が当然生じてしまいます。こうい

うことは一般国民がこの案を見たときに、そんなことは想定していないわけですから、国

民の期待に応えられるように、きちんと最終的な利用者の段階で、本当に公平になるよう

に、各施設類型においても公平な公費負担が行われるように、是非お願いしたいと存じま

す。 

３番目に、子どもに対する個人給付の問題でございます。この給付が機関補助ではなく

て個人給付の法定代理受領という、いささか耳慣れない複雑な仕組みになっております。

なぜそういう仕組みを取るのかについては、実はこのワーキングチームにおいては御説明

はございません。個人給付にしますという話だけだったわけであります。 

私は個人給付にするのであれば、当時の子ども手当と一緒ですね。すべての子どもに平

等な取扱いができるから、そうなされるのかなと思ったわけです。そういう理解で正しい

のかどうか、できればお答えをいただきたいと思いますけれども、現状見ておりますと、

就労の有無に応じた給付とか、あるいは保育料の基準は就労時間に応じたものを基にする

とか、そういう就労の有無ということが随所に出てまいります。 

就労の有無というのは、給付の対象になる子どもにとっては関係のない話であります。

したがって、就労の有無によって給付に格差が生ずることは、私は容認できないと考えて

おります。 

ただし、当時の子ども手当、これからの子どものための手当に所得制限が導入されると

いうことのようでございますが、所得制限は仕方がないのかなとは思います。しかし、そ
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の所得制限の在り方も給付のレベルで、子どものための手当の所得制限としっかり連動さ

せる。御家庭の負担も同じく子どものための手当の所得制限にしっかり連動させる。こう

いうことが絶対に必要だと思います。 

そして、施設を利用しない人は給付の対象に原則としてならないわけです。一部はなり

ますよ。非常に低廉な対象にはなるのでしょうけれども、そういう方々に対してはしっか

り穴埋めをする現金給付を行わなければおかしいと思います。 

４番目に 48 ページのワーク・ライフ・バランス。これは実現すると述べられていたも

のが、残念ながら今日まで何の具体的な方向も示されておりません。このまま多様な保育

サービスばかりが数値目標として、地方において取り組まれるならば、子どもをめぐる保

育環境は悪化するばかりであって、子どものための改革にはならないという心配がござい

ますので、ワーク・ライフ・バランスの実現は、先送りは許されない。これは同時並行的

にやっていただかなければならない課題であります。このようなとりまとめの仕方は容認

できないということであります。 

５番目、幼児教育の視点を欠いているということは何度も申し上げまして、構成員の先

生方からひんしゅくを買っているのは自覚しております。しかし、これは一般的には極め

て大切なことであります。先ほど池田先生もお触れになりましたけれども、国の基本方針、

あるいは都道府県の新システム事業支援計画（仮称）、市町村の新システム事業計画（仮称）、

１ページ、６ページ、21 ページの辺りに幼児教育の重視、振興・充実というような趣旨を

最終のとりまとめにおいても書き込んでいただいて、併せて法律の中でも事業計画等にし

っかり書き込んでいただく必要があると考えております。 

併せて、一番下のところでありますが、政府部内に担当部署を定め、幼児教育重視を国

家戦略として、幼児教育の充実を推進する体制を是非とも構築し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。 

 では、山口さん、坂﨑さん。 

○山口委員 山口でございます。 

 私の意見は、資料５の 19 ページから書いてございます。これは読んでいただいたとお

りでございますが、今回まず設置主体につきまして、事務局の方の御努力で論点整理をし

ていただいて、おまとめいただいた最終案については賛同させていただきます。 

 先ほど来、各委員の御意見も出てまいりました。特に秋田先生も御発言の中で、渋々な

がら御納得いただけたのかなということで、大変感謝しております。とは言うものの、前

回、秋田先生を含め、株式会社の参入についての反対意見等がございましたので、一応抑

えるという意味で反論をさせていただいた文章は、ここに載せさせていただいております。

御参照いただければ幸いでございます。 

 ここに書いてございますように、世界的にまず株式会社の参入を規制している例はない
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ということと、我が国においても株式会社の参入を例外とする法的根拠はこの会ではなく

なったということで、この点を強調させていただきたいと思います。 

 続きまして、質の部分でございます。秋田先生がおっしゃるとおり、質を確保するので

はなくて、向上することこそが大事だということは、私も 100％アグリーさせていただき

ます。その上で、特に今回の総合こども園（仮称）の内容に関しまして、監査・監督の機

能を強化するなどのことによって、多くの事業者の中から質の低い事業者を排除して、逆

に質のよい事業者を育てていくといった制度づくりが重要かと思っております。同時に今

度は総合こども園（仮称）になれない指定上の施設。これは爆発的に公費が入った施設が

拡大すると予想されるわけでございますが、これもまた同じように公費が入ったわけでご

ざいますので、しっかりと監査・監督をしていただいて、悪質な質の低い事業者を排除し、

質を向上させていくということ。そういった制度にしていただきたいと思っております。 

 そこで質の内容に関しましてですが、これも秋田先生が今回資料でおまとめいただいて

おりますが、特に保育の質というと、保育士の資質の向上。私はこれに尽きると考えてお

ります。建物の基準や園庭、いろいろとあると思いますが、保育の質の 90％以上は、保育

士の質の向上が第一であると考えておりますので、是非この部分で公費の増額であるとか、

そういったことも含めまして、措置をしていただくような方向で制度を策定していただき

たいと思います。 

 同時に私の意見の最後のページにもございますが、現在のところ、例えば保育士の資格

を取るための養成校での現場研修は、認可施設に限定されております。これが今回、指定

制に乗った事業施設であっても、これは公費が入ることになるわけですが、これも同じよ

うに職員の経験年数や研修場所としてお認めいただくことが、この指定制度そのものの質

の向上という意味で重要かと考えております。 

 ２ページの配当に関しまして、これは事務局の方でおまとめいただいた中で、一定の上

限を設けるということではございますが、原則、配当が可になったということに関して評

価させていただいております。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 坂﨑さん、どうぞ。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。 

 各委員の提出資料の３ページからの意見と、本日は補足説明資料の中でありましたこと

を付記しまして、そこに書かれております６点ともう一点を述べさせていただきたいと思

います。 

 一番最初に市町村の権限と責務の法律上の位置づけの中で、懸念されることについて、

１点述べたいと思います。現行上の制度におきましても保育計画の策定義務を法制化され

ています。しかしながら、一向に待機児童が解消されていない状況にあるわけです。その

ことを念頭に置きながら、今回の市町村の権限や責務の法律上の位置づけということを市
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町村新システム事業計画（仮称）という形で緊急的に行うんだということであります。確

実に保育の認定が行われた子どもに対して、保育が保障されるような市町村の実施責務に

ついて、法制上よりも強固な規制をかけないと、結局現行と同じくなるというのは今回行

うことに対しての最も単純な失策になるわけでございますので、このことにつきましては

強く希望したいと思います。 

２つ目は、こども園給付（仮称）の使途制限につきまして、再度述べさせていただきた

いと思います。今回のこども園給付（仮称）の使途制限につきましては、私たちは例えば

株式の配当につきまして、ずっとその反対をし続けているわけでございます。特に今回は

総合こども園（仮称）において一定の制限を設けることとしておりますが、こども園（仮

称）全体としては、原則として他会計への繰入れや株式配当への使途制限の規制を行わな

いこととしております。乳幼児期の公教育という観点、また、例えば保育所運営費等が個

人給付による代理受領という形になるのか。それが理由かもしれませんが、元をたたせば

基本的には公費であります。 

例えば介護保険制度において、介護職員の適正な給与水準の確保等について、運営段階

における問題が指摘されて、現在、処遇改善交付金やキャリアパスの仕組みなどが導入さ

れています。こども園給付（仮称）の使途については、保育の質が確実に保証されるよう

な運営段階において必要な規制を行うことが第一段階であって、そういうことの中で株主

への配当を認めるべきではなくて、他会計の繰入れ等は厳しい制限が必要であると再度述

べておきたいと思います。 

また、学校教育や保育は生涯にわたる人格形成の基礎を築くものであり、保育教諭（仮

称）等の人材確保等が対策としては極めて重要なわけです。保育士の確保がほとんどでき

ない。産休代替えを確保することができないような状況にあるわけですから、それらの反

省も踏まえ、人材確保のための運営段階における仕組み。または今回の園長資格など保育

の質の向上のための仕組みの導入はきちんと取り入れるべきだと思います。 

３点目、認可と指定の指導監督の主体は都道府県を基本としつつ、大都市特例を設ける

こととしながらも、やはり関係市町村から意見を求めることが非常に適切だと考えます。

上乗せ徴収につきまして、再度ここでもう一度、こども園給付（仮称）の創設が公定価格

制度による給付の一体化を目指すという大前提があるのであれば、やはり保育料の実費徴

収以外の上乗せ徴収の取扱いについては、設置主体により異なる取扱いにするものではな

くて、一定の統一的な取扱い基準を定めることが基本であります。 

こういうことが総合こども園（仮称）を自主的に行ったときに、いろいろな問題を起こ

すということは可能性として高いわけでありますから、なるべく早い段階でこの形を取り

入れるということが基本だと思います。 

５番目に、施設の一体化の中で２つ。設置基準と施設に置かれる職員のことについて、

少し話をいたします。今回どうしても幼稚園と保育所を基本として、継ぎ合わせた形のも

のをつくるので、非常にその実際の施設の運営実態、例えば幼稚園におけるところの夏休
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みや長期休暇の有無や３歳未満児の受入れ等について、どのように行うのかというのは、

これからなのかもしれませんが、基本的な事項について統一の基準を早めに定めるととも

に、本来であれば、望ましい姿を早いうちにお示ししてくださることがありがたいと思い

ます。 

最低基準のことが各委員の中から出ておりますが、現行を下回ることがないということ

はよく話がされるわけですが、現行というのは皆様方は御存じのように、戦後すぐの現行

なわけです。よもや下がることはあるまいと思いますし、何と言ってもある程度、今の国

民生活や乳幼児期の特に発達、そのことにかんがみた形での基準でなければならないので

はないだろうか。 

また、施設におかれる職員については、その施設の機能に応じた職員基準について検討

して、それは子どもの発達も含めた形で、新たな基準を定めるべきであろうと思います。

何度も言っておりますが、総合こども園（仮称）ということと、３歳未満児を多く受け入

れることが今回その大きな必須事項になると思います。３歳未満児に対するいろいろな形

での看護師の配置等をお願いいたします。 

費用負担につきましては、こども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）は、国と地

方の費用負担は１対１の割合でお願いをしたいということを３回くらい続けて書いており

ます。 

最後に、補足説明の資料の３ページです。秋田先生がおっしゃったのももちろんでござ

いますが、例えば総合こども園（仮称）新設の目的に「義務教育等の基礎を培うものとし

ての教育、保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に実施」とかあるわけです。そ

うすると、ここの「保育を必要とする子どもに」というところの「保育」と、その次の「保

育を一体的に実施」というのが、その読み手によって随分違うのではないか。 

いわゆる教育と養護を一つとして「保育」と考えている方々や、養護を前提とした教育

を考えている「保育」という考え方の中で、こういうふうに書かれるその「保育」がどち

らの「保育」を指し、一体の「保育」はどちらを指しているのかは何となくわかりますけ

れども、こういうところの意味が用語の解説をきちんとすべきであろうところだと思いま

すし、私はその目標の用語が置かれた６という表現の方が、領域と考えてはいないのだろ

うという形でここに置いたのだと思いますが、もし置かれるのであれば、教育を行う機関

として６を置いたのかもしれませんが、本来であれば１に近いのではないか。前提に置か

れたという形ではないだろうか。そこら辺のことについては、私は今日これを初めて見ま

したので、どういうふうにしていくのかは次回まで考えていただければと思います。 

以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。用語の御説明も含めて、きちんと整理をさせていた

だきたいと思います。 

 では、奥山先生と田中先生。 

○奥山委員 皆さんもお疲れだと思うので、簡潔に２点ほど。 
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 １つは、地方版の子ども・子育て会議（仮称）です。両角委員や菊池委員が御指摘をい

ただいたように、私もできるだけ義務づけをお願いしたいと思っておりました。と言いま

すのも子育て世代にとっては、「この新システムで何が大きく変わったのか。自分たちはど

う参画できるのか」といったときに、私たちも子ども・子育て会議（仮称）に参画をして、

いろいろな政策決定に関われる、評価にも関われるという大きな目玉になるのではないか

と思っております。今日いただきました論点整理の２ページに当事者の意見聴取の義務づ

けであるとか、会議体の設置について書いてあるわけですが、当事者の意見は聞くけれど

も、会議体の中に参加できるかどうか微妙な感じの書き方です。これは既存の協議会とい

うと、例えば次世代育成の推進協議会等を活用するとなりますと、今のところは計画と終

わった後の報告みたいな形で、あまり参画するというような形になっていないところが多

いのかなと思います。協議体、会議体の中身、役割、こういったものもきちんと明示した

上で、是非取り組んでいただきたいと思っているところです。 

 もう一つは、子育て支援コーディネーターの件です。私どもは乳幼児の子育て家庭に日々

会っておりますと、生活課題、生活支援ということも含めて、大きな支援がここに必要だ

ということが見えてまいります。そういうことを考えますと、親のメンタルケアも含め、

地域にあるさまざまな資源につないでいく。サービスにつないでいくという観点から。ま

た、総合こども園（仮称）等、３歳以降の多様なサービスに、利用者にいろいろな情報提

供をするという立場からも、この子育て支援コーディネーターの役割は非常に大事になっ

てくるのではないかと思いますが、まだ求められる資質であるとか役割ということが提示

されていないとも思っておりますので、是非今後も引き続き検討いただければと考えてお

ります。 

以上、２点でした。 

○園田座長 田中先生、どうぞ。 

○田中常雅委員 商工会議所の田中です。 

 財源の確保についてはとても大事な問題だと思っていて、当初から重要な課題としてお

話をしているのですが、その中で事業主拠出については論点にもなっていないところもあ

りますので、改めて商工会議所の考え方をお話させていただきたいと思います。 

現在、社会保障と税の一体改革の議論が進んでいて、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つ目は、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らないという

ことです。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示して、なおかつ、給付の重点化、効率化を徹底していくことが不可

欠ではないかと思います。 

２つ目でございます。社会保険料関係の負担は事業主にとって限界に達しています。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、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
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いまま、社会保険料や税の負担だけを増やしていくことについては反対であります。 

３つ目でございます。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、消費税の引上げにより財源を措置することについては理解

をしています。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

を最大限阻害しないように、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。 

中小企業、個人事業主は消費税の増額分を価格に転嫁できないことによる負担増を懸念

しています。それと並行して、事業主負担も増やすというようなことは、絶対に避けなけ

ればいけない問題だと考えています。こうした基本的な考え方の上で、子ども・子育ての

支援については、繰り返しなりますが、社会全体で子ども・子育て家庭を支えるという方

針を踏まえて、財源はすべて公費負担にすべきと考えています。 

補足ですが、例えば説明資料の 85 ページに事業主拠出の拠出方法についてという項目

があります。厚生年金ルートで拠出することについて、不公平ではないかというようなお

話をしたら、公務員については、費用負担全体の中で整理と記載され、個人事業主につい

ては、拠出するというようなとらえ方になってしまいました。しかし、公務員については、

単に税金の付け替えに過ぎないと思います。個人事業主に拠出させることについては、も

ともと中小企業を含めて、個人事業主が負担することを反対しています。従前からの事業

主拠出の延長上で、いろいろな負担が上増しをされていくということについては、やはり

長期的な一体改革を考える視点では、無理があるように思います。中小企業は雇用の約７

割を担い、労働分配率は約８割に達していて、事業主の費用負担の増加は企業の雇用確保

を困難にしていくことになると思います。雇用の確保や税金を納めていることを通じて、

中小企業が子ども・子育て分野を支えていることを御理解いただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 藤原さん、どうぞ。 

○藤原委員代理 経団連の藤原です。 

 今日は事業主負担のところの記述はペンディングなので、本意ではありませんが、同じ

ことを言わせていただきます。 

 まず、1 点目として、拠出金率の引上げが、足元で行われていることについて、申し上

げます。年末の予算編成におきまして、事業主の児童手当に対する拠出金率が 1.3%から

1.5％に引き上げられた形で予算が組まれていると承知をしてございます。これについては、

私どもも何回も言っておりますように、反対をしてまいりました。しかも、その背景には

出産育児一時金への流用等、目的外使用のために積立金が 1,200 億円もあったものが一気

に３年間でなくなってしまったことから「児童育成事業のための費用が足りないから拠出

金率を引き上げるのだ」という御説明でございます。 

 これに関しましては、政府で決めて目的外使用をしたのだから、その分で足りないのだ



47 
 

ったら補てんは公費で行うべきではないかと思います。例えば、所得制限以上の世帯にも

子ども手当を一律 5,000 円支給するとの方針が、今回同じ予算案の中で決められておりま

す。このための財源を使えば、いくらでも今回の事業主負担を引き上げる分は補てんがで

きると思います。しかし、そのような手立てを検討したということは、一切出ておりませ

ん。 

 これまでの会合資料では、新システムの創設後も事業主拠出は安定的に推移すると説明

されております。その一方でこの足元において、我々が反対であると明確に申し上げてい

るにも関らず、拠出金率を引き上げてしまうという状況については、経済界としては全く

納得ができていないということを改めてお伝えしておきます。 

事業主負担は子ども手当だけではなくて、御承知のとおり、年金、高齢者医療、介護等、

社会保険料の負担増という形で、ますます深刻な状況の中で、この拠出金を出していると

いうことをよく踏まえていただきたいと思います。一体改革の素案については、給付の効

率化や重点化については、明らかに踏み込み不足だと思っております。こういうときに手

を入れない限り、負担増だけが一方的に進んでいってしまうということになります。これ

は私も何回も申し上げていますけれども、国内雇用に必ず直接響いてまいります。これは

今の政権も掲げられている新成長戦略の最終目的、雇用の維持創出に全く逆行することに

なりますし、子育ての基盤そのものを失ってしまうということになります。そのことを十

分に考えていただきたいというのが 1 点目でございます。 

2 点目は、子ども手当のことでございます。これも何回も申し上げておりますように、

事業主負担については、拠出の根拠が明らかになることがない限り、拠出をするつもりは

ありませんし、現金給付に事業主拠出を充当することについては、非常に強い違和感がご

ざいます。今の国家財政は御承知のとおり、ヨーロッパに火が付いて、これは対岸の火事

ではないという段階であると総理もおっしゃっているぐらいで、私も毎朝、新聞を見るの

が怖いくらいな日々が続いております。 

こういう中でばらまき政策をいつまでも続けていくという余地は全くありませんし、も

し一旦、財政に対する信認が失われてしまいますと、現金給付どころか保育サービスその

ものについても、量も質も切り下げなければならないという状況が目の前にやってくるか

もしれません。そういう危機感を共有していただきたいと思います。そういう意味もあり

まして、政府におかれましても、この子ども・子育て支援の施策の中で、現金給付から現

物給付へと重点を移行する方向性をはっきり出していただきたいと思います。 

3 点目は、事業所内保育所の件でございます。この件は、制度全体の枠組みはある程度

定まってからの御議論だと十分に理解していますが、一言申し上げます。事業所内保育所

には、いろいろな形態があり、その中には福利厚生の一環として、従業員の子弟のみを対

象にしているような事業所内保育所もございます。これは従業員の保育ニーズに対応して

いるということでございますし、先ほどから何回も議論が出ているように、親の就労の関

係と子育ての位置づけをもう少し考えた方がいいということであれば、事業所内で利用者
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を従業員のみに限定し扱っているケースについても、給付の対象となる方向で検討してい

ただければと思います。 

先ほどワーク・ライフ・バランスの実現が非常に大事だということを委員の方がおっし

ゃいまして、私どもも全くそう思っております。経団連の会員企業は、徹底して取り組ん

でおり、むしろそこをやらないと人材確保ができないという非常に強い危機感を持って臨

んでおります。そういう事例をよくご覧になっていただいた上で、このワーク・ライフ・

バランス施策、子ども・子育てだけではないということもこの前申し上げましたけれども、

そういう要素も考えて、ワーク・ライフ・バランスの議論をしていただきたい。 

その上で一つ、これは個人的な御提案で恐縮ですけれども、霞が関のワーク・ライフ・

バランスをしっかりとやっていただく。これが結局、国民に対しての模範例になるのだと

思います。国の中枢が夜中まで仕事をしていて、ほかの人たちに「ワーク・ライフ・バラ

ンス」をやれと言ったって、それはなかなかできないですし、実際に行政が動いています

と、それに対応せざるを得ないという部分が必ず出てきます。そういう意味でも霞が関で

のワーク・ライフ・バランスを是非、政務主導で御指導いただければと思います。 

以上です。 

○園田座長 重く受け止めさせていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、時間が来ていますが、オブザーバーの皆様方から御発言を一人ずついただき

たいと思いますので、古渡さん、普光院さん、お願いいたします。 

○古渡委員 ありがとうございます。時間がないので短時間にお話をしたいと思います。 

 認定こども園協会として、今回の論点の中で感じていることは２つございます。 

 まず、先ほどの利用者負担です。利用者負担は３歳未満児、３歳以上の長時間保育児に

対しては階層区分の形で発想は非常によろしいかと思います。標準とする学校教育の３～

５歳児の子どもたちの給付に関してですが、例えば公立と私立の格差というよりも、実は

保護者の利用者負担としての格差を是非なくしていただきたいというのが１点です。 

 もう一つは、今回この中で何か抜けているなと思って考えていましたのは、総合こども

園（仮称）になった上での話ですが、小学校との連携・接続という観点の法律は、この中

には入ってくるのか。それとも別の発想の中で、今後考えるのか。認定こども園（仮称）

の一つの発想の中には、小学校との連携・接続という観点は入っていたような記憶があり

ますが、この法律の中を見ますと、そこが一つ抜けているような気がしています。そうし

ますと、就学前施設と義務教育との連携・接続という観点がスムーズにいく対策が必要な

のではないかと思っておりました。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

では、普光院さん。 

○普光院委員 では、急ぎたいと思います。私の意見は提出資料の９ページに入れており

ますので、開いていただきたいと思います。 
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その前に１つ、ここに書いていないことをまず申し上げたいと思います。今回、総合こ

ども園（仮称）の会計が他事業への流用を禁止することを明確に書いていただいたことは

大変重要なことだと思いますけれども、こども園給付（仮称）についてですが、資料２の

説明資料の 38 ページの○の３つ目に「個人給付であるこども園給付（仮称）に関して、

給付された費用のフローについて、どの程度詳細にチェックする仕組みとするのか」。 

これはわかりにくい言い方ですけれども、つまり簡単に言ってしまえば、お金として個

人給付として渡してしまったものをその後に、どのくらい関与できるのかみたいなことを

言っているのではないかと思います。これは私たちとしては大変不本意で、こども園給付

（仮称）はこども園（仮称）の現物給付でありますので、子どもに届くまでに他の目的に

流れることは許されないと思います。保護者に対する給付も施設の代理受領という形で、

保護者には渡さずに施設の代理受領にしたのも確実に現物給付ができるようにという考え

方から導入されたはずですので、ここにこのような書き方がされて、いかにもお金のこと

なので、その後のフローが追えないみたいな書き方をされていることにつきまして、この

制度そのものに対する根本的な不信感を持つところにつながっております。また、施設会

計に対する監査は事業主体を問わず、厳密に行っていただいて、本社とか本部が無闇に給

付を吸い上げないような仕組みにしていただきたいと思っております。 

少し細かいことになりますが、案の 16 ページに需給調整のところに新規指定が競合す

る場合のことが書いてあって、２行目に特別な機能を有したところについては考慮すべき

であるということの例に、利用者の利便性、夜間保育、病児保育等の特別な機能への考慮

が書かれています。これが保育に対する見方が非常に偏っているというか、乏しいのでは

ないかと。 

意外に皆さんが見落としがちな重要な考慮すべき事柄としては、例えば発達障がいや障

がい児に対して、ちゃんとした支援が行われているか。地域の養育困難家庭に対して、こ

ども園（仮称）として何か支援をしているか。その他の地域の福祉的なことに関して、ど

んな貢献をしているかということが、非常に地味ですけれども、評価されるべきことだと

思っています。ですから、資料１の 16 ページの２行目に関しては、もう少し豊かな書き

方をしていただきたいと思っております。 

私の意見書の方にまいりまして、懸案事項については、１）、２）となっていまして、

１）はちょっとよくわからないんですけれども、そのようになったのかなと思っています。 

２）については、指定、指導・監督の主体ということですが、都道府県、指定都市、中

核市、市町村が、やれるという市町村は自ら担えるようにするのも必要なのかなと思って

います。ただ、市町村の場合はこの新システムの事業主体でございますので、施設を守る

方向に力が働きがちだという面があります。進行する人とチェックする人が同じというの

は、チェック機能がうまく働かないことがよくあるという指摘があります。ですから、市

町村にしろ、都道府県にしろ、ここは保護者としては一番きちんとやっていただきたいの

ですが、両方ともにその権限があって、両方に責任があるような形にして、もし一方のや
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り方について問題の指摘や不服申立てなどがあった場合には、もう一方の方がきちんと担

うような仕組みにしていただきたいと思っております。 

市町村の責務について、これはもう何度も申し上げていることですが、図を右のように

書いております。一番上の児童福祉法の最後まで市町村が自分の事業として面倒を見ると

いう形が保育所の形でしたけれども、次に今、保護者から出ております不安というのは、

やはり金銭給付なのではないかと。お金を出せば市町村の責任は整ったということになる

のではないかという心配がなお出ております。 

例えば先ほど申し上げましたような、お金のフローはもうお金で渡してしまったものを

追っていけないのではないかみたいな記述を見ますと、この真ん中の図の不安がとても膨

らんでしまう。３番目の図のように、一人ひとりの子どもに質を確保した保育を確実に給

付することを市町村の責務として、きちんと定めていただきたいということを、繰り返し

になりますけれども、申し上げます。特に市町村の関与というのは、法的な実効性を持っ

た関与にしていただきたいということがあります。 

その次の補足意見につきましては、今ほど山縣先生や秋田先生から非常に高次元なお話

がありましたので、ここは言う必要もないかと思ったのですが、私の素朴な感覚としては、

市町村の責務に関する規定の案を見ても、「○○を」という目的語がことごとく抜けている

と思います。これは学校教育など法制度の二元性に由来した用語が非常に邪魔をしていて、

事務局もうまく書き表せられないのではないかと勝手に思っておりまして、ここで改めて

こども園（仮称）が実施するサービスを「保育＝養護＋教育」と定義することで、すべて

を明確に表現できるのではないかと考えたわけです。 

退園についてですが、これも現在進行中のいろいろな事例について出てきたものです。

不当な退園命令を受けてしまわないように、公的契約において施設側が保護者に退園を通

告できる事由を限定的に定めるなどの仕組みが必要ではないかと考えます。一方で、幼稚

園の園長先生から意見をされまして、しかし、我々は応諾義務を初めて受け入れようと思

うのだけれども、その応諾義務を受け入れて保育料を払ってもらえないということになり

ますと非常に困るのだと。そこのところをしっかりしてほしいと。幼稚園にとっては応諾

義務が初めての体験で、保育所にとっては直接徴収というのが初めての体験になり、お互

いに初めての体験になるわけですか、もしそれがうまくいかなかったときに、子どもの利

益を保証しつつも、ここのところをどうするのかということはもちろん検討課題に上がっ

ておりましたけれども、しっかりお願いします。 

基準については、幼稚園の方の御主張にもありましたけれども、保育所の保護者にとっ

ても３歳以上児には、本当は１歳でも必要だというお声が多いのですが、園庭が提供され

ることが望まれておりまして、これについては新規認可の総合こども園（仮称）について

は園庭を必置とするとしてもいいのではないかと。そのための財政支援を行っていただき

たい。自園調理に関しても、どこの園でも自園調理が実施されるように財政的な支援をし

ていただきたいということがあります。 
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次のページに行きまして、待機児童がある場合の入園手続については、前回確認させて

いただいたのですが、事務局の認識がこういうふうになっているかどうか。一応申し上げ

ておきます。 

待機児童がある場合には、保護者は希望園を複数申請できなければならないのですけれ

ども、とすると市町村は定員を超える申し込みがある園だけではなく、周辺の園も含めて、

地域全体で選考あっせんをしなければ、このことはできないんです。すなわち待機児童が

部分的でもある当該市町村全体で、従来と同様の入園手続にしなければならないというこ

とを確認したいと思います。 

ワーク・ライフ・バランスについては、まだまだ次世代法のような仕組みが必要で、一

般事業主に行動計画を立てていただくことを希望します。 

ワーク・ライフ・バランスの意見の２点目については、子育て期はさまざまな柔軟な働

き方ができることが求められるわけですが、そのためには保育の必要性の認定がある程度

柔軟性を持って行われることが必要ではないかということで、恣意的に認定が狭められた

りしないということも大事なのですが、一方、いつでも変更申請が簡易にできて、即日で

認められるような仕組み。時間区分の変更については事後承諾でもいいような、そういう

柔軟な仕組みにしていただきたい。それから、障がいを持つお子さんを育てる過程にも保

育の必要性は認められるべきではないかということを書いてあります。 

私どもの会員に非常に悲しい子どもの死亡事故に遭われた方がいらっしゃるというこ

とを申し上げましたけれども、これが非常に残念なことになっております。保育所で起こ

った死亡事故で再発防止のための原因究明を行うことを県と市が責任を押し付け合う事実

が現在も継続しております。 

こども園（仮称）の重大事故について、中立・公正な第三者委員による調査を行うこと

を都道府県に義務づける必要があるのではないかということで、下に掲げましたとおり、

認可外保育施設や家庭では重大事故や重大事件が起これば、国や自治体が関与して調査す

ることが義務づけられているのに、保育所にだけその規定がないのはおかしいのではない

かということを、その事故に遭わせた親の方々が指摘されております。 

放課後児童クラブの質の向上について、今回、基準を設けることが書かれておりまして、

大変うれしく思いました。私としましては案２で、猶予期間を設けても案２のように、保

育所のようにきっちりとしたナショナルミニマムが確保されるような仕組みを求めたいと

思います。そして、現在、放課後児童クラブがどのようになっているかという実態が保護

者の生の声で、その後に続けて３ページにわたって上がっておりますので、こんなふうに

なっていることを是非お読みいただき、この切実性を感じていただければと思います。 

以上でございます。ありがとうございました。 

○園田座長 待機児童の入園手続については、事務局、お願いします。 

○橋本課長 入所調整につきましては、普光院委員の方から御指摘いただいたような意味

で、御説明させていただいた次第でございます。 
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○園田座長 それでは、菅原先生、木幡先生ということで、お二人続けていきます。 

○菅原委員  私の意見については各委員提出資料の中に 12 項目を出させていただいて

おりますが、この中でとくにいくつか申し上げたいと思います。 

 １つは、先ほどから出ていますワーク・ライフ・バランスについては、是非企業の方を

含めて、真剣に財源問題を含めた議論をしていただく必要があるのではないかということ

を申し上げておきます。 

 二点目は、配当の問題です。この点についてはこれまで公的資金の面から意見を述べて

きましたが、本来、イコールフッティングということで多様な事業主体を入れて、量的な

拡大を含めて整備していくことが大きな目的だったと思います。したがい、配当は今回の

新システムの目的ではないと思います。とくに配当は個人に行くものです。個人に行くも

のをここで議論することは正しくないのではないかと思います。一方で、社会福祉法人や、

学校法人の場合は、個人に公的資金が回るようなシステムにはなっていません。そうした

イコールフッティングという公正・公平といった立場から、一つの制度上として再検討を

していただきたいと思います。 

 三点目は、先ほどから出ています私学助成の問題です。この点についても、私学助成を

残していくことは、公平・公正に幼稚園も保育所も、できるだけ一体化した制度をつくり

出していく今回の制度改正の精神に反するのではないかと思います。私学助成を特別な教

育、特別な事業という形で特化して入れ、さらに NPO、株式会社については別の形という

複雑な制度を入れ込むということは適切ではないと思います。特別な教育に対する補助が

必要であれば、こども園給付（仮称）の中で一本化すべきではないかということを再度申

し上げておきたいと思います。 

もう一つ申し上げておきたいと思いますのは、給食の問題です。食育基本法の中でも給

食についての重要性が訴えられておりますし、そういう立場から、特に未満児の施設につ

いては、調理室は必置ないしは義務に近く必要だということを是非どこかに書き込んでい

ただきたいということを申し上げます。 

最後に、今回の制度の中にこども指針（仮称）、あるいは総合こども園保育要領（仮称）

という言葉が出てきますが、これはいつ具体的に議論をされるのかということが、ＷＴの

中で課題になっています。先ほども秋田先生や山縣先生からも出されていますが、用語上

の整理や、学校教育体系との関係について、こども指針（仮称）ＷＴを早期に開いて理論

的に詰めて、定義づけを含めて、就学前までの議論をそろそろしっかりとつくり出す必要

があるのではないかと思いますので、その点を改めてお願いしておきたいということです。 

あとは時間もないようですから、文章に代えさせていただきます。 

○木幡委員 利用者の一人として、今回のとりまとめ案がやっとここまで来たかと、非常

に感慨深く読ませていただきました。私から短く３点述べさせていただきたいと思います。 

 まず、放課後対策についてです。これも厚労省がやっていらっしゃるものと文科省でや

っているものと制度が分かれていまして、自治体によってもやり方がさまざまです。私自
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身の経験上でも、そもそもサービスとニーズがかみ合っていないと感じております。働く

親にとっては待機児童の問題と並んで、これは大変頭の痛い問題ですので、是非これから

も改善していただきたいと思います。 

 そんな中、今回対象が「おおむね 10 歳」から「４年生以降も対象」と書かれているこ

とは非常にうれしく思います。ただ、それだけではなくて、預かり時間の延長や夏休み、

冬休み、春休みなどの対応とか、まだまだいろいろと問題がありますので、どうか一日も

早く状況が改善されることを強く希望いたします。 

 ２つ目に、この法律が成立して施行されてからおよそ３年間で、ほぼすべての保育所が

新システムに移行するとあるのに対しまして、幼稚園は数として一体どのくらい移行する

のかという点です。幼稚園側にのみ自由度を残していますので、ふたを開けてみなければ

わからないというのでは、少し不安が残ります。保育所に教育的要素が入ることは大きな

一歩だと思いますが、それだけでは受け入れ可能な子どもの数は増えませんので、できる

だけ多くの幼稚園が一体型施設になっていただくことが本当に大事になってくると思いま

す。 

 その際には、ただ金銭的なインセンティブということではなく、なぜこれまでさまざま

な対策を取ってきたにもかかわらず、一体型の施設が増えなかったか。その障害となって

いる部分を細かく洗い出して、一つひとつクリアーしていただきたいと思います。 

それから、制度がスタートするまでの間のことですが、この間、一体化を検討している施

設、主に幼稚園の方ですが、「新システムが始まりだしてからでいいや」と先延ばしにして

みたりと、一時的に流れがストップしないようにしていただきたいと思います。 

むしろ、この間を新システム移行に向けた PR 期間と位置づけまして、「今からやってみ

ませんか」とか、まずは預かり保育から初めてみることを促すとか、今から準備をすると

移行がスムーズに行きますよ、とアピールして、ムードづくりをしていくことも非常に重

要なのではないかと思いました。せっかくいいシステムができるのですから、すべての子

どもがこの新システムの恩恵を受けられるよう、どうかここからあぶれる子どもが出ない

ようにしていただきたいと思います。 

最後に短く所管についてですが、資料を見ますと所管が「その他」というところに位置

づけられております。縦割りを排除して所管を一本化するのは、今回の大きな目的の一つ

だったように思いますので、私の感覚ですと、「その他」でいいのかというふうに思ってお

ります。大変重要なポイントなので、もう少し詳しく、子ども家庭省（仮称）というゴー

ルに向けたプロセスを明記するなどして、「その他」ではなくて、「所管について」という

一つの項目を設けてもいいのではないかと感じました。御検討いただければと思います。 

以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後になりました。申し訳ございません。金山先生と小田先生、お願いしま

す。 
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○金山委員 お願いいたします。膨大な内容をおまとめいただき具体化されたとりまとめ

案をお示しいただいたことに感謝申し上げます。２つ意見を述べさせてください。 

 まず、とりまとめ案の用語の使い方についてです。案の中に「学校教育」、「幼児教育」

と２つの言葉が使われています。８ページの基本的な考え方、21 ページのこども園給付（仮

称）では、「幼児期の」と説明をしながら「学校教育」が使われていますが、45 ページの

私学助成のところでは、「幼児教育」が使われています。意図的な使い分けであれば、その

旨を記載した方がよいと思いますし、似たようなさまざまな言葉が出てくるとわかりにく

いイメージになってしまうのではないかと懸念しております。 

 また、９ページの「２ 子どもや家庭の状況に応じた子ども・子育て支援」の文章で、

さまざまな状況の子ども・子育て家庭の記述がございます。これは初期のころの幼保一体

化のワーキングチームでも検討されたところなのですが、さまざまな状況を示すのであれ

ば、ひとり親家庭もありますし、専業主婦家庭でなくても家庭で子育てをしている、いわ

ゆる在宅子育て家庭もあります。文章中で「さまざまな状況の家庭」を表現するために使

われている共働き家庭、いわゆる専業主婦家庭、または育児休業と産後休業という分け方

の意図がよくわかりませんので、さまざまな状況の何を示したいのかをもう一度御検討い

ただければと思っております。 

 第２点目です。先ほど山縣委員からも御意見がありました、国立大学附属幼稚園につい

てです。とりまとめ案では、こども園給付（仮称）の対象とせず、国立大学法人運営交付

金により財政措置とすることが示されているということしか示されておらず、今後の在り

方を案じております。 

 まず、すべての子どものための子ども・子育て新システムであれば、ここの園に通って

いる子どもたちは、すべての子どもには入らないのかというのが少し疑問に思いました。。 

 また、国立大学の附属幼稚園は幼児期の学校教育に関する調査や実践の研究を長期間、

幼・小・中の連携を図りながら行うことができるという特色を持っていますし、実習や研

修などで人材の養成も担っています。幼・保・小の合同研修会を実践されている園もたく

さんあるようです。このような教育研究機関としての機能が今後、こども園（仮称）とな

る全国の保育現場と乖離してしまうというのは、我が国の学校教育や保育において、とて

も大きな損失ではないかと考えます。 

 「お金を出さないから後のことは知らない」というつもりではないと思いますが、この

問題をいつ、だれが責任を持って検討していくのかを示すことが、今後の保育の質の向上

を支えることになるのだと考えます。新しい制度の下で質の高い学校教育、保育がいかに

あるべきかの研究ができるよう、そしてまた、それを実践するための保育者養成が円滑に

進むような御配慮をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○小田委員 いつも最後になってしまって、非常に気が弱いので、どうしたらいいか非常

に気になっているのですが、オブザーバーという位置が非常にわかりにくくて、幼保一体
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化のワーキングチームやこども指針（仮称）のワーキングチームで、ある程度の哲学的な

ものを決めて、方向性を決めたものの形が、ここへ来ると違った方向に見えてくる。それ

に対して、私はオブザーバーとして、そこから出てきている人間として、それを是認して

いいだろうかという気がしています。 

その議論を長くやるということは非常に難しいので、私の前で発言をされた国立大学の

問題の解決などはどこにあるかと言いますと、総合こども園（仮称）の創設に関わってい

る学校教育法、教育基本法の問題があいまいな形で、「１条校学校」として考えているとい

うことで、幼保一体化をやってきました。そこへ哲学を付けようと。 

 その結果が例えば市町村における先駆的な取組の事例とありますが、その哲学があれば、

こういう事例が十分にできるということなんですね。無理やり施設を一体化して、法律を

無理やりにねじ曲げなくたって、今の法律の中でもう少し位置づけがきちんとすれば、従

来のこういう取組だってできる。この取組がより豊かになるという意味で出されたのだと

は思っています。でも、この取組が従来の法律の中でもやれているわけですし、こうやっ

てお互いが少しずつ近づけてきたわけですね。お互いが近づけて、「保育」と「教育」とい

う言葉をより明確にしながら、一体化という形はどういうことなんだということで、保育

をすること。 

幼児教育の目的は幼児を保育し、心身の発達を助長することを目的とすると、ちゃんと

学校教育法に位置づけられているわけです。それとの関係性と教育基本法の問題というの

は、もう一度答えてくださるとおっしゃっていたので、自分が自分のいたところにつばを

吐くような感じがして申し訳ないとは思っていますが、幼児教育だけではなくて、教育を

志す人間がこども園（仮称）の中の入れ方、「１条学校」の問題はそういう解決の方法でい

いのだろうか。幼、小、中、高、大学までつながっている一貫した形の教育というものに

対する冒とくにならないだろうか。その辺りはもう少しブリーフィングをして、小学校や

他の学校との法律の関係性のこれでいけるかどうかという辺りは、もっとブリーフィング

をしないと、本当に禍根を残すようなことになったら困る。 

私自身も 34 年間、学校教育に関わっての教育研究をしてきたつもりです。私はそんな

に豊かな研究者ではありません。でも、子どもの側に立ったときに迷惑をかけないように

しろうと。そして、だれもが平等で、だれもが選択できて、豊かな方向へという形で今ま

でずっとやってきたわけです。その幼保一体化の問題は「一元化」という言葉で 70 年近

くやってきた。その中に初めてこのような形で、「一体化」という言葉で新たに従来のよう

な幼稚園と保育所というものの在り方を少し考えて哲学をつくることで、だれもが平等に

より豊かな質のある教育、質の向上のある方向性でやろうという形で、こども指針（仮称）

や幼保一体化のところでは、哲学的な話をしてきた。 

ここへ来ると機能論になるので、私も参加できないわけですが、ただ、幼保一体化のと

ころで議論をしていて、大体の人たちが「こういう方向だね」という議論で、保育と教育

との関係性もそういう言葉で考えていこうというところだったものが、ここに来たら飛ん
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でしまって機能だけで、とにかく総合こども園（仮称）ができることに反対しているわけ

ではないですよ。けれども、「１条学校」ではなくて、違った形の位置づけ方をしたら、本

当に学校教育はやっていけるのかという問題。 

私は山縣先生と意見がずっと違うんですけれども、久しぶりに意見が一致して、うれし

く思っています。最初に私は幼保一体化のときに山縣先生が私に、「小田先生と意見が合う

のは滅多にない」という言い方をなさったことを思い出すのですが、あと２回しかなくて、

あなたが次回来ないとなると、私は次回はもうやめようと思ったけれども、責任がある。

これは聞きたい。このことは答えてくださるんですね。自分でつばをするようで申し訳な

いけれども、目の前の課長も後ろにいる企画官も従来一緒に仕事をした仲間なので、そう

いう人たちに迫るということが、本当におまえはいいのかと言われるような気がしますが、

しかし、オブザーバーとしての責任はどこにあるのか。従来のオブザーバーでなかったと

きの委員だったものを、ここへ来て聞いて、オブザーバーとして申し上げるという役割が

ある。だから一番後になるんだと。 

先に発言をするなという形なので、私はずっと発言をしないでいたら、ここに座ってい

るので一番最後になったので、生意気そうに一番最後になったということではなくて、順

番がこうなったんだということで許してください。１時も過ぎそうで、気が弱いと言いな

がら、こんなに長くしゃべって、ひどいやつだと思うでしょうけれども、是非次回にこれ

をもう一度整理し直して、答えてほしいと思います。よい悪いは別として言っています。

よろしくお願いします。 

○園田座長 ありがとうございました。申し訳ございません。最後になってしまったのは、

私の差配の足りなさ、配慮のなさでございますので、失礼しました。 

 今、小田先生からも最後にお話しいただきましたけれども、当然今までの議論の積み重

ねの延長で私どもは考えさせていただいておりますので、用語の整理については一つひと

つやらなければいけないと、私も今日、皆様方の御意見をいただいて、受け止めさせてい

ただいておりますので、それについては次回にお示しをさせていただけるようにしたいと、

最大限努力を申し上げたいと思っております。 

 当然、今までワーキングチームの先生方にさまざまな議論をしていただいたことについ

ては、それをしっかりと伸ばしていくという意味において、今日まで皆様方に基本制度の

ワーキングチームの中で御議論をされてきたと思っておりますが、何も 180 度全く違う方

向に進んでいるということではないということだけは、是非お汲み取りをいただきたい。

理念をしっかりと受け止めさせていただいた上で、それをいかにきちんとした形で、細か

い部分と言ったら失礼かもしれませんけれども、法文上に落としていくときには、さまざ

まな技術的なところもあるんだということは御理解を是非いただければと考えております。 

本当にありがとうございました。事業主負担のところもまだ調整をさせていただいてい

るところでございますし、まだまだお示しし切れていない部分もございましたし、足りな

い部分の御指摘もいただいたわけでございますので、本当に今日いただいた御意見を踏ま
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えて、私どもとしてはこの国会で法案を提出し、社会保障と税一体改革の議論の素案にも

書かれておりますけれども、それときちんと連動させる形で、是非この成案としてまとめ

ていきたいと考えております。 

そこからすると、次回がこのワーキングチームとしてのとりまとめという形にさせてい

ただければと思っておりますが、それまで最大限、私どもとしても努力をさせていただき

たいと思っておりますし、足りないところは補い、まだまだ用語の部分で整理が付いてい

ないところについては、きちんと整理をさせていただくということをこの間、次回までに

私どもも宿題としてとらえさせていただきましたので、それについてはお答えをさせてい

ただくという形で、皆様方にも是非次回に御参加をいただければと思っております。 

次回の日程については先ほどお話が出ていましたけれども、追って事務局から御連絡を

させていただきたいと思っておりますので、その旨またお時間をちょうだいできればと考

えております。 

それでは、本日は大変長い時間、皆様方に御意見をいただきまして、ありがとうござい

ました。引き続きしっかりととりまとめに向けて、私どもも頑張ってまいる所存でござい

ますので、委員の先生方の御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

本日はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 
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