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 子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

基本制度ワーキングチーム 第 20 回会合 

議事次第 

 

 

 

                   日 時：平成 24 年１月 31 日（火）15:00～19:08 

                   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、定刻となりましたので、第 20 回「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存じます。 

 今回のワーキングチームでは、前回お示しをさせていただきましたとりまとめの原案に

つきまして、皆様方からいただいた御意見がございましたので、それを修正させていただ

いたものを本日また皆様方に御提示させていただくところでございます。それを皆様方に

御説明させていただいた後に、御意見をちょうだいしたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 本日は、前回も申し上げましたけれども、できますれば、このチームとしてのとりまと

め（案）という形で、皆様方の合意をちょうだいできればと考えているところでございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、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

キングチームにのみ所属をされていらっしゃる委員の皆様方にもオブザーバーとして加わ

っていただいております。御報告をさせていただきます。 

 それでは、本日の委員の御出欠につきまして、事務局より御報告をさせていただきます。 

 事務局、お願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 本日御欠席の委員は１名、大阪市立大学教授の山縣文治委員におかれましては、所用に

より御欠席となってございます。 

 また、慶應義塾大学の駒村委員、日本経済団体連合会の髙尾委員、白梅学園大学の無藤

委員、日本テレビ解説委員の宮島委員におかれましては、所用により遅れて御出席をされ

ると伺っております。 

 髙尾委員の御到着までの間、同連合会経済政策本部長の藤原様に代理として御出席をい

ただいてございます。 

 以上、御報告を申し上げます。 

 

○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 資料の御確認をお願いいたします。 

 次第の１枚下でございますが、 

資料１ 基本制度とりまとめ（案）文章編でございます。 

資料２ ポンチ絵の説明資料でございます。 

資料３ 補足説明資料でございます。 

資料４ 市町村における先駆的な取組事例について②ということで、前回 1 月 20 日の

ときに先進事例を御紹介しておりますが、そのことに追加をさせていただいておりますの

で、追加の分ということで、②ということで配付をさせていただいてございます。 

資料５ 各委員から事前にいただいている意見をとりまとめたものでございます。 
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資料５の下のばら紙ですが、奥山委員、渡邊委員、菊池委員から、それぞれ意見をいた

だいておりますものをお付けしてございます。 

漏れなどございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

以上でございます。 

○園田座長 それでは、本日の議題に関します資料につきまして、事務局より説明をさせ

ていただきます。 

お願いします。 

○藤原参事官 それでは、お手元の資料１で御説明を申し上げたいと思います。 

 前回、20 日のワーキングチームでお出ししたところで、各委員から多々意見をいただい

ておりますので、その意見も踏まえて、適宜修正を加えたものになってございます。 

 まず、前文でございます。 

 １ページの赤字で書いてあるところでございますが、もともと「教育」と書いてござい

ましたところを正確に書くため「幼児期の学校教育・保育」と整理しております。 

 ２ページでございます。 

真ん中のところは、これまでの基本制度ワーキングチーム、幼保一体化ワーキングチー

ム、こども指針（仮称）ワーキングチームの開催回数等を記載してございます。本日まで

に全部合わせて 35 回の開催ということでございます。 

このとりまとめを踏まえて、法案をとりまとめ、今、開いております通常国会に関連法

案を提出するということを記載してございます。 

一番最後の段落の赤字のところでございますが、夏の中間とりまとめでも恒久財源と本

格実施がセットであるという時期の問題と、本格実施までの間も平成 25 年度を目途に、子

ども・子育て会議（仮称）ですとか、基本指針など、可能なものから段階的に実施という

スケジュール感を書いてございました。そこをそれまでどおり書いた上で、今般、１月６

日の政府・与党の社会保障・税一体改革素案では、26 年４月に８％、27 年 10 月から 10％

という消費税の引上げの時期が明確にされておりますので、この新システムの具体的な施

行の期日については、こういった引上げの時期ですとか、施行までに自治体などで円滑な

実施に向けた準備に一定期間要するということも考慮して、具体的な期日については今後、

法案までに検討しますということを追加的に記載しているということと、関係者と意見交

換を行って、円滑な施行に向けて準備をやりましょうということも末尾に丁寧に記してご

ざいます。 

中身でございますが、３ページからが市町村や都道府県、国の役割に関する記載でござ

います。 

４ページに市町村計画等の必須記載事項を書いてございました。 

需要量の見込み、見込量確保のための方策といったことを裸で書いておったのですが、

ここに丁寧に「幼児期の学校教育・保育、子ども・子育て支援事業（仮称）に係る」需要

量の見込みや確保のための方策だということをしっかりとここで明記をしたところでござ
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います。 

５ページでございます。 

利用者支援あるいは子育て支援のコーディネーターの役割といったところはすごく重要

になるということですけれども、そこの書き方が少し薄いのではないかという御指摘が委

員からございました。（４）ということで、記載を追加してございます。 

６ページでございます。 

ここでも用語の整理ということで、同じく都道府県の計画においても「幼児期の学校教

育・保育」という言葉を足してございます。 

７ページでございます。 

前半は国の役割を記載しているところでございますが、国の役割ということで、必要な

措置を講ずる際にも「地方公共団体とともに、子育て当事者、施設・事業者等の理解を得

ることに努める。」という追記をしてございます。 

８ページでございます。 

地域型保育給付（仮称）につきましては、※のところでございますが、こども園給付（仮

称）や地域型保育給付（仮称）のところで「休日保育、早朝・夜間保育」といったニーズ

に対しても対応するということをポンチ絵の中では整理しておったのですが、文章のとこ

ろで明記されておりませんでしたので、明記をさせていただきました。 

10 ページでございます。 

いろいろな子育て家庭があるということを記載した１つ目の○のところで、「母子家庭も

あるでしょう」と。「共働き家庭や、いわゆる専業主婦家庭だけではないでしょう」という

ことで「ひとり親家庭」ということで、さまざまな状況にいらっしゃる家庭の例示で追加

をさせていただきました。 

また、「新システムの対象になっているもの、いないものも含めた連携ということもやっ

ていくのではなかろうか」という御意見をいただきましたので、３つ目の○の赤字のとこ

ろで、括弧書きで追記をしてございます。 

11 ページでございます。 

一番上のところは、幼保一体化の進め方を書いているところでございます。総合こども

園（仮称）の移行を政策的に誘導するということが、国の役割のところでは書いているの

ですが、都道府県や市町村においても、それぞれの計画に基づいて円滑な移行への支援と

いうものを行っていただくということになろうかと思いますので、※でその旨を追記して

ございます。 

13 ページ、こども園（仮称）の指定の主体でございます。 

前回、20 日のときには、３つの複数案でお示しをしておったところでございます。これ

までの清原委員や渡邊委員からの御意見も十分踏まえた形で対応したいと思ってございま

す。新システムの実施主体が市町村（基礎自治体）であることを踏まえ、地域の実情や市

町村の事務負担に応じ、柔軟な対応が可能となるように、具体的には法案までに検討した
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いと思っております。市町村の中でやりたい、やれる市町村が円滑に指定の主体となれる

ような仕組みをどういうふうに含むかということについては、法案までに規定を決定して

いきたいと思ってございますので、その旨、３行赤字で追記をしてございます。 

13 ページの一番下でございますが、権限を行使するときに合議体の意見を聞くこととす

るということの下でございますけれども、地方版のこういった会議のメンバー構成につい

ては、現場の実情を踏まえた調査審議ができるように配慮しましょうということを付記さ

せていただきました。 

14 ページの赤いところは、用語の整理でございます。 

16 ページでございます。 

受給調整のウのところで、さまざまな観点から考慮すべき事項を書いたところですが、

夜間保育とか病児保育等の特別な機能への考慮ということだけではなく、社会的養護や障

がい児の受け入れなどの地域福祉への貢献を重視すべきではないかという委員の御指摘が

ございましたので、ここに明記をさせていただきました。 

19 ページ辺りは、言葉の整理で「保育の必要性の認定」という正しい言葉に直しただけ

でございます。 

21 ページでございます。 

上の方は「改正後の」と言葉を補っております。児童福祉法 24 条をいじることになりま

すけれども、改正後の 24 条で市町村の責務をしっかり位置づけるということを前提として、

利用者負担の強制徴収についての記述ということにさせていただいてございます。 

下の○の赤字の部分は、質の確保、向上の観点が非常に重要であるという御指摘をたく

さんの委員からいただいておりますので「配置基準の引き上げ等を検討」と書いてござい

ます。 

その後も用語の整理ですので、25 ページでございます。 

地域型保育給付（仮称）の創設と書いてございます。ここに書いてございます小規模保

育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育という事業類型を整理して、法令上位置

づけるということにしたいと思っておりますけれども、事業としての定義を区分ける必要

がございますので、小規模保育と家庭的保育で利用定員を分けるという形で、利用定員は、

通常の保育所であれば 20 人以上ということになっておりますが、小規模保育については６

人以上 19 人以下。家庭的保育については５人以下という形で整理をすることを記載してお

ります。後ほど補足資料にも記載がございます。 

26 ページの上の※の赤い部分でございます。 

地域型の保育につきましては、面積のところは参酌にするという御説明をしております

が、その趣旨を明確にするという趣旨で※を追加してございます。小規模保育においても

もちろん質の確保を図っていくことが重要なわけですが、そのときに既存の建物の活用と

いうことが重要になりますので、面積については参酌にするという趣旨を記載してござい

ます。 
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同じく 26 ページの（２）でございます。 

現在、法律上の根拠を有しない小規模保育、居宅訪問型については、児童福祉法に事業

の根拠を位置づけるということでしっかりと整理を追加してございます。 

28 ページ、総合こども園（仮称）の創設の部分に入ります。 

ここで総合こども園（仮称）の位置づけについて記載をしている○の下に、２つほど※

を追加してございます。総合こども園（仮称）が幼稚園とともに学校ということで、法律

上の学校としての位置づけがなされるということになるわけですので、「そういったことを

明確にしっかり説明してほしい」という委員の御指摘がございましたので、その旨を記載

するとともに、幼小連携と言いますが、総合こども園（仮称）においても当然小学校との

連携・接続が重要であるという御指摘がございましたので、ここにそのことを追加してご

ざいます。 

28 ページの調理室のところについては、満３歳未満児については自園調理が必須という

ことを追記させていただいてございます。 

29 ページでございます。 

こちらは、現行の保育所が一定期間の後、ここでは３年程度と置かせていただきました

が、その一定期間の後に、制度上、総合こども園（仮称）に移行すると記載してございま

した。「それでは幼稚園は」という御指摘もございましたので、幼稚園につきましても、満

３歳未満児の受け入れを含めて、総合こども園（仮称）への移行を促進するということを

併記させていただいてございます。 

30 ページでございます。 

設置主体のところで民間企業参入のことを記載しておりますが、この辺は前回と変更は

ございません。配当についても上限を設けるということで、そのままの記載とさせていた

だいております。 

なお、32 ページでございますが、総合こども園（仮称）の認可については、大都市特例

ということで御異論はなかったかと思いますけれども、その際、市長はあらかじめ都道府

県知事の同意または協議という形で調整を行うという旨を明記させていただいております。 

33 ページでございます。 

設置基準のところで、既存の施設から移行する場合に特例を設けるという記載がござい

ました。この特例があくまでも特例であって、本来の基準を満たすことが基本であり、ま

た、その基準を満たすために必要な支援策をしっかり検討するということを書くべきだろ

うという御意見がございましたので、ここに追記をしてございます。 

35 ページでございます。 

総合こども園（仮称）の具体的な制度設計の細かい項目に沿った記述でございますが、

職員の福利厚生などの④のところでございます。公立総合こども園（仮称）の職員につい

てというところで、この辺りは実態を把握の上、検討することが必要かと思いますので「基

本とし、具体的には今後更に検討する。」ということを少し補足的に記述させていただきま
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した。 

36 ページでございます。 

税制上の措置でございます。総合こども園（仮称）にかかる税制につきましては、25 年

度以降の税制改正要望においても、引き続き適宜要望し、検討してまいると考えておりま

すので、その旨を明記してございます。 

37 ページの（10）経過措置等のところに、○を２行追加してございます。公立保育所の

総合こども園（仮称）への移行についてのところでございますが、これは公立の保育所が

総合こども園（仮称）に移行する際には、現在、保育所としての設置条例があるかと思い

ますが、その設置条例を廃止していただいて、改めて公立の総合こども園（仮称）として

の制定の手続きなど、議会での手続きが一定程度あるだろうということがございましたの

で、移行期間の延長を含めて、引き続き検討という２行を追加させていただいております。 

39 ページ、市町村事業のところでございます。 

ここでも「子育て支援コーディネーターの配置」という言葉を追記させていただきまし

た。 

40 ページでございます。 

前回御議論いただきました放課後児童クラブの基準や条例の扱いをどうするかというこ

とでございます。20 日のワーキングチームでは３案お示しをいたしましたけれども、基本

的には、今回このような形で整理をしたいということでございます。 

「質を確保する観点から、職員の資格、員数、施設、開所日数・時間などについて、国

は法令上の基準を新たに児童福祉法体系に設定する。」というのが第１点。 

次のページでございますが、国が定める基準を踏まえまして、市町村が基準を条例で定

めるということで、市町村に条例を定めていただくということにしたいと思ってございま

す。その際、職員の資格や員数について、現行の事業実態を踏まえて従うべき基準とする

ことも含めて法制的に整理をするということで、この部分については、法案までに整理を

したいと考えております。 

41 ページからは、社会的養護・障がい児に対する支援。主に都道府県と市町村との連携

などを記述した部分でございます。 

ここは整理だけなのですが、基本的に社会的養護や障がいなど、専門性が高い部分が都

道府県という整理になっているのですが、一部、法改正がございまして、障がい児通所支

援については、県から市町村に移行するということが決まっているということでございま

すので、その旨を念のために正確性を期すために付記をした部分でございます。 

包括交付金（仮称）のところに入りまして、43 ページでございます。 

 国の会計につきましては、後ほど出てまいります事業主拠出を求めることを踏まえまし

て、特別会計における勘定、区分経理を行うということを明記させていただきました。 

 43 ページの真ん中から下は、子ども・子育て会議（仮称）の部分でございます。 

 ここについてもほぼ変わっておりませんけれども、構成員については、１つ目の○に書
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いてあるとおり、幅広い関係者から構成する子ども・子育て会議（仮称）を国に置くとい

うことを書いてございます。特に費用負担者とか、実施主体である地方公共団体の関係者

を主なメンバーといたしますが、その下の※にありますように、その上で幅広い関係者が

参画できるような仕組みにするということを書いてございますし、44 ページにつきまして、

地方における合議体の構成員についても、実情に沿った審議ができるようなメンバー構成

について配慮してくださいということをここでも付記してございます。 

 44 ページからが費用負担でございます。 

 費用負担につきましては、国と地方の費用負担を前回はＰということで文章を記載して

ございませんでしたので、入れてございます。 

 （１）子どものための手当、現金の部分は、昨年末に４大臣合意で決定されております

国と地方の費用負担の割合で設定をするということでございます。 

 （２）こども園給付（仮称）と地域型保育給付（仮称）につきましては、それぞれの給

付における国と地方の役割分担や私立保育所、私立幼稚園にかかる現行の制度等を踏まえ

て設定するということでございます。 

 なお、公立施設につきましては、45 ページの頭の１行目になりますが、※で既に一般財

源化をされてございます公立の施設についての財源につきましては、従来どおり市町村が

10 分の 10 の負担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。 

 （３）市町村事業のところについては、国と地方の役割分担や現行の事業等を踏まえて

設定をするということでございます。実際には、法律上は義務経費については、国の負担

の割合というものを法定することが通例でございますので、（１）（２）に沿った形で負担

割合を設定することになろうかと思っております。 

 ３．事業主負担の考え方でございます。 

 事業主負担の考え方につきましても、前回Ｐということで文章を記載してございません

でしたので、入れさせていただいてございます。 

子ども・子育て施策については公費で負担することが基本であるということを最初に明

記してございます。 

その上で、事業主拠出の水準は、現行制度における事業主の負担をベースに設定をさせ

ていただきたいということ。 

そして、新システムは、事業計画の期間、５年間ということを想定しておりますので、

５年クールで見ていくということでございます。 

事業主拠出を充当する対象の範囲でございますが、基本的には現行制度を踏まえた形に

したいと思ってございまして、具体的には子どものための手当、現金の部分及び両立支援

のための子ども・子育て支援事業（仮称）のうち、括弧で書いております事業でございま

すが、放課後児童クラブ、延長保育、病児・病後児保育の３つの事業に限って負担をして

いただく、充当させていただくということにしたいと思っております。 

なお、質の改善の点につきましては、一体改革の中で恒久財源を公費で確保するという
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ことに整理をしてございますので、事業主の拠出の記述からは、質の改善分については除

くと追記をさせていただきました。いずれも１つ目の○、３つ目の○の小さい※のところ

にありますように、後ほど出てまいります見直しの規定という項目がございますので、そ

ちらの方で今後また見直しを検討することになろうかと思ってございます。 

充当先については、今、申し上げたとおりですけれども、事業主拠出を充当する割合に

ついてでございます。これについては、まず現金の子どものための手当については、昨年

末の４大臣合意で決定されたとおり。 

また、事業につきましても従来どおりということで、基本的には従来どおりの負担割合

ということにさせていただこうと思ってございます。 

そして、事業主拠出の拠出のルートでございますけれども、厚生年金ルートでの拠出と

させていただきたいと思っております。なお、従前、委員からも御指摘をいただいており

ましたけれども、拠出のルートについても現在、検討が行われております番号制度の活用

における新たな徴収ルートを求めるということについて、改めて検討していくということ

を付記させていただいてございます。 

46 ページでございます。 

それでは、拠出金率をどのように決めていくのかということでございます。事業主拠出

の額を勘案いたしまして、拠出金率の上限についてまずは法定をして、その上で具体的な

拠出金率は政令で定めるということにしたいということでございます。拠出金率に関して

は、事業主が意見を申し出ることができるということを法定しようと考えてございます。 

そのときに、実際に事業主の方々の意見の提出の機会を実質的にも保障するという観点

から、政府は十分な情報提供を行うとともに、事業主団体との意見交換を十分に行って、

その意見を尊重するものとするということも書かせていただきました。 

また、全体について、事業主拠出金の使途について、労使を始めとした関係者が参画す

る子ども・子育て会議（仮称）で定期的にチェックをして、透明性や効率性を確保すると

いうこと。 

また、定期的に事業主との意見交換を行っていくということについても書かせていただ

いてございます。 

以上が事業主負担の考え方についての記述でございました。 

その後、47 ページ、既存の財政措置との関係でございます。公立こども園（仮称）につ

いては、新システムの手続きには入っていただくことを以前の資料からも記載をしてござ

いましたが、これに加えて、財源については地方交付税、地方 10 分の 10 で行うことを明

記したところでございます。 

50 ページから、国の所管、ワーク・ライフ・バランスを１つの大きな項目として整理し

てございます。 

その上ででございますが、最後のところ、XI 番という大きな柱で、制度施行後の見直し

ということを入れました。今回、できますれば、このような形でとりまとめをしたいと思
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っているわけですが、法案が出て、制度ができた暁に、それで終わりということではなく

て、当然子ども・子育て会議（仮称）もできるわけですし、新制度の施行から一定期間を

経過いたしましたら、どのような形で施行されているかということをきちんとチェックし

た上で、制度全般については見直しを図ることが不可欠であろうと考えておりますので、

制度全般ということで、括弧で例示をたくさん掲げてございますが、こういった事柄につ

いて、一定期間を経過した後に見直しを図ることを最後に掲載しました。 

以上、とりまとめ（案）でございます。 

引き続いて、少し細かいことも含めますけれども、補足説明資料がございますので、担

当の課長から、簡単に御説明申し上げたいと思います。 

○橋本課長 最初に、地域型保育給付（仮称）に係る保育事業についてのところを御説明

申し上げます。 

 これは先ほどの資料説明の中にもございましたように、今回、地域型保育給付（仮称）

に係ります４つの種類の事業につきまして、これを法律上の給付の対象としてまいります

ので、改めてこういった対象となる保育の中身につきましても、法律上、事業類型を区分

する必要があるということでさせていただいたものでございます。 

 イメージは、２ページの下に絵がございますので、ごらんいただければと思います。居

宅訪問型保育というところは、まさに保育を必要とする子どもの居宅で実施するものでご

ざいますし、また、事業所内保育につきましては、事業主の方が主として従業員のお子さ

んを対象にするものでございます。こういったところで概念整理ができるかと思いますが、

それ以外の小規模保育、家庭的保育につきましては、利用する人数というところをメルク

マールにして区分をする必要があろうということでございます。 

 もともと家庭的保育につきましては、原則、保育者１人当たり３人まで、補助者がいる

場合は最大５人までという形で展開してきている事業でございますが、近年、いろんな形

で多様化してきておりますけれども、法律上の概念整理をするに当たりましては、一応こ

の５人というところで区切りまして、５人までのところを家庭的保育、６人を超え 19 人ま

でのところを小規模保育という形にさせていただくものでございます。 

 なお、一番下の※にもございますように、こういった利用定員につきましては、法律上

の事業類型を区分するためでございますので、それぞれの実際の利用人員についての制限

を課すものではございませんので、その点については柔軟な対応が可能かと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○蝦名課長 引き続き、お手元の資料３「補足説明資料」中の３、４ページをごらんいた

だければと存じます。 

 前回、「教育」、「保育」の用語について、「さまざまな使い方がされているので整理を」

ということがございました。実は、この資料は、既にこども指針（仮称）ワーキングチー

ムで、これと類似の資料をお出ししたことがございます。改めて御説明をさせていただき



10 
 

ます。 

 この「教育」、「保育」に関しましては、まず一番上に学校教育法とございます。この中

で「学校教育」について規定をしている第 6 条がございます。ここで「学校」というもの

は「学校教育法や学習指導要領をはじめとする法令の基準にのっとった教育課程に基づき、

体系的な教育を組織的に行う」といった教育機関であるということを明らかにしておりま

す。そして、そういった学校で行われる教育については「学校教育」という位置づけを置

いているわけでございます。 

 同時に、同じ教育基本法 11 条に「幼児期の教育」についての規定がございます。「幼児

期の教育」については、解説のところをごらんいただきますと、「生後から小学校就学前の

時期の幼児を対象として、幼児が生活するすべての場において行われる教育を総称して言

う」ということで、幼稚園で行われる教育、家庭における教育、地域社会におけるさまざ

まな教育活動や、当然ながら保育所において行われる教育についても、本条の「幼児期の

教育」に含まれるという整理となっております。 

 一方、学校教育法でどのような規定があるかということについて、左下の部分です。 

 第 22 条で「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育

し」という文言が出てまいります。 

 また、第 23 条には「幼稚園における教育は、」とあります。幼稚園は学校でありまして、

教育機関ということではありますけれども、そこで行われる活動については、「教育」ある

いは「保育」という規定がされています。 

 それぞれの定義につきましては、その下にございます。 

 「教育」については、幼稚園が発揮する働きに着目して、その方向性や大枠を示してい

るという解釈をいたしております。 

 一方、「保育」につきましては、幼稚園における「教育」といいますものは、一定の養護

や世話がその発達段階に応じて必要ですし、小学校以上のように、教科教育を行うわけで

はなくて、生活経験に基づいた総合的な指導を行うということで、非常に独自性があると

いうことで、その独自性を表す文言として「保育」という言葉が使われているという整理

になってございます。 

 また「保育」という文言につきましては、児童福祉法でも、当然ながら、保育に欠ける

乳児または幼児を保育することを目的として保育所が設けられたところでございます。こ

こで言う「保育」につきましては、保育所保育指針によりますれば、「養護と教育が一体と

なって展開をされるもの」というような定義が与えられております。 

 このように児童福祉法、学校教育法をとって見ましても、同じ「保育」という文言には、

それぞれの使い分けがなされているというところでございます。こうした整理の下で、総

合こども園（仮称）というものを新しくつくろうとしてございます。 

 ４ページの図でありますけれども、ここでは３歳以上の子どもに対して、学校教育を行

うとともに、保護者の就労時間に応じて保育を保証するということをコンセプトとしてお
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ります。下の図にあるとおりでございますが、この場合の「学校教育」といいますものは、

従来、学校教育法で幼稚園が行ってきたような小学校就学前の子どもを対象とする幼児期

の学校教育というものを指しています。それが現在の学校教育法上の教育でもありますし、

教育基本法に定める学校教育でもあるということになっています。 

 一方、「保育」につきましては、保育を必要とする子どもに対する保育ということで、児

童福祉法上の「保育」という概念をここでは用いているということで、それぞれ「学校教

育」なり「保育」という文言については整理をしているところでございます。 

 こういった言葉の整理につきましては、以上、申し上げたようなことでございます。 

 もう一点、５ページでございます。 

 前回、ワーキングチームの会合におきまして、総合こども園（仮称）に学校薬剤師を置

くということとして現在考えておるわけでありますけれども、学校薬剤師というものがそ

もそもどのような役割を果たしていて、そもそも必要なのかというお尋ねがございました。 

 現在の制度につきましては、ここで述べているとおりでありますが、学校薬剤師は大学

以外の学校に置かれております。薬剤師のうちから、任命し又は委嘱するとされておりま

して、実態としては、非常勤として任命または委嘱されることが一般的であると認識して

おります。 

 その職務としては、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に

従事するとされまして、省令によりまして、以下、１～５のような職務の準則が定められ

ております。 

 ざっと見ていただきますと、学校の保健計画等の立案への参与でありますとか、あるい

はさまざまな環境衛生の維持改善に関する指導助言といったような、化学の知見を有する

専門職として、学校のさまざまな計画、立案等にアドバイザーとして携わるといった職務

とともに、２．に「環境衛生検査への従事」とございます。環境衛生検査としては、学校

では例えば換気、採光、照明、保温、清潔保持でありますとか、一番わかりやすい例です

と、飲料水の衛生検査といったものが非常に重要ですが、こうした検査を定期的に行う必

要がございます。そうしたものに従事をしているという非常に重要な役割を果たしている

ものでございます。 

 以上です。 

○黒田室長 続きまして、資料４「市町村における先駆的な取組事例について②」を用意

しておりますので、簡単に御説明申し上げます。 

 前回も資料をお示ししておりますが、前回は８自治体の取組を御紹介いたしました。今

回も資料４で８自治体の取組を御紹介申し上げます。 

 ２ページは、今回御用意しております市、町のリストがございます。順にお話し申し上

げます。 

 まず、秋田県美郷町でございます。４、５ページをごらんください。 

 秋田県美郷町は、人口が２万 1,000 人余りの自治体でございますが、この町は認定こど
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も園（仮称）の幼保連携型の取組に非常に前向きに取り組んでいただいている自治体でご

ざいまして、２．にもございますように、もともと構造改革特区の認定の中で、３歳以上

児の幼稚園児と保育園児の混合の学級編成を取り組んでおりましたのが、平成 18 年 11 月

に認定こども園制度の開始と同時に、全国に先駆けて認定を得て、実施に至ったというこ

とでございます。 

 また、保育園、幼稚園は、町の教育委員会で担当するということにもなっておるという

ことでございます。 

 ５ページにまいりますと、町の取組といたしまして、幼稚園、保育園児の年齢に応じた

合同保育ということもそうですけれども、（４）にありますように、個別の指導をかなり緻

密に行われている。また、専門職としての資質、人間性を高めるための研修の実施等にも

かなり熱心に取り組んでおられる。また、看護師の配置など、きめの細かな取組を行って

いただいているというのが美郷町の実例でございます。 

 ７ページ、山形県東根市でございます。 

 ８ページでございます。 

 山形県東根市は、人口約４万 6,000 人余りの自治体でいらっしゃいます。こちらの子育

て支援施策の特徴は、２．にあります子育て支援の中核施設で「さくらんぼタントクルセ

ンター」という施設をつくっておられるということでございます。 

 これは非常に大きな屋内遊技場と、子育て支援センターと、ファミリーサポートセンタ

ーと保育所を一体的に運営をしているという取組でございまして、メディアでもかなり大

きく取り上げられている取組でございます。 

 ９ページに写真が載っておりますのでごらんいただけたらと思います。 

 また、このさくらんぼタントクルセンターの運営に際しましては、３．にございますよ

うに、NPO 法人との共同運営というスタイルをとっておられまして、この両者の連携の中

で子育て支援に関する年齢に応じたきめ細かな取組なりを行っていただいている。ファミ

リーサポートセンターで、単なるアレンジだけではなくて、こういったところでできてい

く人のつながりをベースにしたファミリーサポートセンターの運営も行っていただいてい

るという自治体でございます。 

 10 ページには、そこの取組を発展させて、屋外版の遊び場の取組をやろうと。 

 それから、（３）にありますように、子育て相談に関するメールサービス、休日保育等々

にも取り組んでいただいているという実情でございます。 

 11 ページは、東京都三鷹市でございます。 

 こちらは、今日、清原市長がお見えでございますので、私からの説明はごく簡単にとど

めさせていただきます。 

 14 ページをごらんください。三鷹はもともと子育て支援施策が非常に熱心な自治体とし

て有名でございますが、それを年表形式でまとめていただいた資料を三鷹市から御用意い

ただいております。連携のお話、ファミリーサポートセンター、子ども家庭支援センター
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の創設など、非常に早い段階から取り組んでおられる先進的な取組でございます。 

 また、ビジョンの資料も 15 ページに沿えていただいておりますし、16 ページには、公

設民営の取組、これは三鷹市が先例をつけた取組でございますが、こういった点について

も資料を御用意いただいております。 

 後ほど市長からお話しがあろうかと思いますので、そちらにお譲りしたいと思います。 

 先に飛びまして、30 ページ、新潟県長岡市でございます。 

 31 ページにありますように、新潟県長岡市は人口 28 万人余りの自治体でございます。 

 長岡市の特徴的な取組は、33 ページ以降にございます。 

 33 ページには、まず行政機関の対応として、母子保健・保育所・子育て支援を教育委員

会で一体的に行うという体制をとっておられるというのが特徴でございます。一貫して幼

児期から思春期まで教育委員会で見ていこうというのが行政サイドの取組でございます。 

 34 ページには、長岡のオリジナルの取組として「子育ての駅」という取組がございます。

これは写真が下にありますけれども、公園と全天候型の広場と子育て支援施設が組み合わ

せて整備されているというものでございます。この施設は、同時に通所広場事業の対象に

もなっておりまして、保育士が常駐するというタイプの取組もございます。 

 また、この取組を広げていったのが 35 ページの愛称「ぐんぐん」という取組です。 

 36 ページには、駅の近くに子育ての駅ちびっこ広場という取組もございます。 

 37 ページには、保育所等から小学校への継続的な支援が行われるようなファイルの作成

など、きめ細かな取組を行っていただいているのが長岡市でございます。 

 38 ページ、滋賀県湖南市でございます。 

 39 ページにございますように、湖南市は人口５万 5,000 人余りの自治体でございます。

湖南市はもともと地域福祉が非常に強い自治体でございまして、障がい福祉などでも取組

が有名な自治体でございます。 

 40 ページに湖南市の取組の御紹介がございます。この町は、町の規模に比べて、集いの

広場を熱心にされている自治体でございまして、ここで親子交流、相談援助、人材の養成

等々にも取り組んでいただいているという自治体でございます。 

 また、41 ページ以降にありますのが、家庭を訪問するタイプの事業にもかなり熱心に取

り組んでいただいているのが湖南市の特徴でございます。 

 43 ページは、大阪府大阪狭山市でございます。 

 44 ページに市のプロフィールがございます。人口が約５万 8,000 人弱の自治体でござい

ます。この町は、幼保連携の取組に非常に熱心に取り組んでいただいている自治体です。 

 45 ページにありますように、それぞれ公立幼稚園、公立保育所の取組をベースに進めて

きたことについて、幼稚園教育、保育施策の連携強化をしようということで、町の取組を

していただいているということでございます。 

 46 ページにその柱がございますので、ごらんいただけたらと思います。幼保一体化施設

の運営をベースにしながら、総合的な子育て支援に取り組んでいくということでございま
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す。 

 48 ページに、幼保一体化施設に取り組む際の経過が書かれております。平成 16 年度か

ら空き教室を活用する形で、幼稚園、保育所の連携の取組をスタートされ、18 年から合同

の活動の取組をスタートされたということでございます。 

 なお、50 ページに幼保一体化の取組をやってみてどうだったのかということに関する市

からのコメントが書かれておりますので、御参照ください。 

 51 ページには、こういった取組をベースにしながら、行政の組織も一体化していこうと

いうことで、平成 20 年４月に児童に関する事務を教育委員会に一元化するということも取

組をされているということでございます。 

 52 ページは、兵庫県丹波市でございます。 

 丹波市は人口６万 9,000 人の市でございます。この自治体の特色は、後から出てまいり

ますけれども、認定こども園（仮称）の取組に熱心に取り組んでおられるということもご

ざいますが、多様な教育、保育ニーズの対応、子育て支援機能の強化ということも重要な

目標として掲げておられます。 

 具体の取組の実例が 54、55 ページに書かれておりますので、ごらんいただけたらと思い

ます。特に 54 ページの（２）にありますように、平成 18 年 12 月に「丹波市こども園（仮

称）に関する基本方針」というものを策定され、認定こども園（仮称）にシフトをかけて

いこうということを市の方針としてつくられているという自治体でございます。 

幼保連携型の施設の実例は、55 ページにございますので、御参照いただけたらと思いま

す。 

62 ページ、広島県尾道市でございます。 

63 ページにございますが、尾道市は人口 14 万人余りの自治体でございます。２．にあ

りますように、尾道市は０～15 歳まで行政を一体化するということで、就学前教育を充実

していくことを市の方針としてはっきり打ち出されている。それを「尾道つくしプラン」

という名前で、基本理念、重点目標として掲げておられます。 

 64 ページにそのリストがございますので、ごらんください。 

 また、尾道市の特徴としては、65 ページにありますように、公立幼稚園の教諭・保育所

保育士の方など、資質の向上、研修の取組を非常に熱心にやっておられるということが特

徴でございまして、幼保の合同研修、幼保小の合同研修など、熱心に取り組んでおられる

ということがございます。 

 66 ページには、幼稚園保育所連絡協議会の開催ですとか、幼保小中の連携カリキュラム

をつくるなど、シームレスな取組を自治体レベルで実践されているということがございま

すので、御紹介でございます。 

 なお、委員の方々のお手元には、前回お配りした市町村の取組の資料もございますが、

そちらの 42 ページに、渡邊町長から聖籠町の取組の資料を以前いただいておりますが、聖

籠町でも子ども条例をつくるということに取り組んでおられるというお話をいただいてお
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りますので、そのページを加えさせていただいて、先生方にお手元に御用意しております。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明申し上げましたとりまとめの修正案について、皆様方から御意見をちょ

うだいしたいと思います。「今日は」というよりも、「今日も」ですけれども、皆さんに御

発言をしていただきたいと思っております。そういった意味では、できるだけ１回目は簡

潔にお願いできればと思っております。そして、それでまた言い足りない部分につきまし

ては、２回目という形で行ければと考えておりますので、御協力のほど、よろしくお願い

申し上げたいと思います。 

 それでは、いつもでしたら尾﨑知事から御発言をと思っているのですが、今日は三鷹市

の清原市長の先進的な取組事例がございましたので、それも踏まえて、清原市長だけは少

し長めでも結構ですので、先に事例を御説明いただきながら、とりまとめの御意見をちょ

うだいしたいと思います。 

 どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 全国市長会、三鷹市長の清原です。 

 まずは、この豪雪と猛烈な寒波の中で、幼稚園、保育所、認定こども園を始め、皆さん

が本当に子どもを守ってくださっていることに改めて心から感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 さて、三鷹市としては、幼保一体化ワーキングチームでも事例報告をさせていただいた

経過がありますが、本日、基本制度ワーキングチームでも事例を報告する機会を得て幸い

です。 

 端的に、三鷹市市長として事例の紹介と、それを踏まえた問題提起をさせていただき、

その後、とりまとめの内容について、全国市長会としての意見を絞って述べさせていただ

きます。 

 まず、今日お配りいただきました資料４の 14 ページをお開きいただきますと、三鷹市の

子育て支援施策の推移について紹介されています。特徴的な取組みを５点に絞って御紹介

したいと思います。 

 １点目は、昭和 31 年に全国初の公立保育所での０歳児保育を開始した市であることです。 

また、平成 13 年に民間との協働の本格化ということで、公立保育園の運営に民間活力

の導入、いわゆる公設民営化の導入をしたことです。委託先は、プロポーザル方式の選考

で、まずは株式会社ベネッセスタイルケアさんから始まり、社会福祉法人、そしてその後

もプロポーザル方式の結果、別の株式会社にもお願いをしております。 

また、NPO 法人と一緒に三鷹子育てネットの実証実験を踏まえた本格稼働もしておりま

す。 

特徴の３点目は、18 ページをお開きください。 
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三鷹型の「こども園」といたしまして、平成 19 年４月に幼保一体化施設であります三

鷹市立ちどりこども園を開設し、三鷹市の公立幼稚園はすべて廃止し、幼稚園教育は私立

幼稚園にお願いしておりますが、三鷹市の公立の幼稚園の実績を踏まえつつ、保育との融

合を図った取組を行う中で、改めて幼保一体化のメリットと、とりわけ内容に対して、保

護者の皆様のお声を反映することの有効性、小学校との連携の重要性などを確認したとこ

ろです。 

特徴の４点目は、庁内体制でございます。 

三鷹市では、平成 22 年４月に子ども政策部を設置いたしました。子どもの育ちを全体

で支えるということで、これは最後の 29 ページをごらんいただきたいと思います。 

まず、三鷹市としては、子ども政策部が中心となって、教育委員会と連携をしつつ、総

合的な取組をしておりますが、今回、とりまとめでも政府の子ども・子育て新システム担

当の位置づけということが明確にされておりますが、是非早めに担当する部門を明確に示

すことが、他の機関との連携を強めることになると思います。 

特徴の５点目は、地方版の子ども・子育て会議（会議）について、市の取組からお話を

したいと思います。 

実は、平成 23 年４月に、次世代育成支援対策推進法に基づく地域協議会として、次世

代育成支援行動計画後期計画の進行管理とともに、実施状況を確認し、三鷹市における子

ども・子育て支援に関する計画の策定や改定について協議する場として、「次世代育成支援

推進協議会」を設置しております。私は、今回の子ども・子育て新システムの検討の中で、

地方版の子ども・子育て会議（仮称）の有効性と、それに対する委員の皆様の期待をひし

ひしと感じているわけですが、現行の制度の中で三鷹市のように設置している場合には、

この移行が有効に働けば、機能するのではないかと思います。 

これら５つの特徴的な取組を踏まえまして、私からは、今後の検討課題について、２点

に絞って、三鷹市長の立場で申し上げます。 

１点目は、公設民営方式による総合こども園（仮称）の運営が、新システムにおいても

確保できる必要性についてです。現在、三鷹市内には、28 の認可保育所がございますが、

内訳は公設公営保育園 12 園、公設民営保育園７園、民設民営保育園９園で、３種類の運営

形態が存在しています。この中で、公設民営保育園の７園については、３園を社会福祉法

人に、４園は株式会社に委託して運営をしています。また、三鷹の幼保一体型施設であり

ます「こども園」につきましても、社会福祉法人に委託している公設民営園ということに

なります。 

保育の運営に委託という形態で民間活力を導入するということにつきましては、市が主

体的に責任を持って、保育の質を確保しつつ、効率的な運営を実現するということが重要

でございます。したがいまして、先ほどの 16 ページをお開きいただきたいのですが、下の

段に、公設民営園の検証のサイクルについて紹介をしております。すなわち、三鷹市保育

のガイドラインの順守を徹底するとともに、利用者代表、有識者、事業者、そして市を構
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成員とする運営委員会を組織いたしまして、PDCA サイクルで検証しています。質の高い運

営を行っていることは、利用者対象の調査や第三者評価の結果からも明らかですが、三鷹

市にとってなくてはならない運営方式となり、ほかの自治体でも取組を始めております公

設民営方式が新システムにおいても、これまでと同様に可能であるような制度設計をくれ

ぐれもお願いしたいと思います。 

三鷹市長としての２点目の問題提起は、特に都市部の待機児解消へのインセンティブの

確保の必要性です。 

今回示されておりますとりまとめ（案）では、総合こども園（仮称）については、満３

歳未満児の受け入れを義務づけておりません。したがって、国民の皆様からは、待機児童

解消には役立たないのではないかという懸念が寄せられています。新システムが、特に都

市部における待機児童解消に有効な制度となる方策としては、待機児童の大半が３歳未満

児である状況から、地域型保育（仮称）を活用することも考えられています。 

こども園給付（仮称）の対象となる乳児保育所の運営についても、インセンティブが働

くような仕組みというのは必要だと思いますので、このことについても必要性を指摘させ

ていただきたいと思います。 

これからは、全国市長会の立場から、３点に絞って意見を申し上げたいと思います。 

１点目です。 

今回、２ページに今後のスケジュールについて、大変詳細に加筆をしていただきました。

今後のスケジュールについては、子どもと保護者と事業者と直接的に関わる基礎自治体の

実務的な日程を考えている市長会の立場としては、町村会も同様ですが、一定の日程の確

保ということは重要だと前回も申し上げました。そのことについてこのような記述がなさ

れたということは大変ありがたいことだと思っています。 

実施主体としての基礎自治体としては、ニーズ調査の実施、事業計画の策定、条例制定

からシステムの整備、また、こども園（仮称）の指定、認定証の発行等、さまざまな事務

が発生することが想定されています。各施設においても、こども園（仮称）への移行に伴

う体制の整備、園児の受け入れ準備等、さまざまな検討を要する事項が発生しています。

特に保護者にとっては、いつの時点から保育所の入所に関する手続きが変わるのか、非常

に大きな関心事となっています。制度を円滑に移行するためには、制度の周知と十分な準

備をするための期間が必要であることから、今回の記述になったものと承知しております。 

制度の詳細を固めるための関係機関との協議を含めまして、このスケジュールについて

の目安というのは、非常に注目されるところだと思います。特に保育士の皆様からも大変

不安の声が寄せられておりますので、是非この日程について、更に市長会や町村会との協

議の時間を持って、固めていただければと思います。 

全国市長会の立場から２点目は、13 ページ以降にありますこども園（仮称）の指定権限

についてでございます。 

これにつきましては、全国市長会としましては、指定権限については、原則として都道
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府県との連携の下、この新システムの実施主体である基礎自治体、市はもちろんですが、

市町村に与えられるべきであると認識をしておりました。町村についても同様の意向では

ないかと拝察しているところです。 

ただ、今回の記述の中では、こうした方向性は地域主権の観点からも重要だけれども、

ただ指定権限の付与があったとしても、実行に困難を感じている市町村があるのではない

かという観点から、このような市町村の事務負担等に応じ柔軟な対応が可能となるよう検

討すると記述をしていただいたのではないかと思います。 

私は、次の 14 ページにありますように、都道府県と市町村との調整というのは大変重

要であり、これまで認可権限を持っていらっしゃり、経験豊富な都道府県の具体的な支援

というのは言うまでもなく重要不可欠であると認識しています。ただ、この記述の中で、

都道府県との関係の中で、「都道府県知事の同意を得る、または都道府県知事との協議を行

うこと」とありまして、「同意を得る」ということになりますと、市長会の立場としては、

調整をしたり、支援をいただいたり、協議をするということは不可欠ではないかと認識し

ているのですが、この辺微妙なのでございますが、「同意を得る」という表現が、それでは

都道府県の方がなさるのかなという、すみません、言いにくくて恐縮でございますが、市

長の立場としては、都道府県の支援あるいは協議、調整は必要だと認識しているというこ

とであります。ただ、同意の有無となると、ちょっと強いのかなという印象を受けます。

とりまとめの時点ですので、申し上げておきたいと思います。 

全国市長会においても、社会文教委員会に子ども・子育て新システムに関する会議が設

置されておりまして、この間も内閣府を始め、協議の機会を持ってきております。是非、

全国の市町村に対して、更に徹底した情報提供と現場の声の反映を引き続きしていただく

ことで、保護者はもちろんのこと、事業者の皆様の御不安が軽減するのではないかと思い

ます。 

特に今回、７ページに付記された赤字は重要でございまして、「４ 国の役割」の○の

最後の行に「その際、地方公共団体とともに、子育て当事者、施設・事業者等の理解を得

ることに努める。」と明確に書いていただきました。これは当然のことを書いていただいた

と思うのですが、この当然のことを市町村と一緒に、もちろん都道府県も同様ですが、取

り組んでいくことが指定権限の関係も含めて、重要ではないかと思います。 

全国市長会の立場として、最後に３点目、財源の確保についてです。 

このことについては、言うまでもなく、確実な財源が確保されて、基礎自治体は初めて

実施主体としての責務を果たすことができるということを確認したとりまとめ（案）にな

っていると受け止めました。ただ、具体的なそれぞれの財源の役割分担については、今後

の国と地方の協議に委ねられているのではないかということも確認させていただきました。

この点については、改めまして、国と地方の協議の時間を十分とっていただきまして、確

実で着実な財源の確保に向けての在り方を最終的にとりまとめていただければありがたい

と思います。 
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以上、市長会の立場としては、地域主権の動向の中、しっかりとこの新システムの責任

を果たさせていただきたいと考えています。ただ重要なのは、実際の子どもたちを受け止

め、そして教育、保育に関わってくださっている事業者、保育士、関係者の皆様の、本当

に言うまでもないことですが、責任感を持った取組に強い動機づけを持っていただくこと

が不可欠ですので、どうぞ市と全国市長会と一緒に、この制度についての国民、市民、関

係各位への周知、そして御理解により一層の力を入れていただければありがたいと思いま

す。 

以上です。ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 都道府県の皆さん方も、この新システムに対してしっかりと関わっていただくのは当然

でございますので、そういった面では、市長会、町村会とともに、都道府県にもしっかり

とした役割を果たしていただくという意味で、ここに記載をさせていただきました。 

 詳細については、また法案化される段階において、きちんと自治体と私どもとしても話

をさせていただいて、とりまとめをしっかりしていきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 尾﨑知事、お願いします。 

○尾﨑委員 どうもありがとうございます。 

 本日まで、大変長い時間、多くの皆さんが御尽力をなされて、とりまとめ一歩手前とい

いますか、ここまで来られたことに、本当に心から敬意を表したいと思います。 

 全国知事会として意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、非常に評価できる点として申し上げさせていただきたいと思いますのは、それぞ

れの制度について、幅広い選択肢を設けていただいたということ。この点については、本

当に評価を申し上げたいと思います。 

東京 23 区で提供できること、そして、過疎の地域で提供できることは本当に違うわけ

であります。今回、例えば地域型保育給付（仮称）という概念を設けていただいた。先ほ

ど、橋本課長から非常に強調して言っていただきましたけれども、費用や定員の基準は定

めるけれども、例えば１人以上というカテゴリーを設けていただいたりということで、こ

れで私は中山間の過疎の地域の子どもが救われたなと思って、聞かせていただいたところ

でございました。幅広い選択肢を設けていただいて、それぞれの自治体がその地域の実情

に合った形で選択をしていくということに大きく前進をしていただいたのではないかと思

いました。この点は、本当に評価を申し上げたいと思います。 

また、子ども・子育て包括交付金（仮称）、更に財政スキームも幾つかいろいろと議論

がありました。子ども手当が最たるものでございましたけれども、このほか、市町村で特

会を設けるかどうか。これは設けないことになったということです。また、子ども・子育

て包括交付金（仮称）につきましても、明確な区分経理がなされることとなったというこ

と。これは内部で、この子ども・子育て包括交付金（仮称）の中で裁量の多寡に応じて、
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性質に応じて、明確に３つに区分経理がされるようになったということについても、大い

に賛同をいたすものでございます。 

事務レベルでもいろいろと協議を重ねさせていただきました。また、本県も黒田室長様

を始め、皆さんにも来ていただいて、いろいろ地に足のついた御検討をいただいた結果で

はないかと思いまして、本当に感謝を申し上げたいと思います。 

この資料も大変役に立ちますので、帰って大いに参考にさせていただきたいと思うとこ

ろです。 

その上で、残された課題として、言わずもがなのことかと思いますが、お話しさせてい

ただきたいと思います。 

まず論点として、国と地方の費用負担という非常に大きな問題が残っております。また、

本日のところ、事実上、今後検討すると。現行をベースとしながら検討していくというお

話かと思いますが、密なる協議をお願い申し上げたいと思います。 

また、先ほど少しお話に出ていましたが、こども園（仮称）の指定・指導監督の主体の

問題。更には、放課後児童クラブに係る国が定める基準の位置づけについての問題。こち

らについても残された課題だと考えております。 

また、子ども・子育て支援事業に係る補助金の詳細な制度設計につきましても、密なる

協議を是非お願いしたいと考えております。実施主体としての地方自治体との協議という

のを是非お願い申し上げたいと思います。 

最後に、その上でなお従うべき基準と参酌すべき基準の整理という点について言えば、

もう一段、更に地域主権、地方分権の考え方に立って、さらなる見直しを今後とも行って

いっていただきたいと考えています。 

全国的な質のイコールフッティングということについては、ミニマムレベルでの確保と

いうことについては、その点について異論のあるものではございませんが、逆に言います

と、ミニマムレベルの質を確保するということが、イコール同一の基準を設定するという

ことでないのであって、むしろそれをするがゆえにミニマムレベルでのサービスレベルも

維持できなくなる地域も出てくるというのが実態だと思っております。 

52 ページに制度施行後の見直しということについて記述をされているわけでございま

すけれども、先ほど藤原参事官からもお話がありました。この括弧の中に書いてあるのは、

あくまでも例示列挙ということだろうかと思いますが、制度施行後の見直しにおいて、こ

の従うべき基準と参酌すべき基準の取扱いについても、しっかりとまた一定の期間の実績

を踏まえて、見直しを行っていただきたいと思います。 

子ども・子育て家庭を社会全体で支援しようという基本的な考え方について、我々とし

ても大いに賛同のできるところでございます。市町村の皆様方とともに、我々都道府県と

しても、しっかりと役割を果たしていって、この国の将来のために、子どもたちのために、

我々としても一生懸命努力を重ねてまいりたいと思います。 

本当に、皆様方、大変お疲れ様でございました。 
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○園田座長 ありがとうございました。 

 渡邊町長からもお願いいたします。 

○渡邊委員 ありがとうございます。 

 これまでワーキングチームで数多くの議論を重ねてきたわけでありますが、今日こうし

て最後のとりまとめの会議ということになるわけでありますけれども、関係の皆さん方が

非常に努力しながら、特に末松総理大臣補佐官を始め、政務三役の方々、また、事務方の

方々、それぞれの立場を踏まえた中で、鋭意検討していただきながら、十分ではありませ

んが、何とかシステムとしての方向性が見えてきたのかなということに対して敬意を表し、

また、評価もしたいと思います。 

 ただ、そんな中で、どうしてもこれまで示されてきた案の中で、市町村の立場でどうな

のかなという感じで、最後の詰めはちゃんと言っておくべきではないかという点を整理し

ましたので、意見として言わせてもらいたいと思います。 

 まず、清原市長さんからもお話がありましたけれども、13 ページにあります指定・指導

監督権限であります。これについては、３案の方向が示されておったわけでありますが、

途中で市の立場を踏まえた案も示されて、前回の会議では、「市町村を市と町村でくくるの

はどうなのか」ということで、及ばずながら、市長会にはいささか異論を申し上げる立場

にありませんけれども、やはりこれまでの国、広域自治体の知事会、そして基礎自治体の

市町村というくくりの中で、法体系もあり、また、国の制度上のいろんな形での役割分担

があったわけでありますので、それらを考えると、こういう形で町村ができる分野もある

わけでありますので、それが丸っきり市だけに移譲という形で指定権限がされるとなると、

いささか問題があるのではなかろうかと申し上げたところであります。 

 今日、考え方を示されたわけでありますが、一応、私が申し上げてきたことを御配慮い

ただいた記述だと理解しております。どうかひとつこのことを踏まえて、町村であれ、こ

の指定権限を行使することは十分できる町村も多々あるわけでありますので、その辺を御

理解いただきながら、市町村というくくりの中で、ここに書いてあるようなことを踏まえ

て、法制化の中で検討していただければ大変ありがたいなと思います。 

 ２点目には、これは今日の説明を聞いて、最後にとどめをさされたような気で聞いてお

ったのですが、いわゆる公立こども園（仮称）の財政措置でありますけれども、これは 10

分の 10 ということで市町村が持っております。これは現行の制度がこうなっておりますか

ら、それを新しいシステムができたからということで、あえてどうこう申し上げるのは、

いささか私も考えるところがあります。 

 しかしながら、子ども手当１つとっても、国の制度でありながら、結果的には国と地方

の協議の場でお互い結論が合いましたけれども、結局は地方交付税で見るから、その辺は

児童手当の関係等の整合も含めながら、決着を見ざるを得ないような経過があったわけで

あります。 

特に清原市長さんのところもそうですし、私の方もそうですが、交付税に措置していた
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だけるのはありがたいことなんですが、不交付団体の場合は全部手前の一般財源で対応せ

ざるを得ないということなんですね。「皆さんのところはお金を持っているから、それでい

いだろう」ということになるかわかりませんけれども、そういう「金があるから」という

ふうに切り捨てられる自治体ほど惨めであり、財源的に厳しい自治体ほどないんですよ。

すべからく、例えば子ども手当の財源措置１つとっても、全部一般財源化されて、交付税

で見ると。それを全部不交付団体の場合は、自分たちの税金で賄っていかなければならな

い。誰しも不交付団体になりたくてなったわけではありませんし、また、なりたくて努力

してなった面もあります。そこには地域の皆さん方の住民の不断の努力と経過があるわけ

であります。国の制度とする場合は、その辺のことも配慮していただくことも大事なので

はなかろうかという考え方から、これはだめ押ししてもどうしようもないことかもわかり

ませんが、その辺のことをこれから国の制度としてやっていく場合、国と地方の財政負担

の在り方、これらを考えていく場合、そういう自治体もあるんだということを承知してい

ただきたいし、今後においても、その辺のことは配慮していただければなと考えますので、

申し上げた次第であります。 

 もう一点は、これも書き込みが不動のものという感じでとらえざるを得ないのですが、

いわゆる私学助成ですね。これは新システムとして総合こども園（仮称）に移行するわけ

でありますから、この前、申し上げましたけれども、この移行そのものを私学助成を残す

ことによって妨げはしないかと危惧するところであります。 

 やはり今後の公立も、私立も、そして０～２歳児、３歳以上も、幼稚園も、保育所も、

そして総合こども園（仮称）も認定こども園も、そういう土俵に立って行われるわけであ

りますから、これらが速やかにある一定の期間を置いたら、同じ土俵の上で社会が支える、

そして子ども主体のシステムとして反映させるようなことを考えていかなければならない

のではないかと思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

 最後でありますが、保育団体の労働組合といいますか、そういう方々から私のところも

そうですし、ほかの委員の方々のところにも多々来ていると思うのですが、このシステム

に対する児童福祉法 24 条の市町村の義務づけの問題とか、平たく言えば、今後このシステ

ムが、果たして社会保障・税の一体改革の中できちんと法案が通って、そして財源的な引

き当てが可能なのかどうかという趣旨の疑問を投げかけるような、現場で働く皆さん方で

すから、当然そういう意向も危機感として持っているのではなかろうかと思います。 

 そういう見地から、これまでも子ども手当の問題もありますし、いろんな制度の中であ

りますけれども、この子ども・子育て新システムの財源については、小宮山厚生労働大臣

も副大臣のときに、このワーキングチームの場で、「私が責任を持って 7,000 億円は確保し

ます、そして、15 年以降は 1 兆円超の財源引き当てをしながら、皆さん方の期待に応えて

いきたい」ということをお話しているわけでありますから、末松総理大臣補佐官も当然認

識していただいていると思います。 

 そういうことで、せっかく長い期間かけて、そして大勢の皆さん方の英知を結集してや
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ってきたシステムでありますから、最後に幾らいいものができても、絵に描いた餅になら

ないように、また、政府の責任において、まだまだ未熟な点もあると思うのですけれども、

よく整理した中で法案化して、そして通常国会に提案の上、通過し、執行に移せるように

努力を期待申し上げたいということを申し上げて、終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 町長からの御指摘は、本当にありがとうございます。私どもとしても、当然ながら、こ

の案をつくらせていただいて、これは全体の社会保障・税一体改革のしっかりとした一番

目に位置づけをさせていただいて、子ども・子育て新システムというものは、必ずこの部

分を今後の社会保障の基盤の重要事項の１つであると。 

これは、恐らくこの政権だけではないと思っています。そういう意味では、これからき

ちんと法案をとりまとめさせていただいて、国会にも提出をさせていただく。そして、そ

の中できちんと幅広く国会内で合意形成が得られるように、私どもも全員で頑張っていき

たいと考えておりますので、是非お力添えといいますか、御指導を引き続きお願いできれ

ばと思います。 

○渡邊委員 すみません、もう一点言い忘れました。 

 是非、私どもはワーキングチームの委員の皆さんとか、今日参加してくれている大勢の

皆さんがいますけれども、このシステムについては、みんな理解していると思っています。 

 ただ、マスコミの報道だけが先行して、国民そのものがこの情報は皆無であります。で

すから、このシステムについて、国の責任において、きちんと説明責任を果たしながら、

いろんな誤解が現場のサイドにあるようでありますので、その辺のことをきちんと組み立

ててほしい、また、情報開示してほしいということをお願いしておきたいと思います。 

○園田座長 その点は、私どもも本当に今、広報という点では、まだまだ不十分であると

思っておりましたので、今日から更に方向性がこれで皆さんに合意をいただければ、きち

んとした方向で進めていけるのではないかと思いました。 

 ただ、１点、まだ法案化まで、先ほども御説明させていただきましたけれども、更に詰

めていかなければいけない部分もありますし、また、先ほどお話がありましたが、これが

スタートしてから、一定期間の後に見直しといったところもきちんとやっていかなければ

いけない。そこに向けても検討を更に進めていくと。先ほどの私学助成も含めて、さまざ

まな形で御指摘をいただいておるところでございますけれども、当然ながら、これが進ん

でいくうちにしっかりとしたものができ上がってくる、あるいはそこに積み重ねられて、

制度自体がしっかり固まっていくという段階においては、次なる見直しというものが当然、

これは拡充をしていく意味での見直しといったところはあろうかと考えておりますので、

そういった段階において、またきちんと国民の皆様方にも御理解を更にいただけるように、

努力してまいりたいと思います。 

 補佐官から何かございますか。 
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○末松内閣総理大臣補佐官 本当に今日のまとめの議論をお聞きしても、私も非常に感動

しておりまして、立場の違う方々がここまで一緒にやってこられたことに対して、委員の

皆様、そして政務の方、また事務局の方々も含めて、御努力されたことに心から感謝を申

し上げます。 

 また、私にこういうことを一言言わせていただく機会を与えていただきまして、本当に

ありがとうございます。 

○園田座長 それでは、引き続いて、前回からの課題でいきますと、経済団体の皆さん方

からも御意見をちょうだいしたいと思います。 

 まず、髙尾さんからよろしいでしょうか。引き続いて、日商の田中（常）さんからお願

いいたします。 

○髙尾委員 これまでの議論におきまして、経済界としましては、一貫して子ども・子育

て支援策というのは、税での対応が基本であると主張してまいりました。この考えにおき

ましては今も変わっておりませんで、やはり消費税の引上げ等により、将来的には現行の

事業主の拠出金の負担を順次削減していただき、最後は全廃していただきたいと思ってお

ります。 

 また、児童手当の制度をめぐりまして、事業主の拠出金を現金給付へ充当するというこ

とについては、受益と負担の対応関係について不明であり、不適切であると主張してきた

ところでございます。 

 今般の政府提案については、子どものための手当をめぐり、国と地方との間で決着をし

た内容を事業主は見せられただけであり、事業主拠出を現金給付に充当するという点につ

いては、全般的には承諾をしていないというところでございます。 

 ただ、３つのことを前提に経済界としては、今回の政府提案を受け止めたいというスタ

ンスでございます。 

 まず１つは、この新システムの費用負担については、あくまでも暫定的、時限的に認め

るというものであること。 

 ２点目には、事業主の拠出金の充当先については、やはり子どものための手当から両立

支援関連のサービスへと移行していただくこと。 

 ３点目には、拠出金率は現行水準の 1.3％としていただくこと。 

 この３つをお願いしたいということでございます。 

 このほか、もう二つございます。 

 １つは、拠出金率をめぐる事業主代表との協議の場を法令で位置づけていただきたい。

育成事業の拡充に当たり設けられた事業主との協議の場についても、今まで１回開催した

だけで終わっております。法令根拠のない協議の場というのは、極めて不安定と考えてお

ります。 

 最後に、無駄を生じさせない仕組みが大事だと思っております。５年間を１期間とする

とありますけれども、拠出金率を５年固定ということになると、やはり高めに設定をされ
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たり、あるいは積立金が積み上がるという無駄が生じるのではいなかと懸念しておるとこ

ろでございます。 

 いろいろ申しましたけれども、一応成案ができてよかったと思っております。 

○園田座長 田中（常）さん、どうぞ。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中でございます。 

 今、髙尾委員が言ったことと重複するのですが、改めて商工会議所としてお話しをさせ

ていただきたいと思います。 

 事業主の費用負担については、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て、財源はすべて公費負担にすべきと考えています。 

 再三申し上げるとおり、社会保障と税の一体改革では、国民や事業主の負担の在り方、

負担と給付のバランス全体をパッケージで考える必要があると考えています。こうした全

体像が明示され、検討されないまま、社会保険料や税の負担だけを増やしていくことは反

対であります。 

 残念ながら、本ワーキングチームにおいては、「従前の事業主拠出を継続せよ」、「事業主

も恩恵があるのだから負担せよ」といった労使の条件闘争のような次元の議論しかありま

せんでした。雇用の約７割を担う中小企業の実情は厳しいものがあります。中小企業は労

働分配率が約８割に達しており、事業主負担の増加は、そのまま雇用の確保や給与に反映

してしまいます。更に中小企業は、消費税の値上げ分を価格転嫁できないことから、ダブ

ルで影響を受けます。このことは個人事業主にも同様の影響を及ぼします。公平性の観点

から、番号制度を活用して、新たに個人事業主にも徴収を求めるといったことは本末転倒

であり、繰り返しになりますが、公平の意味からもすべて公費負担にすべきであると考え

ています。 

 とりまとめ（案）では、事業主負担は現行の負担をベースに継続し、「新制度施行から一

定期間を経過した後、新システムの施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは見直

しを図る」と盛り込まれています。しかし、今回十分に検証されないで、現行の事業主負

担を継続することについては、あくまでも暫定的・時限的なもので、今後、縮小・全廃を

する方向であることを明確にしていただきたいと考えます。 

 また、暫定的に事業主負担が継続する場合、その充当先の対象範囲は、仕事と生活の両

立を支援する現物給付を中心とすべきであり、現金給付関連の予算は縮減していくべきと

考えます。 

 更に、拠出金率の政令を定める際には、事業主代表からなる協議会の設置を法令に定め

た上で、負担者である事業主の意見が、事後的にではなく、事前に反映されるようにして

いただきたいと考えています。 

 現状の考えは以上のとおりでありますが、現行の事業主負担が継続されるのであれば、

是非今、言ったようなことを十分に考えた上で、将来の見直しをお願いしたいと思います。 

○園田座長 ありがとうございます。 



26 
 

 先ほどもお話がありましたが、協議の場という点では、これまでもやってきたつもりで

ありますけれども、これからまさしく子ども・子育て会議（仮称）といったものが、これ

は法定化して、設置がされます。その中でも、当然皆さん方からもあらゆるお話を聞かせ

ていただくつもりでございますし、その場でさまざまな形の検討をしていっていただきた

いというのが、これからの制度の中にはひとつございます。 

 ただし、やはり事業主の皆さん方も含めて、お話合いをさせていただくというのは、今

日のとりまとめの記載にもございますけれども、当然前もって皆さん方からも御意見を聞

かせていただき、そして意見をおっしゃっていただいて、それに対して私どももきちんと

答えていく。そういったものは、まずここで確認をさせていただきたいと思っております。 

 これが法定化という形になりますと、先ほど申し上げた子ども・子育て会議（仮称）と

また別に何か会議体をつくるという形にもなりかねない部分もございますので、そういっ

た意味では、どういった形にしろ、皆様方とはこれとはまた別の協議の場といいますか、

そういったところは、私どもも当然持たせていただきたいと思っておりますし、これは政

務としてもお約束を申し上げておきたいと考えておりますので、是非その点は御理解をい

ただければと考えています。 

 この後、労働組合の皆様方からも御意見をいただきたいのですが、その前に、柏女先生

がもうお出になられるお時間だということで、オブザーバーでありますけれども、一言だ

けいただきたいと思います。 

○柏女委員 申し訳ありません。淑徳大学の柏女です。御指名をいただきまして、本当に

ありがとうございます。 

 私は、意見書の３ページのところに提示させていただいておりますけれども、かいつま

んで申し上げたいと思います。 

 幼保一体化については、ワーキングチームにおける議論以降、大きな変更がございまし

た。その結果、幼稚園については、新システム外での私学助成、あるいは就園奨励費を受

け取る幼稚園、そしてこども園給付（仮称）を受ける幼稚園、こども園給付（仮称）を受

けて３～５歳児のみ保育する総合こども園（仮称）、保育所と同じような機能を果たす総合

こども園（仮称）に四元化していくということになります。 

 また、総合こども園（仮称）は学校教育法上の学校ではなく、総合こども園法（仮称）

において学校と記載されることになります。つまり、幼稚園と総合こども園（仮称）とい

う２種類の学校が幼児期に併存することとなります。とても保護者にとってわかりにくい

制度ではないかと思います。 

 この２点には、既に応諾義務や、実費徴収、上乗せ徴収、さまざまなものがここに関わ

ってきますので、より制度は複雑になっていきます。総合こども園（仮称）への移行を促

すインセンティブも、今のところはどうなるのかやや不明なところがあります。幼保一体

化ワーキングトームで議論をしてきたものにとって、この２点を残したとりまとめという

ことについては、いささか疑義が残るところでございます。 



27 
 

 そのほか、利用支援や保育の在り方に関して、今後の論点については意見書のとおりで、

特に保育の在り方について、今後の課題について提示をさせていただきました。これはご

らんいただければと思うのですが、その上で４点意見を提示させていただきます。 

 １点目は、子育て支援コーディネーターを地域子育て支援拠点事業に配置するという書

きぶりがございました。それはそれで賛成なのですけれども、総合こども園（仮称）にも

配置できるように、特に郡部では保育所利用率の高いところがございます。そういうとこ

ろでは、なかなか地域子育て支援拠点をしても人が集まらないという状況がございますの

で、総合こども園（仮称）にこのコーディネーターを配置できるようにしていくというこ

とをお考えいただければと思います。つまり、こういう複雑な制度になりますので、利用

支援を身近なところでやっていくことが必要だろうと考えております。 

 ２点目は、今、申し上げましたことを受けて、総合こども園（仮称）への移行に強力な

インセンティブが働くような仕組みを是非載せていただきたいということを２点目にお願

い申し上げます。 

 ３点目は、これまでも随時申し上げてきたことでございますが、障がい児支援制度、新

しい制度がこの４月から始まることになります。それとこの新システムとの強力な連携シ

ステムを是非ワンストップサービスの実現なども含めてお願いしたいと思います。 

 ４点目は、52 ページの見直しについてであります。例示だということで、たくさんの例

示を挙げていただいておりますけれども、総合こども園（仮称）の学校教育法上の位置づ

けということについても、学校種が幼児期だけ２つの法律に分かれてしまうということに

ついては、一貫性の観点からなかなか難しいということが考えられますので、総合こども

園（仮称）の学校教育法上の位置づけということについて例示として挙げていただくか、

あるいは御検討を是非お願いしたいと思います。 

 以上でございます。発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、岡本さんからお願いします。 

○岡本委員 ありがとうございます。 

 総論的な発言になりますが、一昨年の９月から、約１年半にわたって、自治体の関係者

の方、子育ての当事者の方、労使の代表、有識者の方等々、大変精力的な議論をしてきま

した。それぞれ利害が対立するということもあったかと思いますが、ここまでとりまとめ

を行うことができたということは、大変意義深いことだと思いますし、感謝を申し上げた

と思います。 

 新システムは、先ほども何人かの方からもお話がありましたけれども、一体改革素案で

示されました全世代対応型の社会保障の核となるものだと思っておりますので、今通常国

会へ提出していただき、きちんとした議論をして、しっかりと通していただくということ

を改めて私の方からも要望をしておきたいと思います。 

 ただ、今回とりまとめた新システムでは、すべての子ども・子育てを包摂する仕組みが
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完全に実現したわけではないと思っています。これまで意見がありましたように、幼保一

体化の実現や一元的な行政システムの確立ということは、まだ道半ばです。また、文章の

中で、例えば 22 ページに書いてあります職員配置の引き上げの問題や、23 ページのこど

も園給付（仮称）における公定価格の設定方法など、今後検討すると整理をされているこ

とも大変多く残されています。 

 更に言えば、今回とりまとめました新システムは、未就学児に関わる制度を中心とした

仕組みであって、学齢期の子どもに関する制度や支援ということは対象外、これからとい

うことになっておりますので、そうしたこともこれからきちんとまた場を設けて、議論を

深めていただきたいと思います。 

 そういった意味では、今回のとりまとめを一里塚として、子ども・子育てのトータルシ

ステムとなり得る新システムの着実な実現に向けて、早い時期にまたさまざまな場で議論

を再開していただくことを要望したいと思います。 

 先ほど来、ほかの委員方からも出ていらっしゃいましたが、保育に係る当事者の方や子

育ての方たちが、新システムについてマスコミ報道からしか知り得ることがありません。

関係者の方全員が本ワーキングチームの議事録をきちんと見るということも相当な時間を

有します。そのため、誤解も含めて、かなり多くの不安を持っていらっしゃると思います。

皆さんからもお話がありましたように、これからいろいろと決めていかなくてはいけない

ことですから、どこまで全体を見通したものを提示できるのかということや、どこまでの

PR ができるのかということは、大変難しいかと思いますが、是非その努力もしていただき

たいと思います。 

 最後に各論的な部分ですが、先ほどから日本経団連、日本商工会議所の委員の方から協

議の場についてのお話がありました。それに関わるのかもしれませんけれども、７ページ

の「４ 国の役割」で赤字が書いている最初の○で「地方公共団体とともに、子育て当事

者、施設・事業者等の理解を得ることに努める。」とありますが、ここで「等」に入ってい

るのかもしれませんが、いわゆる拠出をしております事業主、労使もこういったところに

含めていただければと思います。 

 以上です。 

○園田座長 失礼しました。 

 私どもの認識としては、この「等」の中には当然入っていただいていると考えています。

詳細には、これから更に詰めていく必要がありますけれども、当然ながら、当事者団体の

皆様方にも入っていただいて、しっかりと理解をさせていただきながら、進めていくもの

だと認識しております。ありがとうございました。 

 菅家さん、お願いします。 

○菅家委員 連合の菅家です。 

 前回、指定・指導監督の主体についてと、放課後児童クラブの基準設定の在り方につい

て発言をさせていただきました。このいずれもの３つの案が示されていて、最終段階でな
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かなか収れんをしていない課題に限って発言をさせていただいたわけでありますが、今日

もその２点について発言をさせていただきたいと思います。 

 順番は逆にさせていただきまして、まず、放課後児童クラブの基準の設定の在り方につ

いて、今回３案ではなくて、１つの文章に整理をされたわけでございます。基本的には、

私が前回申し上げましたのは、国がきちんとした法体系の中に位置づけるということにつ

いては前進であるということを申し上げながら、なおかつ歴史的な経緯、実態を踏まえま

すと、柔軟な対応も必要になってくるのではないかという趣旨のことを申し上げました。 

 今回、この文章については、そういった全体の像を踏まえた表現ということだと思って

おりまして、これでよろしいのかなと思っております。 

 なおかつ、付け加えて申し上げさせていただきたいのは、この基準の設定だけが全体の

底上げを図るということではなくて、当然、その裏付けとなる財源問題が極めて重要であ

るということにつきましては、皆さん御承知だと思っておりますけれども、そういった意

味で、財政的な措置につきましては、今後の具体設計が待たれるわけでありますが、その

ことも十分踏まえた対応をお願いしたいと考えているところでございます。 

 それから、指定・指導監督の主体に関わりまして、今日も市長会、町村会の代表からそ

れぞれ御発言がございました。私は、やはり実施主体が市町村であるということと、質が

確保されたサービスを提供する責務を市町村が負うわけでありますので、当然、指定・監

督権限についても市町村が担わなければ、その責務を果たせないということで前回申し上

げたわけでございまして、市長会の代表あるいは町村会の代表から、基本的にはそういっ

た考え方に沿って、市町村が担うべきという表明があったと私としては理解したいと思っ

ております。 

そういう意味では、今日示されております文章表現は、もう少しその辺の方向感覚が出

てもいいような表現ぶりであってもいいのかなという印象を受けましたので、引き続き、

座長の方でしかるべき対応をしていただければと申し上げまして、私の発言を終わりたい

と思います。 

 どうも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。 

 法案化するまでには、もう少し方向性が明確に出せるように、もうちょっと各団体、基

礎自治体の皆さん方とも協議をさせていただければと思っておりますので、今日のところ

というか、とりまとめ（案）としては、こういう形でさせていただいて、当然、法案化さ

れるときには、きちんと明確にしていきたいと思っております。承りました。ありがとう

ございます。 

 坂﨑さんと、できれば菊池さんからも御意見をちょうだいしたいと思います。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。 

 総論的なことになるとは思いますが、委員提出資料の５ページに書かれていることを中

心に話を進めさせていただきたいと思います。 
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 それでは、よろしくお願いします。 

 現状の保育の前に、やはり喫緊の問題といたしましては、少子高齢化、特に少子化の克

服というものについて、制度改革の大前提であろうということは、保育の量の拡大、質の

改善ということなんだと思います。 

 何度も同じことを言うわけでございますが、現在の保育士の給与の体系を含め、例えば

産休代替を含めた形での保育士の確保というのは、非常に困難な状況にあります。これは

保育士の配置基準や給与等、処遇改善、また労働条件などのことが非常に大きく加味して

いるわけであります。人材確保対策を今回の量を増やす、質の改善というところも考えて

みても、保育士、保育教諭（仮称）となると思いますけれども、これらがきちんと確保さ

れるような仕組みを短大、大学等も含めて、このような仕組みのことについてよく考えて

くださればと思います。 

 市町村の責務の法定化による強化につきましては、前回も言いましたので、ここは避け

たいと思いますが、いずれにいたしましても、保育を必要とする、保育を受けたいと思う

方々がたくさんいることに対する供給体制というものについて、法制上も明確化し、強化

を図らないと、現実的に行ったときの対応ができないというのは、非常に大きな混乱を生

む。それは例えば必要性の認定をしないとか、そういうことにまで広がっていくようなこ

とでは、期待とともに大きな裏切りのような形を生むことになりますので、このことにつ

いての保育の供給体制をきちんと強化していくことが大切だと思います。 

 幼保一体化につきましては、総合こども園（仮称）を基本とした供給体制の整備、何人

かの方から出ておりますけれども、総合こども園（仮称）のインセンティブということを

どういうふうに考えていくのかということが非常に大事なことだと思いますので、先ほど

のところにも関わりますが、質の高い教育や保育を提供していくためにも、この供給体制

をどのようにしていくのか。特に現行でありますところの公有財産の貸付等や、公益法人

を活用した設置を促進すべきというところには、早めに手を打つべきではないかと思いま

す。 

 （２）のところに、新システムにおける行政が関与した利用手続きとあります。 

 現行から、どのような形でこの新システムによる選考基準がなっていくのかということ

に関して、保護者の間から、これからどういう選考基準になっていくのか、どのような形

で総合こども園（仮称）や幼稚園、保育所に入れるんだということを聞かれることがよく

ございます。このことにつきましては、現行のことをよく考えながら、先ほど言ったよう

な観点の不満がないように、また、混乱が非常に少なくなるように、市町村が現在行って

いるような保育の必要度や、そのような形での認定証を記入するような形、また、それら

のことをきちんと公平や公正に確保できるような仕組みが必要ではないか。 

 それとともに、特にお願いしたいと思いますところは、現行の仕組みでは、何よりも保

育料の未納が大きな問題なわけです。確かに施設が取るようになれば、そのことによって

なくなるであろうということが期待されている反面、逆に言うと、強制徴収も含めた形で
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の市町村の責務を含めた新たな仕組みというものを設けるべきではないかと思います。 

 こども園給付（仮称）では、公定価格のことで、非常に保育界の方々が心配しているこ

とをお話ししたいと思います。 

 現行の保育時間と開所時間の整合性がまだなされていません。すみませんが、開所時間

11 時間で、保育時間が８時間という形です。例えば保護者の方々は 11 時間使って当然だ、

保育士さんは８時間しか働かせられない。そういうことというのは、この何十年間、長時

間の保育をしてきたところの、いわゆる私たち認可保育所にとったら、長年の課題である

わけです。このことがこども園給付（仮称）の価格設定において解消されるであろうと私

たちは思っているわけでございますが、このことは非常に大きなことなので、これから予

算のことも含めて、このことには非常に力を入れてくださればありがたいと思います。 

 いわゆる使途制限につきましては、毎回話をしているので同じでございますけれども、

公費についてほかの会計の繰り入れを含めた形での株式の配当については、厳しい制限が

必要であるということ。また、実費以外の上乗せ徴収、これらについても基本的に私たち

とは統一的な取扱いをすべきである。また、先ほどのところで言うと、厳しい制限が必要

であると言いたいと思います。 

 今日は、総合こども園（仮称）におきますところの学校教育と保育等の用語の統一とい

いますか、用語の説明をしていただきました。用語の説明をしていただきましたが、やは

り新システムの法制化及び総合こども園（仮称）の保育要領の作成にあたって、用語の統

一や定義というものをもう一度考え直すべきところがあるのだと思います。私はそう思い

ます。同じ言葉で違う使われ方をするということが現実的にあるわけでありまして、専門

家の方々も含めて、これらのことについてはきちんとした形で、このことにおいての定義

等を行ってくださればと思います。 

 今回の中で、やはり３歳という年齢で「保育」と「教育」に分断されているというイメ

ージも含めた書きぶりというのがありますので、乳幼児期のすべての年齢において、「養護」

と「教育」が一体となって連続して積み上げられていく乳幼児期の教育というものについ

て、きちんとそれが「保育」であるということを表現してくださればと思います。 

 総合こども園（仮称）の施設の機能のことについて、なかなかここは受け入れてもらえ

ないところの１つかもしれませんが、現実的に、例えば幼稚園と保育所では、３歳未満児

の受け入れや夏休み、開所時間やそれらの運営実態の違いが相当あるわけです。これらの

ことについて、総合こども園（仮称）となったときの一定の基準等について、どのような

形で行うのかということについても早めにお知らせをくださればありがたい。設置基準に

つきましては、最低基準も含めた形でいろいろな形のお話をしておりますが、特に耐震化

など、安全を踏まえた基準に改善する必要があると思いますし、何度もお話をしておりま

すが、戦後示された最低基準というものが、今の基準という形のままで残っている。いわ

ゆる地域主権として、そういうものについて地方に任せるのだという考え方を否定してい

るのではなくて、子どもたちにとってどのような基準が望ましいのかというのは、やはり
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こういう総合こども園（仮称）のようなものができるときにきちんと考えるべき問題であ

って、単純にそれを現行のことを足したり、引いたりするのではなくて、これからの子ど

もたちのためにどういうものが必要なのかということについてのお話をお願いしたいと思

います。 

 職員につきましても書かれているとおりでございます。 

 ４番目の社会的養護、特に障がい児に対する支援のことは、非常に強くお願いいたしま

す。 

 地方交付税、交付金の積算において、発達障がい児の支援等についての改善が行われる

ものでありますけれども、一般財源というものの性質上、実際には非常に大きな取組みの

差があるわけです。障がいがある子どもに対して地方格差があるというのは、何らかの形

をどこかで打たなければならないわけですから、その意味では、こういう機会に予算も含

めて、何らかの配慮をしていく。施設の設置運営基準等においても、こういうことについ

て一定の基準を示すところにきているのではないかと思います。 

 子ども・子育て包括交付金（仮称）については、子育て支援事業に要する経費は、地方

の裁量を認めた交付金にすべきであると思います。 

 子ども・子育て会議（仮称）は 43 ページに書いておりますが、できるのであれば、一定

の権限を付与し、実効性のある機関とすべきであるという考え方です。子ども・子育て会

議（仮称）のところに当事者の私たちがないのは、書きぶりとして非常に不安です。書き

方として不安です。読み方としては、上から読んでいって、そこも入っているんだろうと、

先ほど園田政務官も話してくださっていますが、やはり各種のきちんとした方々が入って

話をすべきではないかと思います。 

 費用負担につきましては、国と地方の費用負担の割合を是非１対１と考えていただきた

いと思います。 

 最後になりますが、やはり今回、このような形で乳幼児期の教育・保育の在り方につい

て話し合いが行われたということは、歴史の大きな１ページだと思います。幼保一体化、

幼保一元化というものについて、長い間の１つの課題だったと思いますけれども、そのこ

とについて話し合うことによって、子どもたちのよりよい育ちが保障されていく。そして、

その上に、なおかつ教育が付加されていくという考え方は、システムにかかわらず、非常

に大事なことでありますので、これからもきちんとこのような形で行ってほしいと思いま

すし、特に幼稚園さんも含めまして、私たちは私たちで、現場サイドがきちんと保育が行

われるように、子どもたち、そして保育教諭（仮称）の方たちがたくさん希望を持って保

育ができるような形に、そのようなシステムであってほしいと思いますので、最後に述べ

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した。 

 では、菊池さん、お願いします。 
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○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。 

 別添の資料を付けておりますので、ごらんいただければと思います。 

 ２～４ページにつきましては、これまでずっと主張してきたことの繰り返しでございま

すので、後ほどお読みいただければと思います。 

 何点か申し上げたいと思います。 

１つ目は、このワーキングチームが始まったばかりのころに申し上げたことだと思いま

すが、基本的には、養護という視点はどの子どもも基本にあるということです。養護を必

要としない子どもはいないということで、２つの養護ということで申し上げたことがあっ

たと思うのですが、この新システムの理念として、幼児期の教育のさらなる充実、向上だ

けでなく、養護という視点を依然としてしっかり明確に記していただきたいということ。

保育の中に養護があるということはわかっているわけですけれども、この新システムの精

神として、これをしっかり明記していただくことが必要ではないかという考えを持ってお

ります。 

２点目は、これも何度もしつこく申し上げたことでございますけれども、制度上、普遍

的に私学助成が存続することには反対であるということでございます。社会保障・税一体

改革案に記載された給付システムの一体化、施設の一体化は制度設計の柱であったと思い

ます。そういう意味からしますと、ここの見直しのところで、項目の１つの事例として挙

げていただいておりますが、普遍的に残ることのないように、将来の検討事項としてきち

んとしていただきたい。基本的に、それについては反対であるということを申し上げてお

きたいと思います。 

３つ目は、非常に重要なことでございます。国における子ども・子育て会議（仮称）の

構成員として、社会福祉法人を始めとする子育て支援当事者（子ども・子育て支援に関す

る事業に従事する者）が明確に記載されるべきです。 

実は、これは 43 ページの子ども・子育て会議（仮称）の１番目の○のところには、そ

こに具体的に触れていただいております。ただ、その下の３つ目の○のところでは「構成

員については、費用負担者や実施主体（地方公共団体関係者）を主体とする」という表現

になっているんです。これはどんな意味を持っているのかという面で、非常に誤解を招く

というか、納得しかねる表現になっております。これについては、是非もう少し明確に、

我々が関与できるよう、我々だけではございませんが、関与できるということについて、

この構成員として明確に表示していただきたいということを強く申し上げておきたいと思

います。上の表現だけでは、もう一つわからない。だけれども、下の方では「構成員」と

いうことで、こういう書き方では十分ではないと思いますので、これは検討をお願いした

いところです。 

 ４つ目は、これもワーキングチームの最初のころに申し上げたことですが、この動きに

ついては、関係者の不安と期待とが混在しているような状況にあるということを、９月に

始まった直後だったと思いますが、申し上げたと思います。不安もたくさんございますけ
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れども、期待するところも今回はある。先ほどの子ども・子育て会議（仮称）等について

は、非常に大きな期待を寄せる、今後の新システムが社会にうまく機能して、その効果を

もたらすかどうかの非常に大きな役割を持つものだと思って期待しておりますし、今回は

質の確保、向上ということで、職員の処遇の改善等も入ってまいりました。これに対して

も大きな期待を寄せているところでございます。 

 ただ、これについて具体的な像が見えてきておりません。何を優先して解決を図ってい

くかということについても見えてきておりません。そういう意味では、この辺を今回明確

にして、優先順位等について明確にしていただくことによって、少しでも不安を取り除い

ていただいて、関係者が将来に期待を持てるように工夫をしていただければと思っており

ます。 

 それから、そこには書いておりませんけれども、これまで総合こども園（仮称）につい

ては、いわゆる１条校の位置づけとしておったのですが、今回それがちょっと違う形に変

更があったということでございます。ただ一方、こども園（仮称）の指定下の幼稚園が、

子ども・子育て支援事業として福祉的要素を持つ預かり保育や、子育て支援事業を実施し

つつ、いわゆる１条校として位置づけたままなのは、法的な矛盾が生じないか。非常に福

祉的要素を持った事業をやっていることに矛盾が生じないのかどうか。これはお尋ねをす

るところでございますが、その辺のところをお答えいただければと思います。 

 今般のとりまとめ案で、幼児期の学校教育での預かり保育等の実施要件に教育の要素を

追加されるとされておりますけれども、福祉的要素を併せ持つと整理された当該事業で追

加されるべきでは、教育の要素だけではなく、福祉的要素もあるのではないかということ。 

 その点から、１つは、こども園（仮称）と総合こども園（仮称）の基本的な位置づけに

ついて、少しわかりやすく御説明したことによって、この辺のところの整理を我々がしや

すくなるのではないかという気がするのですが、こども園（仮称）での実際の預かり保育

等について、児童福祉法の適用がなされるべきではないかということでございます。 

 最後になりますけれども、これもしつこく申し上げていることですが、財源とシステム

については、必ず一体的にお願いを申し上げたいということです。 

 以上でございます。 

 先ほどの３点目については、是非ともお考えをいただきたいと思います。 

○園田座長 １条校の関係で、今、お答えはできますか。 

○蝦名課長 今、お尋ねがあったご趣旨は恐らく、現在、幼稚園が私学助成を受けて、福

祉的要素を併せ持った事業をやっていて、それを今後は新システムの中の子ども・子育て

支援事業として、引き続き同様のことをやるといった辺りが、学校というステータスを持

っている機関として、そもそも福祉的事業ができたのがおかしかったということになるの

ではないかということでしょうか。 

○菊池委員 法律上で矛盾が生じないかということです。 

○蝦名課長 預かり保育については、福祉的な要素があるとここでは整理しておりますけ
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れども、一方で現在、学校教育法体系の中で、幼稚園の教育要領の中でも、教育的な要素

も併せ持つものとして位置付けられているところです。 

○菊池委員 両方あるということですか。 

○蝦名課長 そういうことの理解になっています。 

 それから、子ども・子育て支援事業（仮称）として位置づけられる、現行、市町村が委

託している事業として、例えば子育て支援拠点事業等がありますが、幼稚園でその事業を

受託しているものが、数は少ないですけれどもございますので、実態としては、学校教育

という枠内での活動ですが、双方の性格を合わせ有する活動として、こういった活動にも

幼稚園が現在従事しているという状況ではございます。 

○園田座長 よろしいでしょうか。 

○菊池委員 ちょっと考えてみます。 

○坂﨑委員 菊池さんの言っていることと、答えていることが違う。 

○園田座長 では、また後で。 

○菊池委員 また考えてみます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

○菊池委員 先ほどの３点目の件について、これはお考えいただけるのかどうか。要する

に、構成員として云々のところです。 

○園田座長 これは明記するというよりは、要綱の中で考えることですかね。 

○村木政策統括官 実際には、子ども・子育て会議（仮称）の中身について、細かいルー

ルを定めるということはあると思いますが、ただ、今、注のところには「幅広く参画関与

できる仕組み」と書いてありますので、書きぶりで修正ができるかどうか、なお検討しま

すが、趣旨は、当然メンバーに入っていただくということで考えているものです。 

○菊池委員 上との関連で何となくわかるのですが、ただ、この３つ目の○がなければそ

れなりに理解できるのですが、これが出てきたことによって、構成員から外れるのかとい

う印象を受けてしまうんです。 

○村木政策統括官 ※でわざわざ注書きを書いてあるので、※で小さい字にしなければい

けないかどうか、ちょっと。 

○菊池委員 むしろこれが大きな字で書いてあれば、また別の認識ができると思います。

よろしくお願いいたします。 

○園田座長 よろしくお願いいたします。 

 続いて、池田さんからも御意見をいただいております。その後、できれば北條さんから

御意見をいただければと思います。 

○池田委員 ありがとうございます。 

 まずは、関係の皆様に今日、ここまでとりまとめの段まできたこと、本当にお疲れ様で

ございましたということで、御礼を申し上げます。 

 今日、本当にお話を聞いて最後になろうとしているときに、子どもにとってまさにこれ
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から制度に魂を入れて、本当にいい制度にしていかなければならないのだなということを

現場の者としては強く感じております。 

 就学前の子どもたちと言いますけれども、０～６歳までを考えたときに子どもの育ちと

いうものは当然一貫しているのですが、０～６歳までの期間は非常に育ちの幅が大きいと

思います。発達に応じて体験させるべき内容は随分違うなと思っております。 

 私どもの団体は０～２歳までの育ちを土台としながら、３歳以上のすべての子どもに幼

児期の学校教育が確実に保障されるように、そして、その教育の振興、充実が新システム

の中でも学校教育体系全体の中で確実に図られていくように、そういう思いから過去ずっ

と意見を述べてまいりました。 

 そして、前回と今回、市町村の先駆的な取組、これも大変素晴らしいなと思いました。

こういった一体化の取組に大いに学びつつ、更によりよいものを目指していく、この視点

から今回、意見書を１ページ目にまとめさせていただきましたので、ポイントをお話しさ

せていただきます。 

 「未来を創る全ての子どもたちのために」。 

 「幼児期の学校教育の振興・充実」が確実に保障される新システムにしていただきたい

ということです。 

 学校教育体系に位置づく幼稚園や総合こども園（仮称）における教育の持続性・公共性・

平等性を確保し、小学校就学前の幼児期の学校教育の振興・充実を是非、確実に図られる

ように、以下に本会の意見を述べさせていただきます。 

 １つ目、「国の基準と地方の裁量の関係について」です。 

 もう何度も申し上げてきましたけれども、幼稚園は子どもが出会う初めての学校です。

そして、今回新しいタイプの学校として創設される総合こども園（仮称）における学校教

育も同様であると考えております。 

 教育・保育の質を維持・向上していくためには、総合こども園（仮称）の認可基準は現

行の幼稚園設置基準を下回らないようにするとともに、子どもの同一施設内での生活の長

時間化を十分考慮し、人的配置や施設設備面での充実を更に目指していくべきであると考

えます。新システムが動き出したとき、初めて見えてくるさまざまな課題があると思いま

す。そういった課題に一つひとつ対応しながら、よりよいものを目指していただきたいと

思います。 

 ２つ目、「こども指針（仮称）及び総合こども園保育要領（仮称）について」です。 

 私たちは、現行の幼稚園教育要領は約 10 年ごとに改定を積み重ね、本当に子どもの発達

を大事にした指導の基準であるよいものだなと考えております。そして、保育所保育指針

も同様です。乳幼児期の教育・保育について、幼児一人ひとりの特性や発達段階に応じた

指導を大切にしなければならないことが明記されております。 

 新システムにおいて多様な実施主体の参入が予想されるとき、各施設類型において遵守

すべき要領は、幼児期の子どもの健やかな心身の発達を確実に保障できるよう、法的拘束
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力を持つものとして策定させていただきたいと思います。 

 ３つ目、「市町村新システム事業計画（仮称）について」です。 

 新システムを機能させ、子ども・子育て世代への支援を通して活力ある地域づくりを進

める上で、実施主体である市町村の役割は非常に大きいと思っております。市町村新シス

テム事業計画（仮称）に幼児期の学校教育の振興・充実について明確に位置づけ、小学校

や中学校教育との連続性、一貫性を図る上でも小・中学校と同様に学校教育全体の中で振

興・充実が計画的に進められるようにしていく必要があると思います。 

 現場では、本当にここ３～４年、幼小の接続については、幼稚園から小学校へのアプロ

ーチプログラム、そして、小学校でもスタートプログラムを取り入れて、円滑な接続を図

るような取組が現実に進められております。そして、幼稚園から続く小中一貫教育という

公教育の流れも重視され、積極的に取り組んでいる地域もあります。 

 こういったことを考えますと、これから市町村の教育施策と新システムの事業計画とを

連動させながら、子どもたちにとっていい教育環境が整えていかれるように、市町村の方々

には是非是非、御理解をいただきたいと思っております。 

 ４つ目、「総合こども園（仮称）の具体的制度設計について」です。 

 ここにおきましては、１つ目のところで国や都道府県からの教育に関する情報が市町村

に確実に届き、総合こども園（仮称）の教育が幼稚園における教育や小学校教育との整合

性、関連性、一貫性を持って進められるように希望いたします。 

 そして、最後にします。５番目、「国公立幼稚園の役割と存続について」です。 

 公立幼稚園は今までも市町村との緊密な連携の下に、それぞれの地域のニーズに直結し

た幼児期の学校教育の提供、振興・充実に寄与してきたと思います。そして、これからも

私たちは市町村の理解を得ながら、幼稚園教育要領の趣旨を踏まえた公教育の推進に努め

ていく覚悟です。 

 しかしながら、市町村の財政逼迫の状況から、現実には統廃合や閉園、一体化等の現状

も多く見られております。今後、公立こども園（仮称）や公立総合こども園（仮称）に移

行した場合も、特別な教育的支援を要する子どもの受入れ等も私たちは積極的に行ってい

るところですが、公立施設としての役割が大変大きいと考えたときに、幼児教育の質の向

上のための公費投入に当たって、公立施設に関わる地方財政措置についても増額を行うな

どの適切な配慮をお願いできれば幸いだと考えております。 

 新システムは、まさに今できようとしておりますが、これが本来の目的達成のために本

当に機能していくためには、これからが大事だと思っております。是非とも、子どもの視

点を大切にし、各都道府県や市町村、教育、保育現場への説明を丁寧に行っていただき、

長期的な見通しを持って、着実によいものにしていっていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、北條さん、お願いいたします。 
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○北條委員 私は若いころから、保育所の先生とは一緒に勉強会を持ってまいりましたし、

公立幼稚園の働きにも常々尊敬の念を持っております。子どもの幸せを願って、ともに努

力しているという立場では同じ立場でございます。 

ですから、まず最初に、私どもは保育所の方々と対立する気はないし、公立幼稚園の方々

と対立する気も全くないということを言うまでもないことでございますけれども、最初に

申し上げておきたいと思います。 

 それから、言葉の整理の問題であります。坂﨑さんがおっしゃったこと、おおむね私も

同じ思いでありますけれども、実はもう一つ、「サービス」という言葉についての整理もお

願いしていたわけですが、今のところ、されておりません。 

 繰り返しになりますが、私どもは「サービス」という概念の中に学校教育は含まれてい

ないと従来から理解しております。このワーキングチームの場で恐らく「サービス」とい

う概念の中に学校教育が含まれているという御理解の下で発言されている方が多々見受け

られるように思いますので、そこら辺の整理も是非、お願いいたしたいと思います。 

 それから、認定こども園（仮称）の評価の問題であります。「また言うのか」と言われま

すけれども、法律に定める認定こども園（仮称）の評価は５年経過後になされると法律に

書いてあるわけですが、５年経過後になされた形跡はないわけですので、先ほど子育てと

か教育は政権が変わっても大事なものだというお言葉がありました。まさしくそのとおり

だと思います。前政権の時代にできたものは全部要らないのだということではなく、法律

に定める評価はきちんとしていただいて、また、既に認定こども園として５年間営々と努

力を積み重ねている方々の営みに対しては、きちんとした対応をしていただきたいと思い

ます。 

 ３つ目でありますけれども、従来から多様性が我が国の活力を生むのであり、また、学

校教育においても多様性が求められてきたわけであります。ここでの議論を伺いますと、

なぜかすべての幼稚園は総合こども園（仮称）になるべきだという御発言が多々あり、そ

れは幾らなんでもおかしいのではないか。いつから我が国は多様性を否定する国になった

のか。そんな国ではないはずだと堅く信じております。 

 意見書は、委員提出資料の 15 ページに記載してございます。 

なお、この５項目に整理いたしましたが、これは我が団体、本日、全国の都道府県代表

者並びに全国から理事が東京に集まりまして、先ほどまで会議を行っておりました。その

折、全会一致で議決をされて、本日ここにお示しするものでございます。 

 まず、この５項目に入る前に、先ほど池田先生もお触れになったのですけれども、ここ

はシステムの話をされているわけですが、システムの前提として我が国の子どもをいかに

育てるべきか、どういう人間になってほしいのかということが本来在るべきであります。

そのためには、どのような教育要領なり保育指針が必要なのかということが、ほぼ同時に

検討される。すなわち、哲学的あるいは理念的な課題を子どもの健やかな育ちという立場

から十分検討するということが前提としてなければなりません。 
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 残念ながら、その前提の部分が本ワーキングチームにおいては不十分であったと存じま

す。こども指針（仮称）ワーキングチームを再開すべきだという御意見も出たほどであり

ますけれども、やはりこども指針（仮称）ワーキングチームでもうちょっと先ほどの言葉

の定義の問題も含めて、しっかり詰めてからシステムの設計に入るべきであったと考えま

す。 

 そして、そのシステムの設計でありますけれども、大変御苦労いただいたことはよくわ

かりますし、長時間にわたって役所の方々の御努力は本当に涙ぐましいものがあったと高

く評価するものでございますが、残念ながら事ここに至っても、前々からお願いしており

ます私ども幼稚園は指定制の外に立つべきなのか、指定制の中に入るべきなのか、総合こ

ども園（仮称）となるべきなのか。これを検討するシミュレーションする材料を明確に与

えるところまで詰めていただきたいということを申し上げてきたわけでありますけれども、

そこまでこのとりまとめ（案）ではつくっておらない。すなわち、設計が不明確のままに

きているということでございます。 

 したがいまして、ただいまから説明させていただきます５項目については、今後、是非、

しっかり御検討いただいて、私どもと十分御協議をいただいて、しっかりとした法案づく

りに向けた作業をしていただくよう、切にお願いをいたします。 

 １番の問題でありますが、この間も触れましたので、詳しくは申しませんけれども、学

校である以上、学校教育の基準は満たさなければならない。これは当たり前のことであり

ます。それを経過措置、また、特例という、まさしく経過、例外的にあり得ることだとは

思いますけれども、そのことによって未来永劫、特例のままでいいということになるなら

ば、今回の新システムによって、我が国の学校は学校の基準を満たさない大量の学校を生

みだしてしまう。そういう後世に悔いを残す改革になりかねない極めて危険な要素がある

ということを指摘しておきたいと思います。33～34 ページの辺りのことでございます。 

 ２番目に、幼保・公私間の公平性の確保。これは 43～44 ページ辺りのことでございます。

要は、国の基準、国の財政措置に限定し、地方の超過負担は現状を認めるという書きぶり

でございます。そうしますと、現在、国での公私・幼保の間の格差はございますけれども、

それほど大きいものではない。説明があったとおりの差はありますけれども、大きな差で

はない。しかし、巨大な格差は市町村段階に厳然としてあるわけです。公費負担の巨大な

格差、また、保護者負担の巨大な格差が存在しているわけであります。 

 このたびの改革によって、１つわかりやすい例だけを挙げれば、元公立幼稚園の指定制

のこども園（仮称）あるいは総合こども園（仮称）、それに対して元私立幼稚園の指定に入

ったこども園（仮称）あるいは総合こども園（仮称）、ここにおいて公費負担は本当に平等

になるのか、あるいは利用者負担は本当に同額になるのかという問題であります。 

国民は今までのマスコミ報道等によって、このたびの改革によって平等になると思って

いるわけです。しかし、これをつぶさに拝見いたしますと、どうやらそうはならないので

はないかという疑念が拭い去れません。というよりは、大きな格差は結果的には放置され
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るのではないかと考えておるところでございます。 

 ３番目、この間、これはお伺いをいたしたのです。何で法定代理受領という、個人給付

という仕組みをつくるのか。もしかしたら、これは善意で公平、平等な仕組みをつくると

いうのが前提であったのかもしれません。しかし、その前提が崩れていったここに至って

は、参入障壁を低くするための仕組みでしかないという懸念を持たざるを得ないわけでご

ざいます。 

 個人給付であるならば、これは所得の多寡によって制限が加えられるということは、子

どものための手当同様でありますから、それは結構、受け入れざるを得ないと思います。

しかしながら、就労の有無は子どもにとっては関係ないわけですから、そのことをもって

子どもに対する給付に大きい、少ないが出るというのは誠に不合理なことであります。こ

んなことは許されていいはずがないと考えます。 

 ４番目、ワーク・ライフ・バランス。51 ページに記載がございますが、前回同様、具体

的なものは何も書かれていない。その一方で、夜間保育、休日保育、病児保育等、必要な

ところに限定的にすることに私どもは決して反対ではありませんけれども、市町村におい

て数値目標を掲げて、これを充実させていく、拡大していくということであるならば、一

方でワーク・ライフ・バランスが同時並行的にきちんと進めなければ、子どもは現在より

もはるかに貧しい環境に追いやられてしまうことになります。現状のこのようなワーク・

ライフ・バランスで、具体的な方向性を示さないという生き方に賛成することはできませ

ん。 

 最後でございますが、昨日、午後の参議院本会議で代表質問に対して文科大臣に御答弁

いただきました。大変立派な御答弁をいただいたと思っております。従来から教育の観点

が希薄であると繰り返し申し上げましたけれども、文科大臣の代表質問への答弁として、

しっかりと今後も幼児教育の充実、振興を図っていくという力強いお言葉をいただいたこ

とは、大変ありがたいことだと思います。 

 そうしたことも踏まえてのことだと思いますが、このたび、ある程度の教育に関する記

述を追加していただいたということは読めばわかるところで、そのことは感謝をいたしま

す。しかしながら、一番最後のところです。やはり国家戦略としての幼児教育の充実を推

進するという観点が欠けている。そのことを真正面から掲げて、担当部署を設けて今後の

幼児教育の充実、振興に努めていただきたい。 

 以上、５点でございます。是非とも今後の法案提出までに私どもとしっかりと調整をし

ていただいて、よき成案をおつくりいただきたいと切にお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 申し訳ございません。いろいろ、まだ足らずじまいなところがありましたので、そうい

った面では大変御心配をおかけいたしていると思います。 

おっしゃっていただいたように、格差というものはあってはならないと私どもも考えて
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おりますので、それをしっかりと踏まえながら新しいシステムの中で格差が是正をされて

いくように、当然ながら全力を尽くしていきたいと考えておりますので、是非、御協力を

いただければと思います。 

 同時に、先ほど来申し上げておりますが、この中でもまだまだ不十分な点が多々あると

存じておりますので、そういった点では法案化のところまで、きっちり更に精度を上げて

いくように努力をしていきたいと思っています。さまざまな形で御指摘をいただきながら、

是正をしていけるように協議なり御相談をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 続いて、奥山さんと山口さんからもいただきます。お願いします。 

○奥山委員 子育てひろば全国連絡協議会の奥山です。 

 まずもって、多様なこのメンバーの中で 20 回という回数を重ねて、このようにとりまと

めをいただいたことに感謝を申し上げます。 

 私は、１枚紙の別刷りで意見ということで出させていただきました。これまでもなるべ

く意見書を出したいという思いで書いてまいりましたが、この週末２泊３日で被災地に行

っておりましたものですから、そこで見えてきたことも踏まえて、新システムへの期待を

お話したいと思っております。 

 １つ目、被災地で本当に子どもたちがいろいろなところで遊びを通して自分の気持ちも

含めて乗り越えていく姿を多くの実践者の口からお聞きしました。そういう意味では、安

心できる、見守る大人がいる中で多少の冒険遊びみたいなものも含めながら、思いっきり

夢中になって遊べる空間がいつでも必要なのだと思います。それはすべての子どもや子育

て支援に関わる施設には、十分に反映をさせていただきたいと思っております。 

 また、震災は非常に制度の弱さ、子育て家庭の弱さを顕在化するものだったと思います。

被災された自治体の皆様は本当に御尽力されたと思いますけれども、混乱と無力感に陥っ

たとおっしゃいました。頼りになったのは、子育て拠点や保育所、幼稚園、学校など、本

当に現場の力であった。目の前の子どもたちを全力で守り、その現場の力を支えていくの

が行政の役割だったというお言葉でした。 

 そういった意味では、当事者ニーズを把握している事業者が参画しながら、行政ととも

に計画づくりをする地方版子ども・子育て会議（仮称）は、是非とも必要なものではない

かと思っております。既存の審議会、協議会などを活用する場合においても、新たに当事

者及び当事者のニーズを把握している子育て支援に関わる現任者などが参加し、計画づく

り、評価を適切に実行できる審議会など、組織体制を一新する必要があるのではないかと

思います。 

 今回、地方版子ども・子育て会議（仮称）につきましては、43 ページに詳しく書き加え

てくださいましたが、先ほど文言の整理などもございましたけれども、是非、その辺りを

全体として皆さんが参画できる書きぶりに調整していただければと思います。 

 次に、今、復興プランなどもつくられているわけですけれども、どうしても子どもたち



42 
 

の計画は後手後手になり、なかなか計画づくりに参加できないということもございます。

市町村の総合計画づくりにおいても、子どもたちのことを優先的に入れていただきたいと

思います。 

 本当に現地で聞きますと、避難所を訪問した地域の子どもたちの歌声でやっと涙を流せ

る高齢者がいらっしゃるとか、力を発揮した中学生のことだとか、決して子どもたちは弱

者ではなく、子どもたちも一緒にその地域づくりに参画していくということがとても大事

なことではないかと思いました。子どもがいるから大人が元気になれるし、自分を振り返

るということがあると思います。是非、当事者の参画をお願いしたいですし、市町村には

世代を超えての理解、応援ということを更に知恵を絞っていただければなと感じておりま

す。 

 ４番目としては、すべての子どもたちは愛されて育つ権利があるということです。もち

ろん、そのとおりだと思います。ただ、そうではない、そのような環境にない家庭も多い

ということも、皆さんは多分憂いていらっしゃる方が多いと思います。家庭が余裕を持っ

て子どもを育めるよう、親も同時に支援する体制づくりをきっちり入れていただけなけれ

ばいけないのではないかと思います。 

 今回、子育て支援コーディネーターというものを５ページに更に詳しく書いていただい

たのですけれども、更に言えば、制度、資源、そういったものに精通したコーディネータ

ーというだけではなく、家族の問題全体を受け止め、寄り添う包括的な支援が実施できる

人材の育成が大事になってくるのではないかと思います。産前、産後からだと思っている

次第です。負のスパイラルに陥ることなく、愛された経験が世代を超えて循環できる社会

づくりが日本の社会基盤を強化することだと思います。これには、ここにお揃いの全委員

が本当に心を寄せて、そこに向かっていかなくてはいけないと思っております。 

 ワーク・ライフ・バランスのお話も出ましたけれども、まだまだ家族にとって大きな問

題だと思っております。新システムの議論と一体的に進めていただきたいなと感じており

ます。 

 最後になりましたが、被災地ではまだ具体的な復興のビジョンが描けておりません。ビ

ジョンを描くということは、理念がきっちりあるということだろうと思います。是非、私

もこども指針（仮称）をもっと十分検討した上で、国民的な理念の共有が図られることで、

子育て家庭も一緒に共有の目標を持てるのかなと思っております。そういった意味で、東

日本大震災から非常に学ぶことが多いと思います。是非、そのことも踏まえて、揺るぎな

い子どもと家族を応援する新システムの実現に力を合わせていきたいと思っております。 

 以上、ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 では、山口さん、どうぞ。 

○山口委員 日本こども育成協議会の山口でございます。 

 足かけ３年にわたります長い会議をやっととりまとめていただくことに関しまして、大
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変感謝しております。 

 私は普光院委員の意見について、述べさせていただきたいと思います。普光院委員の御

意見は９ページ以降にございます。繰り返し前回、前々回より会員の方のメーリングリス

トをお挙げになっていらっしゃいます。一定のイデオロギーを持った方の御意見とは承知

しておりますが、私も大人げないのですが、熱い人間でございまして、あえて今日は述べ

させていただきます。 

 11 ページに「劣悪な事業者を排除するしくみを」。これは全く同意見でございますが、

その中身を見てみますと、ちびっこ園を例に挙げていらっしゃいます。このちびっこ園と

いうのは皆さん御承知のように、無認可の補助金ももらっていない、しかも違法な組織で

ございます。そういったものを挙げて、「ここまでひどい株式会社はそんなに多くないと思

いたいのですが」と。劣悪な事業者というものを株式会社の問題にすり替え、矮小化され

ているような意見でございます。無認可園というのは、基本的に個人の方が多いと承知し

ております。 

続きまして、それ以降も「保護者としては不安に思う」とか、「気がします」とか、「良

い保育をする、ということとは相反する性質を有すると思います」とか、そういった非常

に情緒的記述ばかりが並んでおります。その中で企業参入に当たっては、１のアのところ

に「不当に高価な仕入れをしていないか、等」と書いていらっしゃいますが、今年に入り

まして、皆さんの中にも御承知の方がいらっしゃるかもしれませんが、横浜市の社会福祉

法人で起きた問題は、まさにこれで、定価の倍で施設に対して売り付けていたということ

がございました。 

過去、こういう問題というのは何百件と、こういった不祥事というのはございました。

株式会社でもあったかもしれませんが、この保育の分野で言いますと、ほとんどが社会福

祉法人でございます。私は何も社会福祉法人が悪で、株式会社が良だということを申し上

げているのではございません。株式会社も社会福祉法人も同じ人間がやっている組織でご

ざいます。そういう限りにおいて、法人の形態の問題ではないということを認識していた

だきたいと思っております。そして、全体として、株式会社は良質の保育はできないとい

うような構成にいつもなっているわけでございます。しかし、今まで実際に認可園の設立

に当たって、もしくは指定管理者の選定に当たって、多くの株式会社立の事業者がその選

定をされているわけでございます。これを「良質だ」と選定をされているわけでございま

すが、これを一体どう説明するのでしょうか。こういった事実を無視しているのか。それ

とも御存じないのか。どちらかとしか思えません。 

もし御存じであるとすれば、こういった株式会社立の保育園を選定された、保護者を含

めた選定委員会であるとか、残念ながら今は御退席されました清原市長率いる三鷹市さん

のように、株式会社立の保育園が多く選定されているような市であるとか、私の会社の保

護者だけでも２万人以上の保護者の方がいらっしゃいます。皆さんは多分ほとんどの方が

私どもの保育を支持していただいているわけでございますが、そういった人たちをこれは
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否定されているような文章にしか見えません。恐らく清原市長も苦々しく思っていらっし

ゃったのではないでしょうか。ただ、教育分野に特化して企業参入を懸念されていらっし

ゃった秋田先生の方がまだ論理性があるのではないかと感じておるわけでございます。 

このように市民の意見を紹介したいという気持ちであるのであれば、たった 250 人の中

から一部の意見として、さも市民の声として一般論のごとき提出されるのではなくて、こ

の会議では保育や教育について見識のある方々が出席されていると思っております。我々

委員はそれをこういった意見を集約して、自分自身の意見として咀嚼して議論しているわ

けでございますが、自分の意見として議論を出されないのであれば、我々としては質問を

することも反論をすることも、間違いを正すこともできません。いずれにしろ、根拠のな

いことで企業に対して悪というバイアスを助長するためだけのこういった手法については、

非常に不快感を示したいと思っております。それとともに、先ほども何人かの委員の方か

らもございましたが、国民の間ではこの新システムはよく理解されていない部分がありま

す。こういった部分も含めて、しっかりと事務局の方で、行政の方で広報をしていただき

たいと思っております。 

最後になりますが、現在、待機児童の多い都市部では、非常に保育士が足りません。な

かなか採用できないのが現状です。これは認可保育所においても同じような状況です。こ

ういった中で、今の指定性の部分ですが、既に東京都であるとか横浜市であるとか、こう

いったところが公的に選定したような事業者。例えば東京で言うと、東京都認証保育所で

あるとか、横浜市保育施設とか、ほかにもたくさんあるわけですが、こういったところが

今すぐ基準どおりやれということであれば、決定的に職員数が足らなくなります。そうす

ると、これはそういった認証保育所だけの問題ではなくて、今の認可保育所も職員が同じ

ように取り合いになるわけでございますから、待機児童に解消には到底おぼつかないとい

う状況にあるということをしっかり認識していただいて、場合によってはこういった問題

を弾力的に適用するように望みます。 

以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 ここで論争ということではないですけれども、普光院さんからのこれでいきますと、参

考資料ということで御提示をいただいたものでございまして、そういう意味では、そうい

った御意見もあったということでございますけれども、もし誤解があるということであれ

ば、私も含めておわびを申し上げたいと思います。 

 まず、普光院さんからのお話を聞いていただければと思います。どうぞ。 

○普光院委員 私どもの会について、私からしましたら、偏見のこもった御批判がござい

ましたので、まず申し上げます。私どもの会はイデオロギーは一切ございません。イデオ

ロギーで会員を縛っているということは全くございません。私どもの会はどなたでも入っ

てこられますと、メーリングリストで自由に述べることができます。ただ、今回このワー

キングチームの議論について、私が御報告をしつつ議論をしているわけですけれども、そ
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ういう中では専らこういった保護者の立場からの御不安が大きく出てきたということを知

っていただきたいということです。 

 ここに載せた御意見が一般の保育所利用者や幼稚園の保護者の方々の意見とイコールで

あるとは申しません。それはいろいろな考え方の方がいらっしゃいますし、それぞれ一人

ひとりが持っている情報量もさもざまです。ここで皆さんがお書きになっていることの主

なことは、企業が悪いとか性悪説に立った企業批判とか、そういうことでは全くないんで

す。よく見ていただけると、私たちはこういうことが不安なんですということを書いてい

るだけなんです。 

そして、一般に株式会社というのは、やはりどうしても営利追求を目的とした事業体で

すので、それは何ら悪いことでも何でもなく、私どもがこのような便利な生活、豊かな生

活をさせていただいているのも企業が営利追求のために精進されてきたおかげだと私もお

もっておりますので、株式会社が悪いなどと言いましたら、今すぐこの服を脱ぎ捨てなけ

ればいけないのではないかと思うほどでございますけれども、そういうことではないんで

すね。 

保育所の利用者にとっては、営利追求が目的の事業体が参入されてこられることに不安

がある、その営利追求が私たちの子どもの保育に悪い影響を与えないためには、やはり何

らのルールが必要なのではないでしょうかと申し上げているわけです。このワーキングチ

ームはそのルールを検討する場であるから、「私たちとしては素朴にこういうことが気にな

るので、ルールを設けてください」ということを言っているのであって、「株式会社は悪い

から一切参入してはならぬ」などと書いている人は、ここには一人もいらっしゃいません。

そのことだけはわかっていただきたいと思います。 

 それでは、私の意見に移らせていただいてよろしいでしょうか。ついでに述べさせてい

ただきます。 

すっかりお疲れ様という雰囲気のところを、またややこしいことを申しますので、山口

さんにも大変不愉快な思いをさせてしまって申し訳ないのですが、皆様にも不愉快な思い

をさせてしまうかもしれませんが、やはり私たちの会では、この期に及んで、まだまだ不

安という声がむしろ高まっているという状況でございますので、その厳しい意見を私がと

りまとめて、ここで御報告を申し上げるということで、ちょっとお耳をちょうだいしたい

と思います。 

１つ目は、今ほど申し上げました営利に関する保護者の懸念が強まっているということ

です。そのために株式会社を排除せよということではなく、まっとうなルールを設けてい

ただきたいということです。これは９ページから始まります私の意見のところを言ってお

ります。 

２点目、こども園（仮称）全体について、やはり資金の他事業への流出ということにつ

いて、強い懸念を持っております。こども園（仮称）の給付の額は、基準を満たす保育の

経費を積み上げてから算定することになっておりまして、給付されたお金が保育以外のこ
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とに使われることを許容することは、素朴に理解ができないということです。公費流出の

規制は我が国は存在しないという山口さんの御意見に対して反論が保護者の方からあった

わけですけれども、一定の公費の使い道には一定の規定が存在しているはずだと。公費を

合目的に使用することは、株主配当以前に達成されなければならない。つまり、株主配当

をされるにしても、その前にまず公費を合目的に使用するという、一般的な原則だと思い

ますけれども、そのことを達成する必要があるだろうということをおっしゃっています。 

規制を設けないことについて、指定制度は個人給付の制度から、お金の使い道を制限で

きない、～これは山口さんの御意見ではなくて、事務局の御意見ですが～という理由が挙

げられています。前回も指摘したように、これは制度の理念に関わる問題です。事業者は

金銭給付を間違いなく現物給付化するために、代理受領をしていると。私どもの保護者に

くれるのではなく、事業者にお渡ししているのは、間違いなく現物給付化するためにお渡

ししているはずです。代理受領した金銭を保護者の知らないところで別の用途に使うこと

が許されるという構造は、矛盾しているのではないか。特に制度の理念として、最終的な

給付の受給者は子どもであるとしなければならず、そのための代理受領であったはずです

ということです。 

１つ、ここで余計なことを申し上げたいのですが、最後ですので大事なことを申し上げ

たいと思います。最近、新システムは介護保険のようなものだという説明を事務局の方で

されていると思います。私は少子化対策特別部会のころや幼保一体化ワーキングチームで

も、介護保険ではないと説明されてきたように認識しております。その後、実際に議論を

して、介護保険よりも改善していただいた部分があったと思います。 

なぜ介護保険とは違うのかという点ですが、まず、子どもは自分で自分を守れない。そ

ういう子どもが利用者であり、子ども自身が選択するわけではなく、質が守られにくい特

性があるということがあります。それもありますが、何よりも介護保険サービスのように、

細切れの多様なサービスを応益負担で選んで買うというものとは、保育は本質的に異なっ

ております。保育は人格形成期の子どもが安定した環境、人間関係の中で育つ場です。子

どもの集団、大人との関係の中で人間としての基本的な能力を身に付ける場でなくてはな

りません。それを家庭の経済状態にかかわらず、必要とするすべての子どもに提供する制

度でなければならないと思います。 

そして、それは子どものために親たちが施設とともにつくり上げなくてはならないコミ

ュニティです。地域の公共財とも言えます。このことが理念に含まれてこそ、世界の子ど

も施策に先駆ける本当に新しい仕組みになると思います。ただ単に待機児童対策というだ

けなら、このような複雑な仕組みに時間と初期投資をかけるのではなく、現行の保育所制

度にお金をつぎ込んだ方がずっと早く問題解決をすると言っている保護者もおります。こ

のシステムは妥協の産物ではなくて、世界に先駆ける子ども施策にしていただきたいと強

く願っております。 

意見書の９ページに戻りますが、こども園（仮称）全体について、子会社等の周辺事業
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で収益を上げることに対する適切性の監査が必要ですという、これは財務に詳しい方の御

意見です。子会社やグループ会社から不当に高価な仕入れをするなどのことについて、先

ほどこれは社会福祉法人の例だと御指摘がありましたけれども、もちろん、社会福祉法人

も監査されるべきです。指導監査で指導されるように指導監査項目を定めるべきである。

物品に限らず、研修コンサルティングサービス、人材派遣等も含む。中には第三者評価を

やっているようなところもあるようです。 

次の○のこども園（仮称）全体について。指定に当たって市町村が最低限度の審査を実

施することを認めるべきではないでしょうかということを書いております。これは今、雑

誌に報道されていることですが、保育ビジネスはもうかるという誘い文句につられたのか

どうか、制度も熟知せずに参入してきた事業者が経営破たんを起こして、自治体は前払い

費用を回収できずに損失を出しているというケースがあります。 

こういうのを見ますと、指定性はともかく基準さえ満たしていれば、市町村は指定しな

ければならないという制度だと思いますけれども、こういう単純な不祥事を起こさないよ

うにするためには、欠格事項だけではなく、何か簡単な審査をすることも認めてはどうだ

ろうかと思います。ここに次のような項目に限定すれば、指定が恣意的に行われることが

避けられると書いています。４点ほど挙げましたが、ごらんいただければと思います。 

次のページに行きまして、こども園（仮称）全体。基準に対しては、保護者はとても不

安を持っております。「指定基準は現行の国基準を下回ることなく、将来に向けて向上させ

ていくこと」ということで、以前にも申し上げました。職員配置の引上げを検討するとい

うことを明記していただいたことは、大変うれしく思いました。面積基準についても、で

きるだけ早く見直して、この機能面に着目した研究事業報告に推奨されているような方へ

だんだんに向かっていただきたいと思います。 

こども園（仮称）全体の情報開示についてということで、情報開示項目については保護

者としては、施設を選ぶときに非常に大事なことですので、是非このことを加えていただ

きたいと思います。まず、指導監査の指摘事項があれば、知らせていただきたい。重大事

項の報告も知らせていただきたい。 

川崎市の方で起こった認可外の死亡事故について、それが二度目だったと。そこでお子

さんを亡くされた御両親は、そういうところで事故が起こっていたことを知らなかったと

いうことを会員の方が書いてくださっています。一人の職員が担当する子どもの数は、合

算平均ではなくて、クラス別にということ。職員の保有免許・資格、常勤・非常勤の別や

経験年数に加えて、職員派遣の導入状況。調理師さんや保育士さんなどに派遣が入ってい

ると思いますが、職種別に人数と派遣元会社名まで明らかにしていただきたいということ

を書いてあります。 

それから、上乗せ徴収。これは総合こども園（仮称）について、特にお願いしたいです。

これは既定事項になってしまっているようですが、もう一度御検討ください。総合こども

園（仮称）は児童福祉法の適用を受ける児童福祉施設であり、上乗せ徴収はなじまないと
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考えるのが妥当ではないか。上乗せ徴収についての整理が不十分ではないか。国の定める

基準に基づく学校教育、保育であることを条件としているが、それはこども園（仮称）が

本来提供すべきものである。長時間保育児にとっては、午後の時間帯も国が定める基準に

基づく学校教育・保育を受給していることと、どのように整合性を付けるのか。これは図

が描いてありますけれども、登園していたら降園するまで、ずっと１日を通して長時間保

育の給付を受けます。それは国が定める基準に基づく学校教育、保育であり、養護と教育

が一体となったもの。５領域の活動が含まれております。そこに上乗せ徴収の保育があっ

たときに、内容の区別はどう付けるのか。また、５領域について質の高い教育ができる園

が上乗せ料金を支払った家庭の子どもにだけ、それを提供することの正当性はどこにある

のかということです。 

以上でございます。実は私は 12 月 26 日に質問を４つか５つ出していて、それをお答え

いただいていないんですけれども、１つはこの上乗せ徴収について。まさに最後に書いて

ことですね。もう一つは、民・民の契約になったときに、子どもや保護者が困りごとにあ

っているときに、市町村の関与が法的な実効性を持つような仕組みになっているかどうか。

こういう聞き方ではなかったんですけれども、法的な実効性を持つような仕組みにしてい

ただいているか。これは市町村が「これこれできる」という書き方ではなくて、市町村が

「これこれ～ねばならない」という書き方でなければならないと思いますが、そこのとこ

ろを是非、質問の回答をいただければと思います。 

長くなりまして、申し訳ありません。 

○園田座長 事務局から答えられるところはありますか。 

○橋本課長 上乗せ徴収の件につきましては、今、委員の意見をいただいたところでござ

いますが、これは私の方から申し上げるまでもなく、昨年の夏の中間とりまとめをいただ

いた段階で、それまでいろいろと御議論をいただいたことを整理していただいて、実費徴

収については上限額の基準を定めるとともに、補足的な給付をする。実費徴収以外につい

ては、低所得者については免除をする。情報開示を行う。そういった幾つかの要件の下で

当分の間、市町村や社会福祉法人以外の者が設置する施設に限って認める。そういう取扱

いで整理されたものと認識しております。今後この整理を受けまして、更にルールにのっ

とった、きちんとした運用というものが各施設でなされるように、施行に向けた準備をす

る必要があると私どもは受け止めております。 

行政等の関わりの話でございますが、新システムの中で市町村としての役割というのも

のをきちんと果たしていただくように、必要な保育を確保するための措置を講じる責務と

いうのは、市町村の方に責任を持っていただくとしておりますけれども、御承知のとおり、

この新システムの中では現在の仕組みの下でのような、行政が直接保育を提供するという

ような仕組みではなくて、行政の指導監督の下で行政から指定を受けて、質の確保をされ

た主体が利用者との契約に基づいて、サービスを提供する。それに必要な費用を公的に保

障する。こういう仕組みに転換するわけでございます。 
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この仕組みの下では、指定を受けたこども園（仮称）は利用の申し込みを受けたときに、

正当な理由がなければ、これは拒んではならない。そういう応諾義務を課されるというこ

とになりますし、これに違反する場合には、指定権者である行政の方から指導や勧告、場

合によっては改善命令、更には指定取消しいった措置を講じることになってまいります。

仮に不当な入園拒否、あるいは退園という事態が生じたような場合には、行政の方に御相

談をいただきまして、指定権者において、しかるべき対応をしていただく必要があると考

えております。 

○園田座長 山口さん、どうぞ。 

○山口委員 株式会社の目的は利益ではない。これはいまや高校生でも読んでいるピータ

ー・ドラッカーの本を読んでいただければおわかりのように、それぞれ企業というのは目

的を独自に持っております。 

 もう一つ、先ほど普光院委員がおっしゃったように読み解くのであれば、私の読解力が

なかったと恥じております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 お約束をしていた時間が迫ってきているのですが、今日最初に私がお約束を申し上げた

ように、全員の方に御発言をいただきたいと思っておりますが、お時間を延長させていた

だいてもよろしいですか。 

 では、秋田先生、両角先生から。 

○秋田委員 １年３か月、延べ 35 回、私は３つのワーキングチーム委員ですので、それ

だけお付き合いをさせていただきました。この間、この回数の議論のプロセスがとても大

事であったと思います。最後のとりまとめも大事ですけれども、このように子どもをめぐ

って、さまざまな人が話し合う機会は、歴史上なかったのではないかと思います。それに

お付き合いいただき、前回の会合から今回まででも資料をつくり変える努力をしてくださ

った多くの事務方の方々には、本当に敬意と謝意を表したいと思っております。子どもの

ためにすべての大人たちが、社会で子どもを育てていくためにという思いで共にやってき

たことが、大変意味深いと思っております。 

 しかしながら、まず財源が取れないことには、これは実現しませんので、何としても財

源の確保というところをお願いしたい。当たり前のことですが、期待をしております。そ

の上で、私自身はこのとりまとめ成案が出されることには、賛成をするものでありますけ

れども、成案内の個別の各案については、明確に反対の意思表示があるところがあります。

ですので、ゆめゆめ全員の合意の下にとりまとめ案が出されたというような報告は、マス

コミの方もしないでいただきたいと思います。 

これからの課題と思われる点が３点ございます。 

 まず１点目は、先ほどから議論が出ておりますけれども、私は最初から、こども園（仮

称）に関して、多様な施設形態で働く親を支援することについては反対をしておりません。
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しかしながら、公教育において、学校教育体系の中に株式会社が初めて入るという決断を

したこと。そして、公費を投入するにもかかわらず、利益配当を上限設定でも、公教育に

おいて認めるという判断を園田座長を始め、民主党の方々がなさったことについて、私は

個人的には教育学の研究者としては、やはり反対をいたします。 

 また、これはこの会議の過去の資料を見ていただくと、全国国公立幼稚園長会、全国保

育協議会、日本保育協会、全国私立保育園連盟、そして普光院さんの保育園を考える親の

会。また、私が所属をしております日本保育学会。そうした保育の専門家団体すべてが株

式会社の配当に反対の意見表明を出しているにもかかわらず、とりまとめにおいては、配

当が認められたのが事実であります。 

私は民主主義というのは多様な意見があるときに、どこかに落ち着かざるを得ないであ

ろうことは理解しておりますし、自分の意見でないことについても、意見を交わしますし、

とりまとめ成案に反対するものではありません。まずは、子どもたちのためのお金を取る

ために成案を出すことが最重要だと思っております。だが、個人的な見識としては、あく

までも公教育に配当等を公金から入れるべきではないと考えております。 

それに関連して申し上げてきたのは、多様な形態が参入するならセットとして質の保

障・向上のためのシステムをつくることが必須ということでございます。今回出していた

だいた基本制度とりまとめの 13 ページです。「今からでは遅い」と言われれば遅いのかも

しれませんが、今後考えていただければと思うのは、まず、13 ページの○の２つ目です。 

これは「保護者の選択に資する観点から、情報開示の義務化を行う」とあります。しか

し、私は子どもたちのための質の確保並びに向上、及び保護者の選択に資する観点からの

情報開示でなければならないと思います。語弊があるといけませんが、「乳児から英語教室

をやりますよ」、「海外の何とか法をいれてやりますよ」ということを、例えばイの保育の

特徴として、保護者の選択に資するよう書くことが大事なのではありません。私たちがね

らっている保育の質の確保・向上が第一の目的になって情報開示がなされることが、本来

的にこの文言の前のところに書き入れられないのかと思います。 

また、現行の中でもこの観点から見ますと、13 ページの３つ目の○のところですが、例

えば学校教育、保育の内容及びその特徴と書かれています。今度出される総合こども園保

育要領（仮称）並びにこども指針（仮称）など、法的な告示行為を持った保育のカリキュ

ラムがどのように園で遵守され実現されているかが書かれるべきで、「うちの独自の理念で

こういう内容をやっています」ということを書くべきものではないのです。その辺りがこ

れは法ではなくて、より細かな政令や省令のところで書かれるのかなと思うのですが、そ

の辺りを書いていただけないのかと思います。 

また、エのところも先ほど、普光院委員が言われた派遣等のことも極めて重要だと私も

考えております。常勤、非常勤の別と経験年数とあります。経験年数だけではなくて、園

への勤続経験年数が保育の質を予測するというのは、海外のデータでは言われているとお

りです。労働条件の悪い職場はみんな次々に辞めていきます。ですので、その園で少なく
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とも子どもたちが３年間なり６年間同じ先生達に見てもらえるような施設であるというよ

うなことの情報開示がなされなければならないと思います。 

また、職員に関して言えば、研修を義務づけるのであれば、研修をどのように実施して

いるのかがきちんと情報開示されるべきです。、セットになって面積基準もクリアしている

とすれば、どういう施設面積であるのかです。自己評価も義務づけるのであれば、どのよ

うに自己評価をしているのかというような質の確保・向上の他の部分とセットになって情

報開示がなされない限り、親のニーズが各親の個別ニーズになって、私どもが目指してい

る質の確保・向上につながらないのではないかと考えます。 

ですので、最後の案で、これらの部分が書き直せるのかどうかはわかりませんが、無理

であれば、今後のより詳細な内容の部分ででも修正いただきたい、そうした形で是非、質

の評価のための情報開示がセットになって考えていただくことが重要ではないかと思いま

す。 

２点目として、今回ありがたいと思いましたのは、52 ページにございます制度施行後の

見直しということが実際になされるとされていることです。これは制度そのものの見直し

がありますけれども、そのためには、そのときそのときの政権の在り方ではなく、エビデ

ンスが必要です。例えば仮に株式会社が入ったとして、私は株式会社の保育の質がいい、

悪いとは一度も言っておりません。さまざまな施設形態において、幼保一体化をしていく

ことが本当に子どもにとって意味のあるものであるのかというアウトプットをきちんと何

らかの形で実証していきながら、国としてエビデンスを出しながら振り返らない限り質は

改善されません。５年経って、またそのときの政権の思いで制度が見直されるのではなく、

長期的に持続可能な形の体制のための見直しがセットになるよう入れていただきたいと思

います。 

プラスアルファで申し上げれば、例えば小学校以上であれば、カリキュラムを設定した

ら学力が保障されているかどうかというのは、現在では国立教育政策研究所を中核にして、

学力テストとがいいとは思っていませんが、学力テストなどが一つの方法になって検証さ

れています。しかし、そうした実施をしていく乳幼児の政策部分についてのエビデンスを

集めるナショナル機関が、まず日本にはありません。ここに「子ども庁」というものをつ

くるのであればセットで、本当は韓国やイギリスなどでは、子ども家庭省（仮称）と一体

になって、子ども家庭のデータを集める研究所があって、政策の実現をきちんと評価して

いるわけですから、国立教育政策研究所の中にせめて幼児教育部門なり、乳幼児部門を設

定して、今回の政策がきちんと評価されているのかをお考えいただくことが是非、今後セ

ットになっていくことが質の向上のために不可欠ではないかと思います。これが２点目で

す。 

３点目でございます。前回、私は今回が最後であれば、やはり「教育」、「保育」の用語

の使い分けを明確にすべきであると発言させていただきました。35 回もやって大変だった

のはわかっているのですが、結局、基本制度ＷＴで議論をし、幼保一体化の理念やこども
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指針（仮称）のワーキングチームで議論がなされなかったがゆえに、保育・教育内容部分

が手薄になっております。 

補助資料の３ページをごらんください。先ほどの蝦名課長の御説明によれば、総合こど

も園（仮称）においては、少なくとも４時間の教育時間、学校教育法に当たる部分が「学

校教育」と呼ばれ、乳児保育をしていれば乳児の部分並びに４時間以外のプラスアルファ

の部分が「保育」と呼ばれるというのが、今度の総合こども園法（仮称）の文言上に位置

づく正確な法の定義になるはずであります。 

それを今、御説明になったわけです。私はそれは大変承服しがたいのですけれども、法

制上やむを得ないとすれば、お手元の３ページの資料で見ていただくと、学校教育法 22

条にある「幼児を保育し」という言葉と、児童福祉法 39 条にあります「乳児または幼児

を保育することを目的とする」。これらの文言において、私どもは 130 年の歴史で、「保育」

という言葉を共通の営みとして使ってきています。 

それに対して、総合こども園（仮称）は目的概念で学校教育と児童福祉で「教育」と「保

育」という語を分けて、今回法律で規定するという御説明でありました。新たに法制度を

つくるためにやむを得ないのであれば、それは納得しがたいのですけれども、やむを得な

いと考えてます。しかしお願いしたいのは、総合こども園保育要領（仮称）あるいはこど

も指針（仮称）においては、現行の学教法で今、申し上げた 22 条並びに 39 条にある、「保

育する」という営みを指す「保育」という言葉を使用できるように考えていただきたいと

思います。 

恐らく法制上、同一の法律の中で、違った意味合いで「保育」という言葉を使えないと

いうことは、私は了解しています。しかし、違う法律なり告示においては、「保育」という

言葉を、違う語意で規定できるはずであります。それは私も専門家にも聞いてきました。

私たちは共通の理念として、保育所も幼稚園も認定こども園もみんな「保育」をやってき

たのです。ですから、そこの用語としては養護と教育の一体としての「保育」というもの

を乳児から学校に至る前の部分、また、学童保育においても使っているというところをき

ちんと使えるのかどうかについてはお答えいただきたいと思います。私の願望としては、

こうした意見を述べておきたいと思います。 

 以上、３点です。 

 もう一点だけ細かいことですけれども、本当に個人的なことでございますが、多様な地

域型保育給付（仮称）におきまして、事業所内保育所を位置づけていただいています。「た

だし、今後、事業所内保育施設については、その利用形態も踏まえつつ、新システム等に

おける取扱いの在り方を検討」とございます。是非前向きに検討をしていただきたいと思

っております。私が働いております東京大学にも事業所内保育所が新たに４か所、全部で

学内に７か所保育所をつくり、働く人たちのワーク・ライフ・バランスを考えてつくって

きています。そういう事業所内でやっている保育施設に対しても給付が付くように、是非

お考えいただきたいと思います。 



53 
 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 今日、最後に皆様方にお諮りをさせていただきたいと思っていたのですけれども、ほか

にも若干修正をしなければならない部分があったと思っていますので、その点については

私に一任をしていただければと思っています。したがって、先ほど保護者の観点からの情

報開示の部分に関しては、どうぞ。 

○村木政策統括官 義務化をどこまでするかとか、そういうことが望ましいということで、

情報開示をできるだけ積極的にというのは、先生のお考えのとおりだと思いますが、どこ

まで義務として課すかというようなことは、相当きちんとした検討が要ると思いますので、

すぐに項目を増やすというのは難しいように思います。 

○園田座長 項目というよりも、観点ですね。「保護者の選択に資する」という。 

○村木政策統括官 そこの書きぶりですか。 

○園田座長 そうですね。それは大丈夫ですか。 

○村木政策統括官 それはまさに保護者がその観点から選ぶであろうということを前提と

して書いただけなので、それをもう少し明示的に書くということは可能だろうと思います。 

○園田座長 それは私に御一任をしていただければと思います。 

○秋田委員 あと、３つ目の情報開示は、何が義務化すべきかに検討を要することはよく

わかりますので、義務化すべきことと奨励すべきことをきちんと判断し、しかしながら、

質の評価という観点からもう一度、保護者の選択ではなく、質の確保・向上の観点から、

この開示項目を考えていただきたいと思います。 

○園田座長 それから、最後の「保育」の定義の部分ですけれども、先ほどもお話をさせ

ていただきましたが、３歳からの学校教育における「保育」と、それ以外のところの「保

育」ですね。各法律に規定されている「保育」というものをそのまま今回この中に入れ込

んでいこうと考えています。 

したがって、言うなれば、１つの制度の中で「保育」という形が、学校教育における「保

育」と児童福祉法上における「保育」といったものになっていきますけれども、実態的に

申し上げるならば、当然ながら今までに行ってきた保育の理念が何か大きく変わるわけで

はないと考えておりますので、その点は誤解のないようにしていただければと思います。 

○秋田委員 園田座長が言われたように、学校教育の中で「保育」という言葉が使えるん

ですね。 

○園田座長 新制度の中で学校教育としての「保育」というものが、今回入りますよとい

うことです。 

○秋田委員 学校教育としての「教育」を法律上は規定しなければならないという御説明

だったので。 

○蝦名課長 法令上、総合こども園（仮称）は学校教育を満３歳以上のお子さんに対して

行うと。また、満３歳以上の子、満３歳未満児も含めて、保護者の就労時間に応じて保育
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をやる。その場合の「保育」は現在の児童福祉法上の「保育」と意味を固定する必要が法

令上はありますので、総合こども園法（仮称）の中では、「保育」といった場合には児童福

祉法上の「保育」を指すということにはなります。 

更にそこから先、具体的な指導の内容でありますとかについては、当然ながら総合こど

も園保育要領（仮称）に譲らないといけないですし、そこで具体的にどういうような働き

かけ、取組をしていくのかということは規定していくことになると思いますけれども、今

すぐこの時点で「これがこうだ」というのを申し上げるのは難しいところです。少なくと

も今まで学校教育の指導方法に着目した側面として、「保育」という用いられ方をしてきた

ようなことについて、総合こども園保育要領（仮称）の中でどうなるか、まさにこれから

検討ですし、法令用語としての「保育」とは別途のものとして、ということでありますが、

引き続き、これまでと同様に用いていただいたらいいのではないかと考えていますし、そ

ういったことが可能になるように総合こども園保育要領（仮称）なども考えていく必要が

あるのかなと思っています。 

○秋田委員 28 ページを見ると、「保育し」ではなく「総合的指導を行い」という文言に

なるというような方向になるのでしょうか。少なくとも法令上、この文言をどういうふう

にするかが議論になるのは、もうずっと前からわかっていることであります。私だって数

日の間にいろいろな人に聞くことができるので、是非行政の方でも法制上どういうふうな

扱いでこの文言が使えるのかという、可能な限りで「保育し」という方法の部分について、

総合こども園保育要領（仮称）なりで使えるのかどうかということは御検討いただけると

前向きでよろしいのではないかと思います。 

○園田座長 わかりました。法制化までに整理をさせていただきたいと思います。 

○無藤委員 一言だけ加えたいのですが、総合こども園（仮称）などの法令上の扱いの御

解説は事務局からあったとおりだろうと思いますけれども、総合こども園保育要領（仮称）

につきましては、こども指針（仮称）ワーキングチームである程度議論をして、別に最終

決定というわけではないですけれども、中間的には整理してあります。お手元の資料２の

60～61 ページを開いていただくと、これは何度も何度も配られている資料で、大分前につ

くられたものですけれども、今日配られた以上はこれが基本的に生きていると理解してい

ます。 

 その中で、例えば施設における子どもに対する具体的な指導、援助の方法については、

最終的に「保育」という用語を使用することとするという言い方になっております。また、

下のポンチ絵でありますけれども、０～６歳過ぎまで「養護」、「教育」という形でそれぞ

れの定義の簡単な説明があります。その場合の「教育」と「学校教育」という言い方は使

い分けているとは思いますけれども、最後の御指摘などはここに関わることで、これが多

分今回の最終的なまとめ案、また、総合こども園法（仮称）と法的な解釈で矛盾をしなけ

れば、基本的にはこれが生きると私は理解しています。 

○秋田委員 ありがとうございました。よくわかりました。 
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○園田座長 両角先生、どうぞ。 

○両角委員 両角です。 

 私もこれから日本で社会のリソースを子どもにもっと向けていく器として、このとりま

とができたというのは、とてもよかったと思っています。しかし、幾つか残念に思ってい

る点もありますので、将来の課題と私が考えることを３点述べさせていただきたいと思い

ます。 

 まず１つは、前回も申し上げたのですが、地方版子ども・子育て会議（仮称）が「でき

る」規定になっているのは、やはり私としては残念に思います。今回いろいろな新しい制

度がスタートをする中で、それを施行してみて初めてわかってくる問題も必ずあるはずだ

と思います。その現場というか、当事者に近い市町村のレベルでいろいろな人が参加する、

特に子育て当事者が参加できるプロセスをつくることで、その問題を具体的に発見して、

それを施策にフィードバックしていくというのは、非常に重要だと思います。 

 更に施行後、法自体の見直しも予定されているのですが、その見直しを有効なものとす

るためにも、やはり市町村レベルからのフィードバックが必要になってくるのではないか

と思います。そういう重要性を考えますと、これは市町村が設置できるという権限ではな

くて、設置する責務があると、本来はそうあるべきではないかと思っておりまして、少な

くとも将来はそれをどういうふうに、例えば努力義務にするのか、いろいろなことがある

かと思いますけれども、設置するのが責務であるという方向に検討をしていただければな

と思っております。 

 ２番目は、ワーク・ライフ・バランスについてです。これも今回は改正なしということ

で、今後の課題ですが、理念的な問題にも関わると思いますが、良質の教育・保育を保障

することと、親のワーク・ライフ・バランスというのは、子どもの幸せの両輪ではないか

と思います。したがって、ワーク・ライフ・バランスの問題もこの新システムと密接不可

分の問題として、平成 27 年以降に是非検討を進めていただきたいと思います。 

その際にワーク・ライフ・バランスのイメージも、必ずしも従来のように女性が長期に

わたって就労を中断するとか、非常に制限するとか、そういうことに限らない、もっと新

しい考え方でワーク・ライフ・バランスを描いていくことも必要ではないかと思っており

ます。 

第３番目に質の改善についてです。これは今日の資料だと 50 ページに、やや小さい文

字で列挙してあります。いずれも重要だと思いますが、これは私が親として、子どもを保

育所や学童保育に預けている親としての実感として言いますと、一番大事な質はよい先生

に見ていただくということが、教育の質においてはずば抜けて重要ではないかと思います。

その点から言えば、職員の待遇改善はかなり緊急の課題ではないかと思っております。特

に学童の指導員、保育士の方について、必要な人件費に財源が回されるように、是非配慮

をしていただきたいと思っております。 

以上です。ありがとうございました。 
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○園田座長 ありがとうございました。 

 次は宮島さんと田中（啓）さんからもお願いいたします。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 ここまでの長い議論のとりまとめを本当に感謝しております。いい点がたくさんある新

システムですので、まずは本当に進めましょうという気持ちになっております。ただ、こ

れまでも繰り返し述べてきたことも含めて、心配があることを２点ほど、確認したいと思

います。 

 新システムは長いこと動かなかった子どもの環境の改善という、国民の大きな課題への

策であると思います。ですから、みんな財政やいろいろ苦しい中で、「子育て支援にはとに

かく税金を投じましょう」ということになったのだと思います。ですから、今回の新シス

テムは必ずその期待に応えなければいけないものだと。非常に重いものだと思っておりま

す。 

 一般の人、子どもを持っていない人にも、だれが見てもわかる、「これはまずいだろう」

と思う中の一つに、働きたくて復職したいのに受け皿がないということが、厳然として都

市部を中心にあると思います。復帰を前にして受け皿がないために会社を辞めようかと追

い詰められている人。あるいはずっと不安で「保育活動」をしなければいけない育休期間。

それから、今、十分ではない環境に置かれている子ども。そういったことに対して、必ず

改善をすることが国民の期待だと思います。ですから、この新システムを扱った新聞記事

などでも、その１点だけが一番重要というわけではないにしても、これで待機児童の解消

が実現するかどうかということは、大きく注目されていると思います。 

保育の現状を見ますと、質の向上、量的な拡充ともにとても必要だと思いますけれども、

優先順位としては、とにかく必要な子ども全員に最低限、今、必要とされる水準の保育や

教育を行き渡らせること。これをどの子どもも取りこぼさないようにすくっていくことな

んだと思います。 

例えば今回 22 ページに追加された職員の配置基準を改善するということは、非常に望

ましいことですし、もちろん非常にいいことだと思いますけれども、もしも職員の配置基

準など質を上げることを優先した結果、猶予期間がないままに保育士不足の状態で新シス

テムに突入して、今までやってきた認証保育所や認可外の保育所が切り捨てられたり、も

しくは閉めてしまうというようなことがあるのではないかと心配しています。つまり、既

に一定の状態にある子どもたちの質の改善ももちろん必要ですけれども、それをお金の投

入先として優先して、今、不十分な状態にある子どもの方には、お金が十分いかないとい

うようなことになるのは、やはり避けなければいけないことだと思います。 

今、不利な立場でもずっと保育に携わってこられた事業体の方々、今、不利な形にある

子どもの処遇を底上げするということが一つ非常に大事だと思っておりまして、現状、認

可外の事業体やそれを利用している方々が不安に思っているということを心配しておりま

す。これに関しましては、質というのはいろいろな見方がありますけれども、現実に例え
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ば配置基準が十分ではなくても、職場と保育の板挟みになっている保護者に対して、子ど

もに対して、非常に丁寧にやってくださっている、非常に良質の認可外保育所もあるとい

うことは、ここにいる皆さんも御存じだと思います。とにかくそういう方々も含めて、確

実に底上げするということが必要だと。ここが切り捨てられるのではないかという心配が

あります。 

どうして心配かと言いますと、認可外の支援は自治体に余裕が生まれたらやるだろうと

いう考えの流れだと思いますけれども、実際問題として、ここは確実に担保されたわけで

はないと。21 ページもありますように、今、認可外は先取りプロジェクトという策があり

まして、認可外も支援をするということにはなっているんですが、実際には自治体によっ

てやっているところもあるけれども、やっていないところもあると思います。 

また総合こども園（仮称）への移行では、さまざまなルールの中で、本当に必要なのか

と思うものもある。例えば 33 ページには、総合こども園（仮称）には園長、保育教諭（仮

称）、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、調理員を必置とすると書いてありますが、例えは

薬剤師という者が必置であるということが、いろいろな形で負荷になって、移行の歯止め

になってしまわないかというようなことも心配します。あとは子ども・子育て会議（仮称）、

これまでの方がお話になったように、子ども・子育て会議（仮称）をどういう構成員でや

るかに関しては、非常にキーになってくると思います。 

私どもは今後は直接意見を申し上げることは少なくなってしまいますので、園田政務官

や事務局の方に今回のこのシステムが確実に認可外も含めた、今やっている方々の底上げ

と子どもの環境の向上につながるというようなことを確認させていただきたいと、思うの

が１点です。 

もう一点は、放課後児童クラブです。こちらも書き方をいろいろと工夫されたのだと思

いますが、小学生に必要なものは保育園児とはまた違うものもあると思います。保育所以

上に自由なところから出てきた放課後児童クラブですので、かなり特徴のある児童クラブ

もたくさんあります。今、質や配置基準を決めるということは、もちろんとても大事なこ

とです。それを大事なことと認めながらも、今やっているさまざまなところのよい特徴の

部分を削るようなことがないように、その自由度が十分生かされるような形になるように

ということを強く願っております。 

今の不安である、本当にこのシステムが待機児童の解消、ある程度はなると思いますが、

実際に環境がよくない施設や子どもさんたちの状況改善により確実につながるのかどうか、

お言葉をいただければと思います。 

○園田座長 ありがとうございます。 

当然ながら、認可外保育も含めて、保育あるいは子どもを育てる施設という底上げを今

回、新システムの中でやっていこうと考えておりましたので、先ほど秋田先生からもお話

がありましたが、財源をきちんと確保していく上で、そういう実際の取組、あるいは都道

府県の取組と併せて、私どももしっかりやっていく必要があるのではないかと考えていま
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す。 

 その上で当然、放課後児童クラブは今回こういう形で位置づけさせていただきましたの

で、先ほども少し話がありましたけれども、地域差があると。待機児童もそうですけれど

も、そういった点では、まずニーズと取り組んでいただく基礎自治体がその状況を把握し

ながら、どこにどれだけ分の施設と人員、さまざまな財源措置をやっていけばいいのかを

きちんととらえていただく必要があると思います。その計画をしっかりつくっていただく。

それによって必ず待機児童の解消になっていくと確信をしているところがございますので、

是非このシステムを稼働させていきたいと考えています。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 特に基準に対して微妙な立場くらいにある施設をどのようにしていくかということは、

やり方によっても違いますし、それによって救われる家庭や子どもさんがいるということ

はすごく大事だと思うので、そこの経過措置や仕組み方を是非よろしくお願いいたします。 

○園田座長 田中（啓）先生、どうぞ。 

○田中（啓）委員 お時間をいただきまして、ありがとうございます。時間がありません

ので、１点のみ簡潔にコメントをいたします。 

先ほど両角委員から、地方版子ども・子育て会議（仮称）の必要性について、義務づけ

が望ましいという御意見がありましたが、私も同感であります。私たちが 20 回にわたり

まして、この場でいろいろな関係者の方が来られて、意見交換をしたということのメリッ

トを考えますと、行政が個別にヒアリングをすることとは全く違うということは明白です

ので、そういった意味でも必要かつ義務づけが望ましいと思っております。 

その上で資料１の 44 ページをごらんいただきたいです。一番上に地方版会議に関する

記述がありまして、ここでも３行目に地方版子ども・子育て会議（仮称）を設けることが

必要と書いてあります。必要と書いてあるんですが、ただし書きの※を拝見しますと、小

規模の市町村の事務負担と書いてありまして、これを合わせて見ますと、「必要なんだけれ

ども、大変なところはいいよ」と読めてしまいます。これは非常に違和感を感じますし、

ある意味、国民なりあるいは子どもにとって失礼な表現ではないかと思います。 

ですから、私は義務づけが望ましいと思っているわけですが、客観的な判断として、そ

れが今回は難しいということでありましたら、ここは事務負担というような文言ではなく

て、もう少し多くの方が納得できるような表現に直していただきたいと思います。 

以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 駒村先生、どうぞ。 

○駒村委員 難しい調整の末にたどり着いた案でございますので、関係者の皆様にも敬意

を申し上げたいと思います。 

 残された問題は私もあるかと思います。ワーク・ライフ・バランスに関わる問題も残っ

ているのではないかと思います。こういった点については２段ロケット方式で、次の見直
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しのときに更に改善をしていただきたいと思います。 

 秋田先生から話がありましたエビデンスを収集して評価すると。こういう調査研究機能

は、本来は持っていただく方がいいのではないか。これは子ども・子育て会議（仮称）は

担当部局の中にそういう機能があると。これはどこで読めるかわかりませんけれども、そ

ういう部分があった方がいいのではないかと思います。経済界の方から企業負担について

は、いろいろとお考えがあるかのように、先ほどもお話がありましたけれども、国家社会

の構成員として企業負担が制度化されたことについては、私はそう評価をしましたので、

高く評価をしたいと思います。 

 今後の扱いについてお願いしたい点が２つございます。いろいろな方から、あるいは自

治体の方からもまことにわかりにくい制度であるというお話を聞きます。早急にわかりや

すい、一般の方が見てもわかるような形のパンフレットをつくっていただきたい。そうし

ないと、法律にたどり着かないのではないかと心配をしております。 

 更に、ここから先の話はどうするか聞いておきたい部分でありますけれども、めでたく

法律にたどり着いた先ですけれども、公定価格や公的契約、市町村新システム事業計画（仮

称）等、実は大変重要なことがまだ政省令にゆだねられる書き方になっておりますので、

こういう重要項目は制度の成否を左右する大きな要素になりますので、是非とも関係者が

関われるような形で、そういう細かい、しかし、重要な部分についても作業を進めていた

だきたいと思っております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 おっしゃるように、PR といいますか、ようやくこれで方向性が定まってきたところも

ありますので、これからそういったツールも使いながら、少しでも周知に努めさせていた

だければと思います。先生のおっしゃるように、法律が通った後の政省令の部分は大変多

くありますので、そういった点では、また個別か、あるいは何らかの形で皆様方に御意見

をちょうだいしながら進めていくといったところは考えていきたいと思います。 

 それでは、オブザーバーの皆様方から一言ずつちょうだいしたいと思いますので、いつ

も小田先生が最後になりますので、小田先生からお願いします。 

○小田委員 ありがとうございます。 

 もう言わなくてもいいのかなとは思いますけれども、オブザーバーとは言え、ここに参

画できたことについては感謝したいと思っております。大変いい勉強になったと思います。

ただ、基本的に自分自身が 40 年近く教育課程や保育・教育というものの理論構成をやっ

てきた者にとっては、大変つらい結論に行きつつあるという点だけは申し上げておかなけ

ればならない。やはり質を問うてきたはずなのに、いつの間にか、やってきたことが目の

前のものをうまく重ね合わせながら、うまくやってきたような形になりつつあるという点

について、本当にそれでよかったかどうかは、秋田先生もおっしゃいましたけれども、５

年後なり何年なりにこれを見直すときに、本当に大事なことだと思っていますし、駒村先
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生がおっしゃったように、まだ細かな点で幾つか残っている点がある。これについては任

せてくださいと言われるのは、私は納得がいかなくて、やはりワーキングチームなりを開

いて、大枠はこれでいくとしても、細かな法令上の問題はもう少しきちんとしていただき

たいというのが１点。 

 もう一点、これは子ども・子育て新システムに関する基本制度です。ここを忘れて、い

つの間にか、子ども・子育て新システムではなくて、何か幼保一体化新システムをやって

いるような形になってしまう。それが書いてある１ページが、子どもは社会の希望であり、

未来をつくる力であると書いてあります。このリード文が読めないんです。ここをきっち

りと書いてもらいたい。もう少し子ども・子育て新システムというのは、幼稚園や保育所

に行っている子どもたちだけではなく、幾つかここに書かれていますが、新しいものも出

てきたし、システムとして放課後とかさまざまなものが出てきているけれども、御家庭に

いらっしゃる主婦の方で子育てをしていらっしゃる方々が、これにどう参画できるのか。

これがどういう形で見えるのか。 

子ども・子育て新システムに関する基本制度の中には入っているわけですね。すべての

子どもたちが入っているという形で、もう少しここを読むことによって、「質が変わってく

るんですよ」と。それに対して、しっかりと目を見開いて、「さまざまな形の選択もできま

すよ」ということを御家庭にいても、また、「次にステップを踏むときにはこんな形が存在

しますよ」というものを見せるところが必要だと思います。 

 それから、ワーク・ライフ・バランスの問題とかに絡んでくるけれども、ここはあまり

にも軽々しく書かれている。やはり 30 何回やってきたときに、子どもを中心に話し合っ

たのですから、子どもがより豊かになるためにこの会議で基本制度を話したんですという

形のものがしっかり出てくると、少し納得できるんですけれども、技術的な話をずっとし

ていたような感じになってくるのが非常にしんどいなという思いがしています。 

 是非そのリード文の辺りをしっかり書いていくということで、このアピールをしてくだ

さればと。私はオブザーバーとして参加していますので、あまり物は言えませんけれども、

感謝しています。ありがとうございました。 

○園田座長 どうもありがとうございます。 

 金山さん、木幡さん、続いてお願いいたします。 

○金山委員 マミーズ・ネットの金山です。 

 前回と今回とお示しいただいた先駆的な取組事例案を見せていただきまして、実に多様

な取組がありました。それぞれの地域の実情に応じた幼児期の学校教育、保育、子ども・

子育て支援事業の実施が、この新システムによって全国で可能となるのではないかと思い、

それに大きな期待を寄せております。 

 ここで２点お願いがございます。まず、幼保一体化のワーキングチームでは、学校教育、

保育の質の向上の重要性について、何度も検討されてきたと思います。その立場からする

と、21 ページの「質の確保・向上の観点から、職員配置基準の引上げ等を検討する」とい
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う文言だけで大丈夫なのかなと少し不安になっております。現時点では、大きな制度をま

ず動かすことが大切であるということも理解しておりますが、職員の配置基準の引上げな

どを検討するというのでいいのかなと思いました。それについて、52 ページに制度施行後

の見直しを明記していただいたことで、今後、質の向上を保証するための具体的な取組事

項の見直しが図られるのだと理解しております。そのためにも子ども・子育て会議（仮称）

が有効に機能することを願っております。 

 次に、ほかの委員さんからもたくさん発言がありましたが、新システムの周知について

です。利用者である子育て家庭の人たちは、目の前の子育てに精一杯で自分の子育てに必

要な支援の情報等が得られにくいという現状が、今、支援をしている実際の現場でも多々

起きております。それに対して子育て支援コーディネーターの配置はとても重要だと考え

ています。それに加えまして、今、実際に活動している地域の子育て支援の支援者の人た

ち、地域子育て支援拠点事業の従事者や保育者、保健士等々がまず新システムを正しく理

解して、利用者に正確な情報が伝わるようにすることも必要ではないかと考えております。 

 また、この新システムはこれから子育てを始める世代にとって大変有効なシステムであ

ると思っていますが、どうも若い世代の関心が薄いことをもどかしく思っています。私も

大学教員の一人として、若い世代の人たちに周知していきたいと考えておりますが、これ

から社会に出る人たちに対して、「もうちょっとすごくいい制度なんだよ」と。ちゃんと実

行できるようにというアピールがあるといいのかなと考えております。 

 最後になりますが、社会全体で見ますと、まだまだ困難な問題が山積しているその世の

中を次の世代に渡さなくてはいけません。そんな社会を担っていく人たちが希望を持って

子育てができるという、このシステムを次の世代に手渡すことができることを子どもの親

としても、とてもうれしく思っております。御尽力くださった皆様方に感謝を申し上げた

いと思います。ありがとうございました。 

○木幡委員 金山さんがおっしゃったように、やはり質の向上はとても大事なことだとは

思いますけれども、この幼保一体化の目的にも書かれておりますように、質の高い学校教

育・保育の一体的提供。その下に「世界に誇る学校教育を」と書いてございます。 

既にかなり質が高いわけですから、その質を更に向上させることと、それらの恩恵を受

けられない人たちをまず輪の中に入れてあげることとどちらが大事か。その２つをてんび

んにかけたときに、今は後者ではないかと私は思っております。 

 もちろん、増やすための質の向上ならいいんですけれども、あまりここで細かく基準を

決めてしまって、数が増えなかったり、最悪のケースとしては数が減ってしまったり、特

にもともと基準の厳しい０－２歳を受け入れる園を増やさないといけないわけですから、

そこはなおさらではないでしょうか。  

 まずは親の就労に関係なく、すべての子どもをシステムの輪に入れてあげて、それで今

以上の質の向上はその後にできないかと思っております。やはりいろいろな課題がたくさ

んあって、いろいろな方がいろいろな要求をおっしゃいます。すべてを同時にはできませ
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ん。ならば、やはり重要な順にプライオリティーを付けて、一つひとつやっていくべきで

はないかと考えます。  

毎回同じことばかりを言って大変恐縮ですが、この改革で何としてでも、待機児童を解

消しなければ、この国は10年も20年も一体何をやっているのかと言われかねないと思いま

す。この問題の複雑さは、実は一般にはあまり理解されておりませんで、「足らないなら増

やせばいい、何でそれができないのか」とみんな疑問に思っているわけです。つい昨日も

１歳４か月の子どもがいる、私の同僚が、空きがなくて保育園に入れないかもしれないの

で、４月復帰を延長するために会社にやってきました。なぜこの時点でおいても「入れな

いかも」と言っているかというと、今まだ結果が出ていないんです。それが今のこのシス

テムなんです。  

私は事業主体が何であっても、いいものであれば大歓迎というスタンスで、普光院さん

のメーリングリストにはあまり出てこない親のタイプですけれども、民間であってもいい

と思いますが、そういうのも彼女のすぐ近くにはないそうです。恐らく彼女は４月に復帰

はできません。復帰できるかできないかは、企業の側にとっても大きな問題ですし、彼女

の今後のキャリアの設計にも関わってくることです。悲しいことに、今、出産がリスクの

ようになってしまっているわけです。そういうことが少子化の一つの原因になっているし、

社会保障制度の根幹が揺らいでいるという部分もあるかと思いますので、是非目に見える

形で、きちんと結果を出していただきたいですし、待機児童の問題はこれで本当に終止符

を打っていただきたいと強く思っております。  

 そのためにも、是非ともお願いをしたいのは、今後いろいろな細かい基準を決めていく

プロセスですね。どのように決められるかはよくわかりませんけれども、それを是非この

会議のメンバーですとか、国民も知りたいと思いますので、みんなが見えるような形で、

公開していただけたらと強く願っております。  

 最後にこれは言おうか言わないか迷ったんですけれども、この会議に出て、残念ながら、

幼い子どもを持つ母親が働くことへの抵抗感とか、子どもが小さいうちは親が面倒を見る

べきだという考えが、今もやはり根強くあるんだなと感じました。これがもしかしたら幼

保一体化の最大の壁になっているのかもしれないと思っております。今日もこうやって会

議が長くなってしまうと、どうしても子どもを待たせてしまう時間が長期化してしまうの

ですが、一つだけ申し上げますと、働いている親でも働いていない親でも同じだけの愛情

を持って子どもを育てています。預ける時間の長短のみで、その度合いを判断しないでい

ただきたいと思います。もっと言えば、ワーク・ライフ・バランスの観点から、是非男性

の育児参加をもっと国を挙げて進めていただきたいと思います。そうすれば、預ける時間

も変わってくるかと思いますので、是非最後にその点も付け加えさせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

○園田座長 長時間になってしまってすみません。 

 本当に貴重な御意見をありがとうございました。なかなか難しいところもありますが、
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社会全体でしっかりと、この子ども・子育て新システムをつくり上げていくという風潮が

この改正を、進歩という形ですけれども、できていくきっかけになればなと。それによっ

て多くの人々が子育てに対して、子どもに対して目を向けていただけるような状況がつく

れればなという思いも込めさせていただいておりますので、是非また木幡さんからもいろ

いろなお仲間に広めていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうござ

いました。 

 それでは、菅原さんと古渡さん。 

○菅原委員 私はオブザーバーで、最後ですから、少し大らかな発言で終わろうと思って

いました。私の申し上げたいことは今日の委員提出資料にありますので、それに尽きるか

と思います。 

 ただ、一言二言補足的に申し上げますと、戦後 65 年間の中で子どもの問題を中心にい

ろいろな方々の参加の下で議論され、一定の案ができ上がったことについては、子どもや

保護者、私たち保育を担う事業者にとっても喜ばしいことだと思っております。そういう

意味で、30 何回ですか。これまで相当の回数だと思いますが、喧々諤々の議論をして、こ

こまでまとまったということについて、私は深く感謝を申し上げたいと思います。また、

その一員として参加できたことについても、感謝を申し上げたいと思います。 

 私の提案にも出ておりますように、まだまだ検討しなければならない課題がたくさんあ

ると思います。これは是非ワーキングチームの再開を含めて、これから更に詰める場を設

け、いろいろな意見を反映させる方向でまとめていただきたいと思います。先ほどから出

ていますように、法律が決まった後、政省令の具体化や、地方自治体でどのように取り組

むのか等、具体的で実際的な課題もたくさんあろうかと思います。子ども、あるいは利用

者、自治体を含めてしっくりいくような制度設計ができれば、前に進めていくことができ

るのではないかと思います。 

 さらに、もう少し理念がきちんと常に見える方向の議論を続けて頂きたいと思います。

今後のこども指針（仮称）と総合こども園保育要領（仮称）について、３歳未満児と以上

児の発達の連続性の問題、あるいは小学校とのつながりの問題を含めて、日本の子どもた

ちにとって一貫した一つの指針になるようきちんと創り上げていく必要があると考えます。

これは決してその上から創られるものではなくて、これまでの経験を踏まえて、皆で議論

をしながら、日本の子どもたちの育つ方向について、要領等で具体化していければよろし

いのではないかと考えます。 

同時に、これはある程度急ぐ必要があるのではないかと思いますので、是非その辺のと

ころを最後にお願いしたいと思います。そうした流れで実現するためにも、何としても国

会で財源を確保していただきたいと思います。ぜひ、与野党で真剣に議論をし、財源化を

していただきたいと思います。これは前政権でも子どものための大幅な財源確保の必要性

は消費税との関連でも提案され、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の際にも１兆円

以上の子どものための追加財源が必要である等が提案されていたと思いますので、与野党
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でしっかりと議論をしていただきますよう、再度お願いします。 

以上でございます。どうもありがとうございました。 

○園田座長 古渡さん、どうぞ。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の古渡です。 

最後になってしまいましたけれども、実は最後になってみてすごく感じたのは、この大

きなシステムがようやく動き出す方向になってきたのだなという観点がすごく痛烈に伝わ

ってきます。 

ただ、認定こども園をやってきてという観点でお話を最後にさせていただきたいのです

けれども、実験的にここまでたくさんの認定こども園（仮称）が幼保連携型、幼稚園型、

保育所型、地域裁量型といろいろとあるんですが、やってきた検証をどこかでやっておか

ないといけないのではないかというのが一つあると思います。その観点で資料１の２ペー

ジですけれども、スケジュール案が今回出されていると思います。せっかくここまでのス

ケジュール案が出ているのであれば、逆に言えば、このスケジュール案で今の認定こども

園（仮称）がどういうふうになっていくべきかを考えなくてはいけないのではないかとい

うのが、実は考えたところです。 

もう一つは、これは本当の現場的な心配です。正直言って、全国の認定こども園とかも

ちろん、幼稚園、保育所もすべてそうだと思いますけれども、この中で抜けていることが

１つあるのではないかと思ったのが、市町村の役割の中で、実施主体はもちろん、基礎自

治体、市町村でいいと思っております。ただ、非常に悲しいのは、「都道府県と連携し自由

度をもって」となっていますが、要するに指定を受けた施設との本当の連携をきちんとや

らなければ、それは多分動かないのではないかと思います。要は実際のところ、心配事は

市町村の中で本当に各施設を最高にレベルを上げ、かつ質を担保し、やっていくためには

もちろん、都道府県との連携は必要だと思いますが、現場との本当の連携がなければ、こ

れは動かないのではないかと思っています。 

その意味では、逆に若干ですけれども、もしこれから論点を積み重ねていく中で、実は

この辺をきちんと入れていただかないと、多分現場の方が、直接我々は現場で子どもと親

御さんを直接見ています。でも、現場の一番大事な言葉が実は抜けているような観点があ

ったものですから、最後になってしまいましたけれども、この大きな新システムが本当に

日本の 20 年後、30 年後の子どもたちの仕組みで成り立つためにも、是非今の観点も必要

ではないかと思いましたので、オブザーバーとして発言させていただきました。どうもあ

りがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 大日向先生、無藤先生からも一言ずつどうぞ。 

○無藤委員 本当に一言。１年半という長い時間、その間に大災害も含めた、さまざまな

ことがあって、私は非常に個人的には何回か、これはもう無理だとあきらめるべきではな

いかと思ったことがあります。しかし、委員の皆様、政務官、事務局、言わば本当に全力
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で、今、子ども・子育てというものを改めて一つのシステムとしてつくり直さないと、日

本の根幹の未来に関わるんだと。私はそういう認識は共有して、ここまで来たと、極めて

感慨深いとしか言えないんですけれども、思います。 

 もちろん、今日さまざまな御指摘で、今後に残されたというよりは、すぐにでも取り組

むべきことが多々あるわけですけれども、それはもちろん丁寧に議論を重ねていかなけれ

ばならないし、特に政務官におかれましては、私はよくわかりませんが、国会という厳し

い環境なんだろうと思いますけれども、御努力いただくことになると思いますが、それに

しても、とにかく基本となるところが今日おおむねできたということで、今後多少は明る

い展望を持って、我々はそれぞれの仕事にまた戻っていけるところはあると思いました。 

 以上でございます。 

○園田座長 大日向先生、どうぞ。 

○大日向委員 ２年前の 1 月 29 日、皆様は御存じだと思いますが、子ども・子育てビジ

ョンが制定されました。そして、それに続いて新システムの制度案要綱が打ち出されまし

た。私はそれを拝見したときに、社会の皆で子ども・子育てを支えるという理念が本格的

に動き出すことを大変嬉しく、夢を思って読みましたが、一方で同時にそれが本当に可能

なのだろうか、この制度案要綱に即したものが本当につくれるだろうかということは不安

いっぱいでした。それから半年後に３つのワーキングチームがスタートしたわけです。そ

して、１年半を経て、今日を迎えることができましたことは、私はある意味で奇跡だと言

ってもいいくらいの成果を盛り込んでいただけたと思います。 

 もちろん、新システムは制度案要綱に照らしてみますと、100 点満点のものではありま

せん。でも、幾つか課題が明らかになったということは、皆様のお力添えでここまで本格

的に子どものために議論を重ねた結果、これからの課題が新たに見えてきたと考えること

もできるのではないかと思います。先ほど議論が技術的なことに偏向してはいけないとい

う御意見もありましたが、私が関わらせていただいた幼保一体化に関して申しますと、幼

保一体化の議論は、すべての子どもに、親の生活状況に関わりになく、また、住んでいる

ところの地域の状況に関わりなく、すべての子どもに良質な発達環境を保障するという理

念を繰り返し、繰り返し、ワーキングチームでは皆様と共有してきたと思います。それが

基本制度ワーキングチームにあげられるとなりますと、具体を詰める必要性もあって、こ

ういう形になったということであって、けっして理念が忘れられたわけではありません。

むしろ理念の上に、議論を展開していただいた結果、こういう形になったのだと思います。 

 皆様のおっしゃるように、法案が通った後、更に残された課題については鋭意詰めてい

ただくことが必要だと思いますが、私は今日を迎えることができましたことを関係の委員

の方を始め、皆様の御尽力、とりわけ政務の皆様、そして、本当に事務局の方々の御尽力

だと思います。昨晩もメールが深夜に届いたことは委員の皆様は御存じだと思います。そ

ういう事務局の御尽力にも心から感謝を申し上げたと思います。そして、この改革は日本

の子どものために、待ったなしで進めていかなくてはならないと考えております。 
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 ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 ほかに委員の皆様方の中で、これだけは今日この場でという方はいらっしゃいますでし

ょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、今日も皆様方から本当にいろいろと御意見をいただきました。何点か修正を

させていただきたいという部分がございましたので、それについてはこのとりまとめの修

正という部分に関しましては、今日いただいた御意見の方向で修文だけはさせていただけ

ればと思っているんですが、そのことに対しまして、何か御異議のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。私にお任せいただいてよろしいですか。 

 どうぞ。 

○北條委員 最後の最後ですみません。小田先生と同じですけれども、これから詰めてい

くことを白紙委任することは、私は組織的に認められずに、今日は来ております。修正に

ついては先ほど確認をしましたように、私どもときちんとすり合わせをしていただけると

いう、その上でのことですか。その確認をお願いします。 

○園田座長 わかりました。当然修正を、「こういうふうに直します」ということを皆様方

に、それぞれ個別にお諮りをさせていただいて、その上で最終文案については、また御提

示をさせていただきますので、御確認をしていただくということで、私に一任をしていた

だけますでしょうか。 

○北條委員 はい。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 それから、この法案の策定に入ります。そういった意味では、先ほども何人かの先生方

からも御意見をいただいて、法案をつくるまでの細かい部分に関しましても、是非このワ

ーキングチームでお諮りをしていただくべきだと。するべきだという御意見をいただいた

のですけれども、私も実はそれを考えておりますが、国会に提出する期間の中で果たして、

また皆様方にこういうふうに集まっていただく機会ができるかどうか、今の段階では何と

も申し上げられません。なるべく努力はいたしたいと考えておりますけれども、最終的に

はどういったものになるかというのは、皆様方にちゃんとお伝えをさせていただきたいと

思っておりますが、意見交換、調整の場というのは当然あると思いますけれども、こうい

う平場の会議体で集まって、それで了承する、しないというのは、なかなか難しいのかも

しれません。それだけは御了承をいただければと考えております。 

いずれにしても、今日修文をさせていただいたとりまとめの方向で、当然法案をつくっ

てまいりたいと考えておりますし、この少子化社会対策会議にしっかりと諮った上で、政

府全体で閣議決定をして、国会に提出をするという段取りになってまいりますが、その過

程でも皆様方には個別にお伝えをさせていただければと考えております。まだ少し検討の

段階で協議をしていかなければいけない部分もございましたので、それもきちんと、それ

ぞれの皆様方と協議をさせていただいて、御納得の上で私もつくってまいりたいと。より
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よいものにしていくという意味で、つくってまいりたいと考えておりますので、そのこと

も併せて御了承をいただければと考えております。よろしいでしょうか。 

 

○園田座長 それでは、ありがとうございました。 

 このワーキングそのものは 20 回、幼保一体化とこども指針（仮称）も含めて 35 回とい

うことで、すべてにおいて皆様方のお陰だと思っております。 

 せっかくですので、最後に藤田政務官から一言だけ。 

○藤田政務官 本当にありがとうございました。子どもの育ちを社会全体で支えていく、

その新しい１ページが今日つくり上げられたのではないかという思いを私もしているとこ

ろでございます。これからしっかりと法案化をして、そして、成立に向けて努力をしてま

いりますので、引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

どうもありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 本当に皆様方のお陰で、いい議論ができたと思います。これは当然ながら、まだ PR が

確かに少ないというのはおっしゃるとおりでございまして、もっともっと頑張ってやって

いきたいと思っておりますけれども、こういうオープンの場で皆様方といい議論ができた

のではないかと考えております。そういった意味では、それぞれの知見を持った専門家の

皆様方にもさまざまな形で御指導をいただきましたし、また、生の国民の声といいますか、

当事者の声をこういう場で聞かせていただいたというのは、今までにこういう会議体とい

うのはなかなかなかったのではないかと思います。 

そういう意味では、今後の子ども・子育て会議（仮称）というものを前進的にとらえて

いただくような、そういう会議体でもあったのかなと私自身はとらえさせていただいてい

ます。そういう意味で、本当に御協力をいただきましたすべての皆様方に、後ろでもさま

ざまな形で支えていただいた皆様方、あるいは事務局の皆様方も含めて、私から御礼を申

し上げさせていただきまして、この会を閉じさせていただきたいと思います。 

本当にありがとうございました。（拍手） 
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