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○大日向座長 おはようございます。それでは、定刻となりましたので、「子ども・子育て

新システム検討会議作業グループ 幼保一体化ワーキングチーム」の第２回会合を開始い

たします。本日は、お忙しい中をお集まりくださいまして、ありがとうございます。  

 それでは、初めに本日の委員等の御出席状況につきまして、事務局より御報告をお願い

いたします。 

○藤原参事官 それでは、出欠について御報告申し上げます。 

 本日、全国知事会の尾﨑正直様におかれましては、所用により御欠席ということになっ

ておりまして、代理といたしまして、高知県教育委員会教育長、中澤卓史様に御出席をい

ただいております。また、政府側の作業グループのメンバーといたしまして、本日も内閣

府より末松副大臣、厚生労働省より小宮山副大臣、文部科学省より林政務官、経済産業省

より田嶋政務官の御出席をいただいておりまして、またオブザーバーとして泉前内閣府政

務官にも御出席をいただいております。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、末松副大臣か

ら一言皆様に御説明があるということですので、よろしくお願いいたします。  

○末松副大臣 おはようございます。末松でございます。実は、一言というのは、今朝の

新聞の一面に幼稚園、保育所を廃止して 1 0 年後をめどにこども園（仮称）に統合すると

いう政府の原案が示されたみたいな記事が載っていまして、これは私どもびっくりしまし

て、ここにおられる我々政務関係、だれも取材を受けていないんです。いかにも政府原案

だとかという感じということではなくて、まさしくここの皆さんに今後どうしていくかと

いったことを含めた議論を今これからしていただくということでございますので、あまり

疑心暗鬼が起こってはまずいので、一言私の方で申し上げて、本来の趣旨を座長の方から

もこれから御説明をしていただくということになりますので、とりあえずそういうことで

私の方から注意喚起をさせていただきました。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきますが、初

めに事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○藤原参事官 資料を確認させていただきます。 

次第の紙にございますように、資料１「こども園（仮称）についてⅠ（案）～基本的位

置づけ～」と書いてある資料。  

 資料２といたしまして、同じく「こども園（仮称）についてⅡ（案）～具体的な制度設

計に関する論点～」をお配りしております。  

 また、資料３でございますが、本日、各委員の皆様方から御提出をいただいている資料

をまとめたものをお付けしております。 

 参考１といたしまして、「こども園（仮称）に関する参照条文集」ということで、関係の

条文をとりまとめたものをこちらにお付けしております。  

 これまで毎回お付けしていた「子ども・子育て新システム検討会議について」、あるいは
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「体制図」等々、参考資料につきましてはお手元の青いファイルの方に御用意いたしてお

りますので、もし必要なときには適宜参照いただければと思います。 

 ○大日向座長 ありがとうございました。さて、前回はこのワーキングチームの初回と

いうことで、幼保一体化に関しまして皆様に御自由に総論的な御意見をいただきました。

本日は２回目です。議事にありますように、本日はこども園（仮称）の在り方に焦点を当

てて御議論をいただきたいと思いますが、御議論に入っていただく前に、本日配付されて

おりますこども園（仮称）についての資料の趣旨について、私からお話をさせていただき

たいと思います。  

 と申しますのも、制度案要綱がまとめられましてからこの間、幼保一体化の具体的なイ

メージが必ずしも共有されることなく、言葉だけが先行してきたように認識しております。

したがいまして、仮にあえて１つの姿を提示すると、どのようなことになるのか。そのイ

メージを提示していただきまして、議論を進める際の素材になればということで御用意い

ただいた資料です。 

 本日の資料は、決してこども園（仮称）に関する事務局案ではございません。あくまで

も議論の素材としてのイメージであることをここで確認し合って、これから建設的な議論

を進めていきたいと思っております。  

 資料について事務局に御説明をいただく前に、もう一つ、本日の進め方につきまして、

私から提案と申しますか、お願いをさせていただきたいことがございます。 

 前回、皆様の御意見を伺いましても、幼保一体化の議論は大きな変革をもたらすもので

あることを改めて思います。これまでも類似した形での問題提起が何回かなされてきては

おりますが、幼稚園と保育所という現行の制度が執り行われて、この 65 年間、これほど

正面から本格的に議論を起こすのは今回が初めてです。 

 前回、皆様の御意見を伺いまして、親の就労状況に関わりなく、すべての子どもに良質

な生育環境を保障したいという点では多くの方々が認識を共有するところかと思います。

その方向で幼保一体化に期待を寄せる御意見が見られた一方、不安、戸惑い、疑問も当然

あろうかと思います。立場は異にするとしても、共通しているのは今なぜ幼保一体化なの

か。誰のために、何のための幼保一体化なのかを丁寧に議論することが必要ではないかと

いうことです。 

 その上で、個々の制度設計など、具体に議論を進めることが必要かと思います。したが

いまして、前回も御意見はいただきましたが、改めて本日の前半、この点につきまして、

すなわち幼保一体化を議論する意味と申しますか、換言すれば幼保一体化の哲学、理念に

つきまして、再度確認、議論をいただいてから具体のイメージについての意見交換に移り

たいと思いますが、いかがでしょうか。御賛同いただけますか。  

（「はい」と声あり）  

○大日向座長 ありがとうございます。御賛同いただけましたようですので、その方向で

本日はまず進めさせていただきます。  
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 それでは、幼保一体化の経緯、目的、理念について、振り返る意味で最初に事務局から

資料１のうちの前半部分につきまして御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 幼児教育課長でございます。それでは、お手元の資料１「こども園（仮称）

についてⅠ（案）〔基本的位置づけ〕」について御説明申し上げます。 

 １ページ、目次でございますけれども、２部構成になってございまして、１が「幼保一

体化の目的」、２が「こども園（仮称）の基本的位置付け」についてでございます。まず、

座長の御指示で幼保一体化の目的についてまで御説明を申し上げます。  

 ３ページでございます。これは前回御説明した資料のおさらいでございますけれども、

これまでの幼保一体化をめぐる経緯についての資料でございます。これまで幼児教育・保

育の在り方等につきましては、大きく３つの流れがあったということでございます。１つ

が幼児教育の振興の流れ、２つ目が認定こども園制度の創設、改革の流れ、３つ目が次世

代育成支援改革の流れでございます。  

 まず、「① 幼児教育の振興」の流れでございますけれども、これは平成 17 年１月に中

央教育審議会におきまして、幼児教育に関する包括的な答申がなされております。答申に

おきましては、大きく３つのポイントがございます。 

 １つは、幼児教育につきまして、幼稚園の教育だけではなくて、保育所、地域社会、家

庭で行われる教育も含む、幼児が生活するすべての場において行われる教育として位置づ

けるという点でございます。 

 ２つ目が家庭・地域社会の教育力、養育力の低下を踏まえまして、家庭、地域社会、幼

稚園、保育所、認定こども園など、家庭・地域社会・施設の三者が総合的な幼児教育を推

進していくべき。施設側に立ちますと、施設においても、家庭・地域社会の養育力、教育

力の支援を行うべきという意見でございます。 

 ３点目が発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実ということでございます。幼児

教育の重要性あるいは小学校における小１プロブレムなどの問題も踏まえまして、幼児期

の教育と小学校以降の教育との連携、接続を強化すべきという点でございます。 

 この３点を踏まえまして、平成 1 8 年～2 0 年にかけまして、各種法令の改正が行われて

おります。まず、平成 18 年 12 月には教育基本法の改正が行われておりまして、幼児期の

教育が生涯にわたる人格形成の培う重要なものであることを新たに規定したものでござい

ます。また、この中には保育所・地域社会・家庭における教育を幅広く含むという解釈に

なっております。  

 ２点目といたしましては、発達や学びの連続性という観点から、幼稚園から大学までの

体系的な教育の組織的な提供が行われるべきということが明確に規定されております。こ

の教育基本法の改正を踏まえまして、学校教育法の改正が行われております。  

 まず、子どもが最初に入学する学校として、小学校の前に幼稚園を規定するとともに、

幼稚園におきましては義務教育及びその後の教育の基礎を培う重要なものであることを明

確化いたしております。また、幼稚園におきまして、家庭及び地域の幼児教育の支援に関
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する規定を新たに設けたところでございます。 

 平成 2 0 年３月には、小学校以上の学習指導要領に当たります幼稚園教育要領を改訂い

たしまして、内容におきまして幼稚園教育と小学校教育との連携・接続に関する内容を強

化いたしますとともに、家庭・地域との連続性、連携・支援に関する規定も強化したとこ

ろでございます。  

 また、これに併せまして、同時に保育所の保育指針も改訂されておりまして、これまで

局長通知だったものを大臣告示として法令上の位置づけを明確化いたしますとともに、内

容面、特に教育面につきまして、幼稚園教育要領とほぼ整合性を図った内容にするという

改訂が行われたところでございます。  

 「② 認定こども園制度の創設及び改革」の流れでございます。中央教育審議会の幼児

教育部会と社会保障審議会児童部会におきまして合同検討会議を設けまして、報告がなさ

れたものでございます。その中では、総合施設につきまして、幼児教育の観点と次世代育

成支援の観点の双方の観点から検討すべきこと。新たな施設につきましては、親の就労の

有無・形態等で区別するのではなく、就学前の子どもすべての子どもに適切な幼児教育・

保育の機会を提供すべきことが盛り込まれております。 

 この答申に基づきまして、平成 18 年 10 月に親の就労にかかわらず、すべての子供に質

の高い幼児教育・保育、子育て支援を総合的に提供するものとして、認定こども園制度が

創設されたところでございます。 

 しかしながら、平成 22 年４月１日現在、目標 2 ,00 0 件に対しまして 532 件となかなか

認定こども園制度は広がっていないわけでございますけれども、昨年３月に認定こども園

制度に関する問題点を指摘し、改革をすべきとの報告書が出ております。 

 その中で、財政支援が足りない、不十分、充実すべきということ。厚生労働省、文部科

学省の二重行政を解消すべきことなどが指摘されておりますけれども、並行して次に申し

上げます保育制度改革におきまして、認可の有無にかかわらず、個人、利用者に着目した

給付体系に見直すべきという議論の中で、認定こども園制度についても、この改革の中で

財政支援に関する問題点の解消が図られるのではないかという問題意識の下に、認定こど

も園制度については、保育制度改革の方向を踏まえ、今後具体的な制度的検討を推進とさ

れたところでございます。 

 「③ 次世代育成支援改革」の流れでございます。昨年２月の社会保障審議会少子化対

策特別部会の報告におきましては、質の確保された保育所のスピード感ある拡充が図られ

るよう、市町村が保育の費用の支払い義務を負う対象となる保育所の判断は、最低基準に

より客観的に行われる仕組みとする。このため、客観的基準により指定制を基本としつつ

検討するとされております。 

 すなわち、潜在需要に対応した量的な拡大を図るために、裁量のある認可制ではなく、

指定制により基準を満たした事業者については、参入を迅速に認めるというような方向で

の改革の検討が提言されておりまして、その後に昨年 1 2 月におきましては、更に包括的
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な内容ということで、育児休業～保育～放課後対策への切れ目のないサービス保障、すべ

ての子育て家庭への支援、利用者（子ども）中心、潜在需要の顕在化及び量的拡大を内容

といたします、次世代改革の答申が整理されております。  

 ５～６ページにつきましては、若干修正はございましたけれども、前回提出資料でござ

います。 

 以上のように、幼児教育・保育の在り方等につきましては、大きな３つの流れがあった

わけでございますけれども、その後、今年１月の子ども・子育てビジョンなどに基づきま

して、こういった幼児教育の振興、認定こども園制度の創設、改革、次世代育成支援改革

の流れが包括されまして、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援対策のための包括的一

元制度を目指すという議論となりまして、本年６月に御案内のとおり、子ども・子育て新

システムの基本制度案要綱が決定されたところでございます。 

 ７ページでございます。幼保一体化の目的ということでございますけれども、このよう

にこれまでの幼保一体化の取組については、仕事と子育ての両立のための支援が進み、就

学前の子ども、５歳児の約６割が幼稚園から小学校に入学する一方で、保育所からも約４

割の子どもが小学校に入学する中で、幼稚園、保育所を問わず、すべての子どもに対し、

生涯にわたる人格形成の基礎である質の高い幼児教育・保育を保障するという主として幼

児教育の振興の視点。 

 仕事と子育てを両面で支援など、社会全体で次代を担う子どもの育ちを支えるという主

として次世代育成支援の視点。  

 家庭や地域の教育力・子育て力の低下、保護者の多様なニーズ等を踏まえ、家庭や地域

の実情、保護者の多様なニーズなどに応じ、専業主婦を含め、すべての子ども及び子育て

家庭を支援するという幼児教育の振興、次世代育成支援共通の視点という３つの視点があ

るのではないかということでございます。 

 以上を踏まえれば、今回の幼保一体化の目的については、次のように３つに整理できる

のではないかということでございます。 

 １点目、世界に誇る幼児教育をすべての子に。 

 ２点目、支援を必要とする全ての親子があらゆる施設の支援を受けられるように。  

 ３点目、女性の就労率向上や多様なニーズに対応する保育の量的拡大を図るために。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の御説明を踏まえ

まして、先ほど御提案させていただきましたように、幼保一体化の目的、理念につきまし

て、委員の皆様から御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 全保協の佐藤といいます。今、説明を受けました、それから冒頭に座長から

提案されましたことに敬意と賛意を表したいと思います。この国の国民の１人として、子

どもたちは豊かで意義ある生活を保障されるということは、その子自身の未来の人生を豊
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かにしていくということに他ならないと思っています。 

 けれども、子どもの生活と学習と発達に対しての投資というのを、未来への投資として

だけ見ていいのかというのを疑問として思っています。 

 今、その子がその子であることが大切であるということがこの国の覚悟だと思いますし、

大人の責任の姿だと考えています。だからこそ、今、福祉だ、教育だ、生活だ、学習だ、

未来のためだ、今のためだと、さまざまな局面で語られてきた幼児教育あるいは児童福祉

という側面からのみではなくて、そういう制度設計ではなく、「保育」という１つの言葉、

小さい子どもたちへのケアと教育、ケア＆エデュケーションということで語っていくべき

だと思っています。このシステムこそ、子どもの生活と教育は切り離してはいけないので

はないかなと思っています。 

 保育観というんでしょうか、子ども観というのか、これを私たち委員が共通に持たない

と、このシステムの制度設計というのは危ういと思いますし、ぐらつくと思います。その

理解があれば、さまざまなことは落ち着くところに落ち着くのではないかと思っています。

そのために今日のこの時間をかけていただけるのであれば、そのことに対しては賛意を表

したいと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

秋田委員、その次に小田委員の順でお願いいたします。 

○秋田委員 最初に今日は２つに分けてお話をいただくということで、目的を明確にする

ということに賛成です。そして、８ページまでの理念や御説明については賛成いたしてお

ります。 

 ただ、８ページのところで、７ページまでを踏まえまして、今回の幼保一体化の目的を

３点にまとめています。この３点のまとめ方でありますが、①②③とあって、①の「世界

に誇る幼児教育をすべての子に」というのに私は賛成でありますが、③には「量的拡大」

というのが出ています。①には「世界に誇る質の高い」という、「質」という言葉を是非と

も入れていただきたいと思います。独り歩きをして言葉が進んでいくときに、「量」だけが

載るというのではなく、私たちはやはり欠落がなく、格差がなく、段差がない保育の体制

をつくっていくことが必要なので、①に「質」を入れていただきたい。また、③ですけれ

ども、今回７ページでもそうですけれども、「専業主婦を含め」ということや、「女性の就

労」という、まだここでは子育ては女性が担うというようなニュアンスが極めて強くある

ように思えます。  

 私は男女共同参画のために多様なニーズに対応する保育の量的拡大、父親も参加できる

というところが重要な点ではないか。単に女性の就労率を高め、専業主婦も含めて「女性

が子育てすることを支援します」という理念ではなく、やはり当初の理念としては、この

ような大きな３点を掲げていただきたいと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。たくさんお手が挙がっています。 
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小田委員の次は、柏女委員、普光院委員、お願いいたします。 

○小田委員 失礼します。いつもは最後の辺りにぽろっと言うんですが、今日は新聞は私

は見ていないんですが、新聞の話を聞いてびっくりはしているんですが、私はもちろんこ

こに書かれた最初の一体化の目的ということに関わってはほぼ９割方賛成というか、この

とおりだろうなと思っていますが、何回も同じことを申し上げるんですが、幼保一体化の

目的の中で、歴史は少し踏まえてほしい。 

 もともと戦後になってすぐに学校教育法というのと児童福祉法ができたときに、我々が

幼児教育の父と呼んでいる倉橋先生がおられて、その倉橋先生が児童福祉法と幼稚園学校

教育法ができたときに、両者を幼稚園というのと保育所という形の中に位置づけられた。

そのときには、両方とも必要なものなんだと、文化として教育的な文化を守っていくため

に、また幼保としての文化を持っていくときに必要だと。ただ、当面できていくときには、

その時代の背景があって、家庭にいる者や幼稚園に行く者や保育所に行く者というのがさ

まざまな形になっていくけれども、多分 1 00 年後ぐらいにはこれが１つの一体化した形で

両方の文化を生かした形のものになっていくだろうと言っておられて、倉橋先生の中に一

体化というか一元化という言葉は確かにあるんですが、将来一元化される可能性が十分に

あるし、そうならなければ日本の成長はないだろうと言っておられるんですが、そのとき

に一本化することではないということは言っておられるんです。  

それぞれの文化をきちっと位置づけて、教育の持っている大事な子どもへの文化、幼保

が持っている子どもへの文化。それをきちっと守りきっていくことが大事なんだという形

で、だから、あくまでも一元化というのはここで書かれているような一体化の方向なんだ

ろうなと。いわゆる支援を必要とするすべての親子はあらゆる施設の支援を受けられるよ

うにと書いてある。このことがすごく大事なことで、選択ができるということの大事さと

いうこともきっちりと当時の倉橋先生からずっと言われ続けているという形の中で、何ら

かの形で何か塗り固めたような形の１つのものになるのではないかというイメージで議論

されてしまうと、一体化ではない。 

一体化というのは、おのおのの持っている機能をしっかり生かして質を高めていきなが

ら一体化という、それが一体的な現状として見られるというものであって、具体的な形の

ものとしての一体化というのではなくて、質的、さまざまなことが一体化されることで１

つに見えてくるということが大事なのではないかというふうに、幼保一体化の目的に対し

て、一体化というのは何となく１つの形の中に押し込むような一体化という形に見えたと

きには、本当に我々が大事にしてきた選択していく自由、とどまる自由、進む自由、さま

ざまに教育が持っている自由性というものが失われてしまうという可能性があるので、そ

の辺りではないということだけではきちっと目的のところで持っていて、一体化への議論

に進んでいってほしいと思っているんです。  

○大日向座長 ありがとうございます。 

 柏女委員、お願いいたします。 
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○柏女委員 ありがとうございます。淑徳大学の柏女と申します。小田委員が割と教育的

な視点から御発言いただいたので、私は福祉的な視点から御発言をさせていただきたいと

思います。  

 ８ページの①ですが、「すべての子どもに」とありますけれども、実はこれはすべての子

どもではないということです。障害を持った子どもたちが除かれています。障害を持った

子どもたちで児童デイサービスや通園施設に通っている子どもたちが数万人います。その

子たちの親たちは、今、「私たちの子どもは子どもではないのか。」、「私たちがしているこ

とは子育てではないのか」と声を上げて不安を募らせています。そうしたことも考えて、

少しここは謙虚にいくべきではないかと思います。  

 すべての子どもあるいはすべての親子に保障していくことが本当に可能なのかどうか、

現実的なのかどうかということも考えなければならないと思います。今、申し上げた障害

を持った子どもたち、あるいは難病の子どもたちで在宅生活を余儀なくされている子ども

たち。こうした子どもたちにどのように保障していくのか。あるいはネグレクトのケース

などについては、保育の実施義務がかかっています。保育の実施義務に従わない場合には

入所の勧奨を行うといったような割と強権的なものが公権力の介入がこの児童福祉法の中

には規定されています。そういう保育所にはそうした子どもたちが入所をしています。そ

こでは親権と施設長の権限の調整が必要になっています。そうしたことも含めて、本当に

３万 7,0 00 近くのこども園（仮称）すべてがやっていく覚悟があるのかということを少し

問うていかなければならないのではないかと考えています。そうしたことをこれから議論

していきたいと思っています。  

 以上でございます。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。普光院委員、お願いいたします。 

○普光院委員 保育園を考える親の会の普光院です。私、この間、いろんな地域の保育の

事業者の方々や、保育園の希望する保護者の方々、幼稚園の保護者の方々にもお会いして

お話を聞いているんですけれども、はっきり言ってこども園（仮称）に賛成という声が聞

こえてこない。皆さん、なぜやるのかということにあまり具体的なイメージを持っておら

れないし、あるいは事業者の方にはとても反対の意見が多い。 

資料には、縦割り行政であるとか、二重行政という言葉などが説明の中に出てきたりし

ておりますが、多分、保護者の側から見れば、二重行政ではなくて、性格の異なる対象の

異なる２つのサービスがこれまで行われてきて、それぞれ選択して利用してきたという状

況だと思うのです。ですから、多分、利用者側から見ると、なぜこども園（仮称）なのか

というのは非常に見えにくいという点もあると思います。そんな中であえて幼保一体化と

いうことを目指すのであれば、現状の保育所や幼稚園を絶対に下回らない、「すべての子ど

も」とうたった「すべて」という言葉を今先生方がおっしゃったように、本当にすべてに

していただくということが絶対に必要だと思います。 

 例えば、「保育料が自由設定でもいいのではないか」とか、「従量的に利用時間に応じて
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ただ高くなっていくという体系でもいいのではないか」というような議論が、今後出てく

ると思うのですが、そういう制度になってしまいますと、所得によって子どもを排除する

ということがあり得る制度になってしまいます。そういうことがないようにしていただき

たい。これまで保育所の制度というのは保育料の応能負担ということが保障されてきたわ

けですけれども、もしこれを崩すのであれば、どうやって「すべて」というところをクリ

アするのか。ここだけは絶対押さえていただきたいと思っております。  

 今ほど柏女先生がおっしゃいましたように、養育困難な御家庭等増えていると言われて

おります。私たちの会では、昨年、待機児童に関する調査をいたしまして、首都圏の自治

体にさまざまな質問項目を設けてアンケートを実施しましたが、その中に「この 1～2 年、

入所申請で増えているのはどういう人たちか」という選択肢の質問項目を設けました。一

番多いのはもちろん、求職中、つまりこれから再就職をしたいという再就職希望の人が増

えているという自治体が７割方、育児休業明けの人が増えているというのが自治体が６割

方、その後、幾つかありまして、４割方の自治体が養育困難等の家庭の措置が増えている

と回答しております。ということは、保育所にはそういった役割がもう自然と担うべきも

のとなっている状況があるということです。ある市の公立では、市役所の方針で養育困難

家庭を公立保育所に主に措置しているというか、案内しているという状況なんですが、そ

この市は激しく民営化を進めておりますので、公立保育所が減りつつある。養育困難等の

家庭が公立保育所に集中していくという現象があって、そうするとどうしても保育が混乱

しますので、保育の質を保つのが困難になってきているという訴えを私は聞いております。 

 私は公立、民間にかかわらず、保育所というのはそういった御家庭を広く受け入れて、

子どものセーフティネットとして機能すべきと考えているわけなんですが、こういったこ

ともこども園（仮称）に期待できるのかどうかということを心配しております。 

 そして、①②③に関しましては、①幼児教育となってしまいまして、②が支援となって

おりますけれども、このように書き分けること自体も本当はおかしいのではないか。まず

幼児教育は就学前教育でなくてはいけないし、支援といいましても、保育所においては教

育と養護が一体となっているように、教育そのものが支援であり、子どもが最初に受ける

社会保障であるという考え方をすべきなのではないかと思いますので、この辺りの書き方

というのも少し気になっております。  

 とりあえず以上で終わります。ありがとうございました。 

○大日向座長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、入谷委員、清原委員、山縣委員の順でお願いいたします。  

○入谷委員 私立幼稚園連合会を代表いたしまして、意見を述べさせていただきます。そ

の前に、このように子どもたちの幸せ実現のための仕組みづくりの会議、議論の場を設け

ていただいておりますことに改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 基本的には、小田委員の考え方を支持申し上げます。やはり１つの形に押し込めるよう

なものではなくて、それぞれ１世紀の歴史を超えて積み上げてきたいいものを付加してい
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って、それをいろいろな方々がいろいろな観点で選択できる自由を保障していくというこ

とがまず大切だろうと思います。 

 佐藤委員、柏女委員、普光院委員、それぞれの方のおっしゃったことも最もだと考えて

おります。ただ、共通するところは、更に具体的に子どもたちの権利を保障していくため

には、やはり国として幼児教育をどうやって位置づけていくのか、幼児教育の概念をどう

やって位置づけていくのか。言葉を変えて言えば、国家戦略としての幼児教育をどういう

ふうに位置づけるのかということを明確に政府側で提示していただくべきだと思います。

戦略があってこその戦術であると思います。  

 具体的な保育制度の在り方というのは、どちらかと言えば戦術に属するものだと思いま

す。戦略がないのに戦術だけ議論しようといってもなかなか進まない。いろいろ御意見が

出ましたように、幼児教育の概念そのものが極めて幅が広すぎて、どこに焦点を当ててい

くのか。焦点の当て方によって、制度の位置づけも違ってくるような気がいたします。や

はり戦略なき戦術は、理念なき、哲学なき施策だと思いますので、まず国として幼児教育

をどういうふうに位置づけるのかということを明示していただいて、それに対して国民の

合意形成を図るべきで、それを踏まえて具体的な施策の在り方を論じるのが道筋としては

かなっているのではないかなと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、清原委員、山縣委員の次が渡邊委員の順にお願いいたします。 

 清原委員、お願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。三鷹市長の清原です。私は全国市長会からの推薦で

出ておりますが、この目的や理念に関しましては、個人としての見解をこの機会に述べさ

せていただければと思います。  

 これまでの日本における幼児教育の実践、保育のサービスの実践につきまして、私は１

人の市長として心から敬意を表し、まさに今日のとりまとめで８ページにも世界に誇ると

いう、このような形容詞を付けることができるような実践をしてくださってきた、このこ

とにまず敬意を表したいと思います。  

 その上で、先ほど座長も明確におっしゃいましたけれども、子ども・子育て新システム

でこども園（仮称）について議論するということは、まさに今、幼保一体化含めて歴史的

な大きな取組をしているということです。そういうときに、目的ということについて検討

する際に、「共有するということは非常に重要である」という問題提起には大いに賛同いた

します。 

 先ほど申し上げましたように、それぞれの長い歴史の中で、やはり取り組んでこられた

経過がありますから、どうしても幼児教育を重視してお考えの立場もあるでしょうし、保

育のサービスを重視して考えるお立場も当然あるわけです。その中で、どちらかがどちら

かを含み込んでしまうのが幼保一体化なのかどうかということについては、むしろそうで
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はなくて、それぞれの経過、実績を尊重しながら、何よりもまず「子どもたち本位」にこ

れまでの経過をよりよく現時点での課題に適用できる形として建設的につくり上げていく

こと、それが今置かれている私たちの立場ではないかと認識いたします。 

 そこで確認したいのは、私などが１つの市でさまざまなサービス、制度を考えていくと

きには、もちろん、今、申し上げました理念、目的が明確でなければ、市民の皆様の大方

の御同意は得られないわけです。全員一致ということはなかなか難しいわけですが、大方

の国民の皆様に御理解いただけるような理念、目的を発信していくということが重要であ

り、その１つは親の就労に関わりなく、「子どもの育ちが子ども本位で保障できる制度」を

いかにつくることができるかということだと思うんです。そういう意味では、幼保一体化

は言うまでもないことですが、目的ではなくて手段であって、やはり私たちが共有すべき

は今申し上げましたようなことであります。  

ただ、謙虚にならなければいけないのは、柏女委員もおっしゃいましたけれども、「す

べての子ども」と言ったときに、私たちがすべての子どものために何ができるかというこ

とについては、段階的な仕組みづくりも必要でしょう。けれども、目的、理念はやはりき

ちっと日本国民であればすべての子どもが基本的人権を尊重されて健全な育ちが保障され

る仕組みをつくっていくということに集約できるのではないかと、皆様の今までのお話を

聞いていて考えたわけでございます。  

 目的と手段を取り違えることはよくあることでございますけれども、なかなか難しいと

はいえ、目的、理念はそれなりの抽象度を持ち、手段としての制度を考えていくときには、

できる限りの経過措置なども考えながら、段階的であれ、具体的でわかりやすいものにし

ていかなければならないと思っています。 

 今、出発点に当たっているわけでございますので、是非多くの委員の皆様の御意見を聞

きながらも、これまでの経過を踏まえて子ども本位の制度にするんだというところだけは

意思を共有できればと思います。 

 そして、秋田委員もおっしゃいましたが、量だけではなく、私たちが目指すのは制度の

「質的な向上」であると思います。常なる向上を目指す。そのことができるような制度に

していくということではないかと思いました。 

 現時点では以上でございます。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、山縣委員、お願いいたします。  

○山縣委員 ２点申し上げたいと思います。長い実践の中で保育所、幼稚園、いずれもす

ばらしい実績を上げてこられたことについては私も評価しております。個々が蓄積されて

きたよいものが残念ながら子どもの選択ではなくて保護者の状況によって分離して提供さ

れているのが今の日本の姿ではないかと感じています。どこかの段階で、長く積み上げて

きた実績を保護者の状況によらず、すべての子どもに提供できる仕組みに変えていくとい

う必要性があるのではないかというのが私の認識でございます。  
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 そのためには、機能として１つの仕組みの中に組み込み、事業者によってウェート付け

をするということにすれば、それぞれの実績もある程度組み込むことができるのではない

かと考えております。これが１点目です。 

 ２点目は、８ページの幼保一体化の目的の②に関するところですけれども、この文章で

排除されているとは思いませんが、あえて一言コメントさせていただきたいのは、保育所

の場合、市町村に現状では実施義務、実施責任がありますけれども、残念ながらごく一部

ではこれが果たされていない地域もあります。そういうふうに考えたときに、「すべての地

域で」という意識をしっかり持ちたい。過疎地においてもそれが排除されてはならないと

考えております。これは前回申し上げましたけれども、既に過疎地では幼稚園が機能して

いないというのが私の評価です。その部分を改めて、過疎地においても幼児教育が展開で

きるような仕組みを考えなければならないのではないかということです。 

 それに関連しまして、先ほど普光院委員の方から、「一体化を希望する保護者の声はあま

りないんだ」というお声がありましたけれども、それは都市部の状況ではないかと思って

います。過疎地におきましては、むしろ早く一体化してほしい、幼稚園がどんどん撤退し

ておりますので、そのことに関する不安というのも聞こえているというのが事実で、保護

者によって賛否があるというのが今の状況ではないか。ただ、都市部にたくさん子どもた

ちが住んでいるという事実はございますので、量的にはそちらが多いというのも認識して

います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 渡邊委員、お願いいたします。 

○渡邊委員 町村の立場で、今ほど説明のありました幼保一体化の目的、この趣旨につい

て若干申し上げさせていただきたく思います。基本的には、今の社会情勢を考えたならば、

これまでの幼児教育という視点に立った幼稚園、教育と子どもの保育という立場での保育

所、それぞれの公立、私立、または認可、認可外施設も含めて、それぞれの役割を担って

きた。この時代的な背景については私も評価をしますし、敬意を表したいと思っておりま

す。 

 その中で、特に私ども町村部では、子どもの数が非常に減少している状況にあるわけで

す。子どもたちの健やかな発達を考えていくならば、多様な子どもが集まって乳幼児期を

過ごす環境づくりが大事だと理解しながら、町村部でもそれぞれのいろんな創意工夫をし

ながら運営に当たっているというのが現状かと思っております。  

 また、現在の幼稚園、保育所が分かれているような仕組みは、そういった意味で町村部

でも非常に時代に合わないような環境下に来ている。幼保一体化を進めるというこれまで

の流れを踏まえて、今ほど説明があった形での方向性を見ていくということについては、

基本的に賛意を表したいと思っております。  

 ただ、先ほどもお話がありましたが、現状で考えますと、非常に「すべて」という言葉
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の定義もいろいろとあろうかと思うんですけれども、いわゆる障害児、これには知的障害

もあれば身体障害もあると思うんですけれども、保護者のニーズとしては、私立にはなか

なかハードルが高くて入所させてもらえないような現状もあるようでありますけれども、

特に公の立場においてはその辺の要求度が高いんです。そうなった場合、相当な人的な対

応も余儀なくされる。また、そのことが財源的にも多額な負担を求められる。しかしなが

ら、保護者の負担を考えた場合、地域の負担でお願いしたい。 

耳も聞こえない、体も動かない、そういう子どもでも預かってくれという現状もあるわ

けです。その辺のことをすべて平等にというお話がありましたけれども、そういう今の乳

幼児期の子どもたちの障害の実態について的確な把握をしながら、数は少なくはあれども、

「すべての子どもたち」の定義に合わせるならば、きちんと制度設計の中で組み立てをし

ていく必要があるのではなかろうかと基本的に思います。  

 あと１点は、これから幼保一体化に向けて制度設計していく中で、反省、評価しなけれ

ばならない点だと思うんですが、これまでの経過の中で、認定こども園のお話がありまし

た。まさしく幼保一体化に向けた基本的な考え方に沿って議論して、認定こども制度が制

度化されてきたと思うんです。  

しかしながら、全国を見れば、なかなか認定こども園の普及は進んでいない現状にある。

これはなぜなのか。やはり幼保一体化と言うならば、認定こども園もそういうことの課題

を考えながら制度化してきた経緯があるわけでありますので、その辺も幼保一体化に向け

てこれから制度設計していく中に目的がはっきりしてきているわけであります。ですから、

これから幼保一体化していく中で、認定こども園制度をやった制度設計の中身とその議論

はどう整合がとれているのか。また何か問題があったのか、ないのか。課題としてはどう

いうものがあるのか。これは検証しながら、今後の幼保一体化に向けた基本的な整理をす

る必要があるのではなかろうかと思います。  

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 大橋委員、菅原委員、佐久間委員、中島委員、その順番でお願いできますか。 

 大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員 全国国公立幼稚園長会から参りました大橋です。私は公立幼稚園の立場から

お話をさせていただくんですが、国公立幼稚園は 130 年という幼稚園教育の歴史の中で幼

児期の教育に尽くしてまいりました。家庭では経験できない、社会、文化、自然などの豊

かさに出会う場であり、多様な経験ができる場です。この目的の中に女性の就労率向上や

多様なニーズと書いてありますが、今、日本の将来を考えたら、やはり女性の就労という

こととか、少子化の問題が本当に課題になっておりますが、幼稚園の方も預かり保育をし

ているんですが、さまざまな立場の保護者が自分の生活に合った教育とか保育の場を選ぶ

ことができてもよいのではないかと思っております。一律化、統一化することで弊害も保

護者の立場に立って考える必要があると思います。  
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 ここで①②③というふうに一体化の目的についてあるんですが、①は子どもに、②は親

子にということで、③になりますと女性の就労率向上ということが入っているんですが、

ここが多様なニーズの中に女性の就労率というのが入るといってもいいのではないかと思

うんです。  

 やはり、保護者には自分の子育てを自分でしたいという保護者もおりますし、自分の生

活に合った教育、保育の場を選ぶということと、子育てを人に任せてしまうというような

ところも懸念されます。ですので、親の育児放棄にならないように、就労率だけを上げる

ということではなく、そこの部分に強調されている部分があるように思うんです。ですか

ら、子どもを抱えている保護者が多様なニーズに対応できる保育を選ぶという形の方向に

していっていただければと思っております。これはあくまでも就労率向上というのがわか

っておりますが、この文章が最初に入っておりますので、多様なニーズに対応するだけで

も子どもの良質な教育環境はつくっていけるのではないかと思います。  

 以上です。 

○大日向座長 菅原委員、お願いいたします。 

○菅原委員 それでは、私の方から１つ問題を提起したいと思います。理念問題について

ですが、やはり私たちは子どもの視点と保護者の視点ということが理念の中では欠かせな

い問題ではないかと考えております。  

 特に子どもの視点に立った場合、私の資料にも触れていますが、例えば保育なり教育な

り養護という問題について、先ほどの事務局の方から幾つかの法律の解釈の説明がありま

したけれども、非常に混乱と不統一があるのではないかと思っております。保育所と幼稚

園の機能や位置づけの問題が必ずしも統一されていないと思われ、これは現在の状況を考

えた場合、もっと真剣にこの問題を議論すべきではないかと思っています。 

 もう一つ、大事な点は、現在の子どもたちの状況を見たときに、どのような問題を抱え

ているかということをしっかり押さえないと、理念の部分を含めた問題の検討が不十分に

終わってしまうのではないかと思います。 

 待機児童の問題と家庭の虐待の問題をどのように捉えるか。そこに今の保育制度が十分

対応しきれているのかについてもっと真剣に我々が検討をして明らかにすべきではないか

と考えています。すべての子どもということは今回の改革の基本的理念になっているわけ

ですが、現在の子どもたちの状態を見たときに、あるいは保育所に入ってくる子どもの実

態を見たときに、必ずしもすべての子どもに対応した制度設計なり現行制度になっていな

いのではないかという視点で一つひとつ検証してみることによって、議論が一定の方向に

向かっていけるのではないかと思っています。 

 特にこれまでも一貫して述べてきた差別なき公平な制度ということをもう一回ここで理

念との関係も含めて検討してみるべきではないかと思っております。 

 理念に関連して重要な問題はそうした公平性の問題であり、例えば保育所保育指針と幼

稚園教育要領の取り扱いの法的な違いの問題も具体的な例として挙げられると思います。
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この辺もかなり現実的には矛盾が実はあるのではないか。幼稚園の場合は学校教育法に位

置づけられていますが、保育園は、大臣告示扱いであり、法律上の位置づけが１ランク下

に置かれているという問題等、幾つか大きな問題が存在しています。そういう問題は今日

の検討の中で解決されるべきではないかと思っています。さらに、例えば設置基準の問題

を比較してみてもかなり違いがあることも挙げられます。そうしたことももっと公平性の

立場から整合性を出していかないと、日本の子どもたちに対する児童の権利条約やあるい

は憲法規定を照らしても、多くの問題を含んでいると考えられます。そういう本質的な問

題まできちんと整理をしていくことが重要だと考えております。  

 一方、保護者の立場から考えた場合には、待機児童問題の早期解決ができるような制度

をどのようにつくり上げていくのかということが挙げられます。実は待機児童問題という

のは、ただ単に待機児童問題ではなく、この中に、現行制度の様々な理念的な矛盾がある

ことから起こっているのであって、この問題についてもやはり理念的な視点から取り扱っ

ていく必要があると思います。  

 ワーク・ライフ・バランスの問題もあるわけですけれども、そこまで視野を広げた今後

の検討というのは重要ではないかと思っております。今の子どもたちの置かれている現状

を考えたときに、今の制度はさまざまな現実から乖離した矛盾が起きている。これは解決

しないと基本的あるいは根本的な問題の解決に至っていかないと考えています。詳しくは

私の提出資料をご覧頂きたいと思います。 

 ところで、先ほど普光院さんがおっしゃっていた賛成者がいないという問題に関連して

ですが、私は今の制度改革が何をしようとしているのかその具体的な姿が必ずしもきちん

と伝わっていないこと。ひいては今の子どもたちの問題がきちんと伝わっていないこと。

そこが一番大きな問題だろうと思います。そうした点を今後も社会により広く伝えていく

ことが今回の制度改革の意味について保護者からの理解が得られることへ繋がるし、ある

いは事業者からも理解を得られると思っています。そういう意味でその辺の理解が得られ

るような広報と申しましょうか、全体に知らせていくといったことが非常に大事と思いま

すので、そうした点もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

次は佐久間委員、お願いいたします。  

○佐久間委員 ベネッセスタイルケアの佐久間と申します。よろしくお願いいたします。

幼保一体化の目的の「世界に誇る」という言葉を初めて目にした際に、この言葉をすごく

重く受け止めました。保育所の運営を中心に行っていますが、質を高めていくことに今一

度力を入れていかなければいけないなということを実感したところです。 

 秋田委員の言われた「量」だけではなく「質」というところを入れていただくというこ

とには賛成をしたいと思っています。ただ、「世界に誇る」というのはどのようなことを具

体的にイメージされているのか具体的に教えていただれければ、「質」について具体的に考

えていけるように思います。 
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 また、③の就労率向上というところですけれども、これも秋田委員が言われたように、

女性が子育てを担うということが主になっているようにとお話しされたときになるほどと

思いました。ただ、各国に比べて日本は女性の就労率がまだ低いというのも現状あります。

そして、これからの少子化を考えていったときに、女性が就労しなければいけない状況に

なっていくということも事実あるわけで、今、目的として何に重点を置いていくのかとい

うところは、重要な視点なのではないかと思いました。 

 待機児童が首都圏においては多く、保育園に入れなくてお仕事ができないという方々が

たくさんいらっしゃいますので、そこに対しての１つ目的を持っていくということも重要

なことなのかなと思いました。  

 皆さん委員が言われているように、私も子ども本位の制度であるべきであるというとこ

ろにはもちろん賛成しておりまして、これからも自分たちもそこを主体に頑張っていかな

ければと改めて思った次第です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 中島委員、お願いいたします。 

○中島委員 ありがとうございます。幼保一体化の目的と理念について、簡単に意見を述

べたいと思います。長年の課題とされてきた幼保一体化について、幼稚園の関係の皆さん、

保育所の関係の皆さん、幼稚園や保育所に子どもを預ける保護者の立場や有識者の皆さん

がこうして一堂に会する場ができたということは大変画期的だと思っております。幼保一

体化にはいろいろなアイデアや課題があると思いますが、委員全員で知恵を出し合い、協

働してつくっていく場にできているのではないかと思っております。 

幼保一体化の目的についてですが、それぞれ歴史や実績や経過があるということを私ど

もも十分に承知しておりまして、双方の良いところを無理やり１つの枠に押し込めるとい

うことをしようとしているのではなくて、双方の良さをきちんと評価して、子どもにとっ

てより良い環境整備をしていくということを主眼にきちんと考えていくべきではないかと

思います。  

 その意味でも、保育所と幼稚園双方の良さを評価・融合して、「こども園（仮称）」に結

実させていく方向については賛成します。ただ、今後の議論の中で、大きくは「こども園

（仮称）」の形にまとめていきつつも、「こども園（仮称）」の中では個々の施設毎に個性が

出てきてもいいのではないかと思っています。 

 もちろん、それは「どのような施設でも良い」ということではなくて、市町村の実施責

任の下に、質についても適切にコントロールし、確保していただいた上で、既存の保育所

と幼稚園の独自性や多様性を認めるという考え方になるかと思います。  

 あと、工夫をした方が良いと思いましたのは、先ほど来、皆様が御意見をおっしゃって

いる８ページの目的のところに丸が３つございます。例えば①では「世界に誇る幼児期教

育」と書いていただいていますけれども、幼児教育が誇れる部分をきちんと評価して国民

にも見えるように具体的に書いた方が良いと思います。また、世界に誇れるのは保育も同



17 
 

じでございますから、特に日本の保育については、子どもと親への支援であるとか、児童

虐待対策、貧困対策など、福祉的な機能を内包しているという意味で海外からは非常に評

価されていると国際的な舞台の場でも言われております。幼保一体化の目的には、幼児教

育と保育と双方の誇るべき点を再評価して、これをどう融合していくかということを表現

していった方がより良いのではないかと思います。  

 併せて、皆様が指摘されておりました、「すべての子ども」と言う以上は、障がい児など、

いわゆる今まで谷間に置かれがちだったさまざまな多様なお子さんたちをどう受け入れて

いくかということは考えるべきであり、新システム全体の中でも受け皿をつくっていくと

いうことが必要だと思います。幼保一体化を議論しつつ、常に新システム全体にフィード

バックして考えながら議論していけたらいいのではないかと思っております。  

 ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

次は古渡委員、お願いいたします。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の副代表理事をやっております、古渡です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 ずっとたくさんの委員の方のお話を伺いながら、実は認定こども園という一番現場で実

感しているお話をさせていただきますと、果たして３つ確かにすばらしい目的、目標であ

りますけれども、現実的に本当に世界に誇れるんだろうかという観点で考えたときに、一

番最初に「子どもの育ちに対しての本当の危機感はどういうふうに共有しているんでしょ

うか」というのがすごくあります。 

 要は、何人かの委員の方から子どもの育ちという観点はたくさん入っていました。では、

本当の子どもの育ちの危機感をベースにして、また地域の教育とか養育も低下してしまっ

たとか、都市部とか地方とかといろんな観点で考えたときに、もちろん、施設とか家庭の

問題もあります。でも、「それを地域そのものでもっと支えましょう」という仕組みとか、

そういう観点も必要だろうと思っています。  

 もう一つは、幼保一体化というのは別に幼稚園と保育所を一緒にするわけではないので、

現場で言えば、幼と保の本当の持っている機能を合わせてきたというのが現場なんです。

それが機能はいろんな機能があるんです。それを地域とかいろんな中でちゃんとしたミッ

クスの仕方をしていかないと、それはなんぼやっても、１つぽんとやっても無理なので、

多様性とよく話がありましたけれども、それも大事だと思います。逆に言えば、本当の意

味で今言った子どもの育ちそのものに対する危機感というのももう少し明確な中で、では

我々全体、日本人はどういうふうに子どもたちに向かっていくのか。子どもの育ちに対応

していくのか。確かにこの３つの項目はすばらしいと思います。では、「本当にそれをやっ

ていくためにみんな協力しましょう」という１つの大きな流れがもっと必要なのではない

かということがお話を聞いていて思ったところです。 

 以上です。 
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○大日向座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

まだお三人ほど御意見がない方がおられますが、ここまで皆様から、今、なぜ幼保一体化

なのか。その理念、目的につきまして、御議論、お考えをいただいたわけですが、親の就

労状況にかかわらず、すべての子どもが基本的人権を保障される良質な発達環境を整備す

る。この１点に関しましては、ほとんどの委員の方が認識を一にして賛同されたのではな

いかと思います。  

 それをもう少し具体的に書き込んだ８ページに関しましては、幾つか修正要綱のような

ものも出たかと思います。例えば①は「幼児教育」だけでなく、「保育」という言葉もしっ

かりいれるように。しかも、「質」も書き込んで、その「質」をどう評価しながら世界に誇

れるようなものを目指すか。②に関しましては、「すべての子どもをすべての地域で」とい

う文言が必要ではないか。③に関しましては、この書き方は若干育児がイコール女性のも

のという誤解を招きかねない。「男女共同参画」という文言を全面に出すべきだ。また、就

労状況に関しても小さいお子さんがいる場合には、多様なニーズがある。そこも折り込ん

でというような御意見も出ました。 

 そういうことを入れた上で、全員一致といかないまでも、ほとんどの方が幼保一体の目

的、理念に関してはここで賛同されたと理解できるのではないかと思いますが、よろしゅ

うございますか。  

 その上で、では具体的にどういうふうに議論を進めていくかということですが、これに

関しましても皆様から大変貴重な御指摘をいただきました。まず何よりも子ども本位でと

いうことです。しかし、同時に保護者の視点も大切にということです。座長としてはあま

り意見を申し上げてはいけないかと思いますが、私は子どもへの支援と保護者への支援は

必ずしもＶＳではないと常々思っております。親、保護者は子どもにとって一番身近で大

切な発達環境だと考えますと、あくまでも子ども本位で議論を進めますが、保護者の視点

も大切にというお声ももっともかと思います。 

 また、幼保一体化は手段であって目的ではないというお声も貴重なものだと思います。

その上で今、子ども、親が直面している危機を真剣に共有し、認識して議論を進めていく

べきだということ、そのとおりかと思います。幼稚園、保育園がこれまで積み上げられて

きた歴史、実績に対しては、それぞれについて、皆様が大変高く評価されています。この

すばらしい実績を今の時代に即して、これからの時代の在り方に即して、すべての子ども

のために提供できるか。そのシステムをどう考えていくかに関しては、ここまで伺った皆

様の御意見の中にもそれぞれ関わるような御意見もあったかと思いますが、ここからは更

に幼保一体化の位置づけの具体に入ることで、こうした問題点を更に詳しく御議論いただ

ければと思います。 

 その方向で次のステージに入ってよろしゅうございましょうか。 

（「はい」と声あり）  

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、資料１の後半につきまして、「こども園
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（仮称）の基本的位置付け」について、事務局より御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、資料１の９ページから「こども園（仮称）の基本的位置付け」で

ございます。 

 10 ページでございます。去る６月に決定されました基本制度案要綱でございますけれど

も、その中では、５点、幼保一体化について指摘がされております。幼稚園・保育所・認

定こども園の垣根を取り払い、幼児教育と保育をともに提供するこども園（仮称）に一体

化すること。 

 幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合しまして、小学校学習指導要領との整合性・一

貫性を確保した新たな指針、こども指針（仮称）を創設すること。 

 資格の共通化を始めとしたこども園（仮称）としての機能の一体化の推進。  

こども園（仮称）については、幼保一体給付の対象とする。 

かつ、現在の幼稚園、保育所、認定こども園からの円滑な移行に配慮しつつ、多様な事

業主体の参入を可能とするということでございます。 

 11 ページでございます。この基本制度案要綱に対する対応をどこで議論するかという見

取り図でございます。まず最初のこども園（仮称）への一体化でございますけれども、こ

れについては幼保一体化ワーキングチームにおいて御検討いただくということでございま

す。また、指針につきましては、別途、こども指針（仮称）ワーキングチームがございま

すので、そちらで御議論いただく。機能の一体化についても、今後この幼保一体化ワーキ

ングチームにおいて検討いただくということ。財政面、給付面につきましては、主として

基本制度ワーキングチームにおいて御検討いただくという整理でございます。  

 12 ページからが現状でございます。皆さん御案内でございますので、飛ばしてまいりま

すが、幼稚園は学校である。質の担保、適正配置の観点から、行政上の認可が必要。保育

所は児童福祉施設であって、同じように行政庁の認可が必要である。認定こども園につい

ては、幼稚園及び保育所の制度を基礎とした上で、機能について都道府県知事の認定を受

けるという仕組みでございます。 

 13 ページからでございます。これは冒頭座長からお話がございましたように、考えられ

る仕組みのイメージでございまして、具体的な案というものではございません。先ほどの

幼保一体化の目的を達成するために、次のような仕組みがイメージとして考えられるので

はないかということでございます。 

 ２つございます。①が幼児教育・保育を担う施設の計画的な整備ということ。②が、施

設としてのこども園（仮称）という施設の創設ということでございます。下のイメージ図

で申しますと、計画的な整備のところが黄色部分、施設の創設の部分が赤色の部分という

ことでございます。 

 まず、13 ページの幼児教育・保育を担う施設の計画的な整備でございます。新システム

全体にかかわることでございますけれども、市町村におきまして、幼児教育・保育を担う

施設を計画的に整備するために、市町村の新システム事業計画を策定する。潜在需要に対
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応した保育の量的拡大を図る観点から、新システム法におきまして、指定制度を導入する

ということでございます。 

 指定施設、こども施設（仮称）につきましては、客観的な基準を満たした施設について、

指定対象として多様な事業主体の参入を図るということでございます。  

 これで認可と指定の関係でございますけれども、学校法人、社会福祉法人が設置運営し

ている施設については、法人に対する経営の関与、撤退の制限、撤退については認可とい

うことで行政庁の認可が必要だといったことを通じまして、地域において幼児教育・保育

が安定的に供給されることが担保されております。  

 これに加えまして、今回、指定制度を導入いたしまして、客観的な基準を満たした施設

を指定することによりまして、多様な事業主体による迅速な参入が可能となり、量的拡大

に寄与するものとしております。 

 行政庁はこの事業計画を踏まえまして、こども施設（仮称）を指定していくということ

でございまして、こども施設（仮称）については、すべて幼保一体給付（仮称）の対象と

するということでございます。下の絵にございますけれども、こども園（仮称）、認可外、

いろんな多様な施設がございますけれども、基準を満たした施設について、すべて指定対

象にするということでございます。 

 ②がこども園（仮称）の創設ということで、これが幼稚園、保育所に関わる部分でござ

います。現行の幼稚園制度及び保育所制度を廃止いたしまして、新たに教育施設としての

性格と福祉施設としての性格を併せ持つこども園（仮称）制度を創設するというイメージ

でございます。 

 このこども園（仮称）につきましては、教育、福祉としての質の担保を図る観点から、

学校教育法の１条学校である、児童福祉法上の児童福祉施設である、社会福祉法における

第２種社会福祉事業であるということで、教育と福祉の性格を併せ持つ施設ということで、

法体系上もそのような位置づけをしてはどうかということでございます。幼稚園、保育所

につきましては、一定の経過期間を経て、すべてこども園（仮称）に移行するというよう

なことでございます。 

 15 ページでございます。このシステムを全体として、こういったイメージの場合のメリ

ットでございますけれども、新システムの事業計画の策定によりまして、その計画に基づ

いて計画を踏まえまして施設整備を行うことによりまして、幼児教育・保育及び家庭にお

ける養育の支援に関する機能を持つ施設が地域の実情等に応じて計画的に整備されるとい

うことになります。 

 そういたしますと、全国どの地域におきましても、幼児教育・保育及び家庭における養

育の支援がもれなく提供されるということでございます。市町村単位、地域単位におきま

して、計画的な施設の整備によりまして、地域単位での機能の総合的な提供が保障される

ということでございます。 

 ２点目でございます。給付の一体化。幼保一体給付（仮称）の対象にするということに
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よりまして、各施設においても、幼児教育・保育及び家庭における養育の支援を一体的に

提供するための財政的なインセンティブが働くということでございます。 

 関連いたしますけれども、３つ目でございますが、これまで幼稚園・保育所・認定こど

も園に関し指摘されている財政措置、二重行政等に関する問題点が基本的に解消されると

いうことでございます。  

 16 ページにそのイメージ図がございますけれども、現行制度でございますが、幼稚園に

ついては私学助成、就園奨励費。保育所については、保育所運営費という財政措置が行わ

れておりますし、認定こども園の認可外の機能の部分につきましては、平成 22 年度まで、

今回の経済対策で１年延長になりますけれども、安心こども基金によって措置をされてお

りますが、幼稚園・保育所・認可外、３つの財政措置がございまして、それぞればらばら

である。 

利用者負担についても、幼稚園については施設によって異なる。保育所については、市

町村が基準を決めた所得に応じた費用徴収ということになっておりますけれども、今般、

幼保一体化によりまして、すべて幼児教育、あるいは保育給付という形で財政措置が統合、

一体化しますので、１つ目といたしましては、財政措置に関する二重行政が解消される。

手続が一本化されるということ。財政措置に関する公平性の確保。同じ幼児教育・保育機

能であれば、同じ財政措置が基本ということでございます。現在であれば、認可部分、認

可外部分によって財政措置等も違いますけれども、その辺について基本的に同じ財政措置

になるということでございます。 

 また、利用者負担につきましても、今ではばらばらでございますけれども、同じ利用時

間であれば同じ利用者負担が基本。法律に基づき利用者が一部負担するということが基本

になるということで、こういった不公平が解消されるということでございます。 

 15 ページの４つ目のポツに戻っていただきまして、加えて、こども園（仮称）の創設に

よりまして、すべての施設において充実した幼児教育・保育及び家庭における養育の支援

を一体的に提供する機能を持つということで、どの施設に入りましても同じような幼児教

育・保育、家庭における養育の支援が保障されるということでございます。 

 17 ページでございますけれども、論点でございます。主として、施設、幼稚園制度、保

育所制度の一本化の論点でございます。 

 １点目でございます。現行の幼稚園制度及び保育所制度を廃止し、認定こども園制度の

実績を踏まえつつ、学校教育制度、児童福祉制度の双方を併せ持つ制度体系を新たに構築

することとなります。この場合、教育の視点、福祉の視点を総合的に勘案しながら検討す

ることが必要ではないかということでございます。  

 18 ページに主要論点例を掲げておりますが、その他の論点も含め、詳細について本日は

議題ではございませんけれども、こども園（仮称）についてのⅡで詳細資料として提出を

させていただいておりますが、例えば設置主体が幼稚園については国、地方公共団体、学

校法人のみ。保育所については設置主体制限がない。認可・指導権者が幼稚園については
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都道府県教育委員会、知事。保育所については中核市まで権限移譲されている。 

研修について、各種教育公務員について、幼稚園については教育公務員として、各種研

修の義務づけ、権利がある。一方で、保育所については、努力義務である等々、種々教育

の観点と福祉の観点で制度が異なっておりますので、これを１つずつそろえていくという

ことが必要ではないかということ。 

 ２点目でございます。現場における子どもや保護者が混乱することがないよう、関係者

の十分な理解と納得を得ながら検討を進める必要があるのではないか。現に 400 万人近い

子どもたちが幼稚園、保育所に入所いたしておりますので、そういった混乱がないように

ということでございます。 

 ３点目でございます。家庭や地域の実情、保護者の多様なニーズ等を踏まえると、すべ

ての施設が直ちに同一の機能を求めることは困難ではないかということでございます。こ

のため、一定期間、例えばですけれども、10 年程度は幼稚園または保育所として存続でき

る経過措置が必要ではないかということでございます。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、御質問、御意見があれば挙手でお願いい

たします。約１時間余りございます。12 時終了目途にこれから御議論をお願いしたいと思

います。泉衆議院議員、どうぞ。 

○泉衆議院議員 すみません、オブザーバーの身であまり口出しをしてはいけないんです

が、一応今まで制度を途中まで作成してきた者として確認というか、皆さんと認識を共有

できればなんですけれども、例えば 14 ページですが、幼稚園及び保育所はすべてこども

園（仮称）に移行するというのがございますけれども、私のイメージではこども園（仮称）

制度というものに移行するということでありまして、各園において名称の強制変更が伴う

ようなものではないということであると思いまして、基本的には現状の幼稚園、現状の保

育所、そして認定こども園からのスタートとなると理解をしているということで、その確

認をさせていただきたい。 

 同じ 1 4 ページで言いますと、設置手続のところが多少気になりまして、恐らく佐久間

委員からの文書の方で出ているところにもあるんですが、こども園（仮称）制度というふ

うに今までつくってきた中で、多少こども施設（仮称）というものとこども園（仮称）が

どう違うのかが、少しはっきりしていないのかなという気がいたします。いわゆる指定を

受けたものはすべてこども園（仮称）という制度が、恐らく望ましいというところからス

タートをしていくのかなと思うんですが、そこをこども施設（仮称）の指定を受けるけれ

ども、認可外というものが何を指すのかというところは、今後の論点になろうかなと思い

ます。 

 15 ページにポツが４つありますが、この４つ目のところがこれまた少し気になるところ

でして、こども園（仮称）の創設によりすべての施設において充実した幼児教育、保育及
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び家庭における養育の支援を一体的に提供する機能を持つとありますが、恐らくこれも例

えば 25 年制度スタート時において、すべてを備えておらなければいけないということで

はないと理解をするところでおります。そして、すべての施設において充実した幼児教育、

保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する機能を持つというものが、将来的に

ということを指しているとイメージはしているわけですけれども、そこをどのようにお考

えになられるか。  

そして 1 5 ページの１つ目のポツには地域の実情等に応じて、また計画的にということ

が書いてございますので、これからシステム計画を各自治体でつくられるときに、そうい

ったことが議論の中で整備がされていくようなことになるのかなと考えております。多少

雑駁でありますが、まずそういった点を共有できればと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。山口委員、今のことに関してでしょうか。 

○山口委員 今のも含めて全体でお話させていただきたいんですが。 

○大日向座長 どうぞ。 

○山口委員 ただいま泉先生から御指摘もございましたが、1 3～14 ページについてお話を

させていただきたいと思います。 

 さかのぼること今から３年ぐらい前から、少子化対策特別部会等でもずっと議論されて

きた多様な主体の参入について、この３年間で大まかなコンセンサスが得られたと私は認

識しておりました。つまり、差別なく多様な事業主体が参入できるような制度が必要であ

るということは、民主党さんのビジョンの中でもはっきりとされてきたことでありますが、

今回この 1 4 ページのイメージ図を見て少し愕然といたしました。そして、単にイメージ

だとおっしゃるわけなんですが、13 ページ①のポツ２のところで、明らかに社会福祉法人

や学校法人と企業等の制度の違いによって、こういった差別的なことをやっているんだと

なっておるように思います。多様な事業主体による迅速な参入が可能となる量的拡大に寄

与するということがありますが、こういった差別的な取扱いをやっている限りは、多様な

事業者が喜んで入ってくるような制度になるとは思えません。 

 その理由として社会福祉法人や学校法人の場合は、法人に対する経営の関与及び撤退の

制限を通じて地域において云々、供給されることが担保されるとなっておるわけですが、

これは果たして本当に経営の関与とか撤退の制限で現在担保されているんでしょうか。現

実を見ますと、社会福祉法人でも学校法人でも経営がうまくいかなくなれば撤退されます。

それに対してどのような制限を設けても撤退するときは撤退されるわけです。決して現状

でも担保なんかされておりません。これは例えば株式会社、ＮＰＯ法人でもそうですが、

経営がうまいこといっているときは撤退なんかするわけは通常ございません。そういった

観点からすれば、何ら変わりがないと私は考えます。 

 こういった片や社会福祉法人等は安定的な供給が担保されているというのは、私は単な

る幻想であると思っておりますし、その他の設置主体であればそれが担保されないという

こともないと思っております。残念ながら、これは株式会社だとか社会福祉法人といった
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言葉のイメージによって、それだけが先行しているのではないかと思います。究極的には

自治体による監視制度であるとか、入場、退場の制限であるとか、そういったものもしっ

かりと制度づくりをすれば、こういった差別的な取扱いをする必要は全くないと考えてお

ります。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。今、泉先生からはこども園（仮称）に移行ではな

く、こども園（仮称）制度にというお考えが出されました。大きな変更点かと思います。

また、山口委員からは多様な主体の参入をどう担保するのかということに関しての疑問点

も出されました。この辺りに焦点を絞って、できればで結構ですが、少し御意見をいただ

ければと思います。佐久間委員、普光院委員、入谷委員の順でお願いいたします。 

○佐久間委員 ありがとうございます。お手元の資料３の９ページにも資料を出させてい

ただきました。先ほど泉先生からもあったんですけれども、私もこの案を見させていただ

いて、こども施設（仮称）というのが新たに名前として出てきていたので、これがどうい

う位置づけになるのかというところが正直わかりかねたというところから、少し意見をさ

せていただいているという点もあります。 

 最初に大日向先生が、これは本当にイメージなので、ここからのスタートということで

すので、それも含めて見たときに「何で」という思いがありましたので、資料の方は少し

きつい言葉になっておりますけれども、感じたところを資料に沿って御説明させていただ

ければと思います。 

 先ほど山口委員からもありましたが、私たちは企業は 20 00 年に認可保育所の運営に参

入できるようになりまして、それ以降、地道にではありますけれども、認可保育所の運営

をしてまいりました。それと同時に認可外の運営も行っております。その中で感じている

のは、認可外保育所の運営は制度の障壁があり、運営が厳しくなっていくこと。また、認

可園の運営であっても、社会福祉法人様とは補助金の差が出ているというところが、非常

に私たちは運営が厳しくなっているという現状がございます。 

今回の制度改革の中ではそこが同じになって、質が求められていくことに対して努力を

していきたいと思っていたんですが、13～1 4 ページのところ、まず 13 ページ①の２つ目

のポツですけれども、ここの言葉を読みますとどうしても量的な拡大を図る観点において、

株式会社やＮＰＯが利用されていくという読み方もできなくはないかなと感じております。 

最初に申し上げたように量の拡大も必要ですが、質も求めていくべきであると思ってお

りまして、そこに対してここに量的拡大ということだけではなく、量、質の多様なサービ

スを拡大していくためにも、ＮＰＯであったり株式会社であったり、その他多様な参入が

認められていくべきではないかと思っております。  

 こども施設（仮称）とこども園（仮称）の関係につきまして、これは私の理解が不足し

ているところもあるのかもしれないのですが、これまではこども園（仮称）ということが

ずっと議論されてきておりまして、当然私たちもこども園（仮称）になって指定制になっ
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ていくことを思っておりました。しかし、ここでこども施設（仮称）ということが出てき

ておりまして、こども施設（仮称）とこども園（仮称）の違いは何なのかというところで

認可か認可外かという御議論なんですけれども、仮にこども施設（仮称）に対する制度的

な財政措置が、認可のこども園（仮称）と認可外施設において共通だったとしても、これ

までの経過を見ていても地方自治体による上乗せの財政措置、世間的な評価などにおいて

も違いが出てくる、差がついてくるのではないかと非常に懸念をしております。 

 そういうことのないように検討していっていただきたいということと、経過措置はあっ

ても保育所、幼稚園、認定こども園というのがこども園（仮称）に変わっていくと思って

いたんですが、こども園（仮称）という名前はどのように今後使われていくのかというと

ころも少し気になったところでありました。  

 「世界に誇る幼児教育をすべての子どもに」という記載もありまして、私たちはこの目

的を果たすべく質の向上にも力を入れていきたいと思いますし、そのためにも今後も法人

類型に関わらない、イコールフットの公的助成、考え方を是非お願いしていきたいと思っ

ております。 

○大日向座長 ありがとうございます。普光院委員、お願いします。 

○普光院委員 話題が近くなりましたので、皆さん委員限りとさせていただいております

けれども、お手元に配らせていただきました私どもの会が最近発表しました「100 都市保

育力充実度チェック」について触れさせていただきます。  

 この冊子は各自治体ごとにどのような保育施策が行われているかということで、認可か

ら認可外、認定こども園等々の制度もすべて網羅して、首都圏を中心に政令指定都市を加

えた 100 都市について調査をしております。４ページに一部数字の誤りがあり、手書きで

修正しているところがございますが、御容赦ください。 

 そして、これをお配りしているのは、実は首都圏に関しましては多様な保育サービスが

提供されている現状があるということです。先ほど保護者は、こども園（仮称）について

あまりイメージを持っていないと申しました。これは事実なんですが、特に就労している

保護者にとっては認可、認証、とにかくどこかに保育のサービスを探して預かっていただ

くということに必死になって「保活」をしているという状況になっています。  

そして多様な保育サービスが現にあって、そこに行っている保護者からは、例えば認証

に行っている保護者であれば、なぜ保育料が高いのかとか、どうして就学前まで安心して

通えないのか、つまり子どもが活発に動くようになると園庭のない施設ではやはり不安が

あるというようなこととか、二人目を産むのであれば、保育料の大幅な軽減がある認可保

育所に転園しなければ産めないとか、いろいろな声がございます。 

その中で認可だけが発展していけばよいという議論は、保護者の理解も得にくいと思っ

ております。ただ、だからと言って今、持っている最低基準を崩して、「どんな施設でもあ

ればいいのだ」となってしまいますと、またそこに低くなったレベルで保育を受けている

人たちがたくさんになりまして、またそこへの配慮をしていかなくてはならなくなります。
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こうして、ずるずる低くなっていくということがあるので、今の保育所のナショナルミニ

マム、最低基準を何とか底上げする方向で、ばらばらになってしまった保育水準を、本当

は幼保一体化よりも先に、保育一体化が求められているんだろうと保護者を見ていて思う

わけなんですけれども、保育料の軽減や保育水準をなるべく改善する方向で整えていって

いただきたいと思います。それが保護者の切実な願いであろうと思っております。 

そんなときに例えば認定こども園制度というのは、さまざまな妥協を含んでいると思い

ます。構成員提出資料の 1 9～20 ページに私の意見を書きましたが、認定こども園制度の

地方裁量型の中には、行政が一銭も補助金を出さなくても自治体の裁量で特定認可外保育

施設と認定しまして、その次に認定こども園に認定しているというような例があります。

これは全く補助金が出ていないということで、運営者の献身的な努力でよい保育を行って

おられるかもしれませんが、しかしこのように補助金によって質を担保しないで認定こど

も園という公的な看板をかけるような制度は果たしてよいのであろうか。 

こども園（仮称）と言うときに、このような制度までよしとしてしまえば、もはやこど

も園（仮称）というものは何ら国民に対して質を保障する根拠のないものになってしまい

ます。そういう意味ではやはり基準というのはどうしても必要で、それを私は現行認可保

育所、幼稚園以上のものにしていただきたい、何とか今あるさまざまな制度をそちらの方

に底上げしていっていただきたいと思っております。 

 今回の幼保の基準をもし１つにしようとすれば、今、議論されているナショナルミニマ

ムをどうするのかという話にまでなっていくと思うのですが、それに関しましてはまだ日

本の現状で地方の自治体に基準を委ねてしまうことは、子どもの危機があることを私のレ

ジュメの方に書きました。 

財政が苦しい自治体では、自然に子どもを詰め込む方向にどうしても向かいがちになっ

ていくという状況がありますので、子どもの発達保障のためにはガードレールが必要であ

ります。また、施策を左右する方々の中に子どもの心身の発達や就学前教育、保育につい

ての理解が弱いために、国際的に見たら非常識と思うような見解が主流になる現象がみら

れます。現行の最低基準は諸外国に比べても低いということをよく理解した上での検討で

なくてはいけないと思います。地域主権と言いますけれども、当事者や現場、子どもを代

弁する立場の者が、地域の施策に参画する土壌が日本にはまだありません。市長や議会の

財政的な事情からの独断で、子どもの環境も左右されてしまうような状況が現実にあると

いうことを私は見てきておりますので、これは本当の地域主権とは言えないと考えていま

す。ナショナルミニマムということが大事だということです。 

 そして、指定制について。私は現状では既にそういう状況に東京都なんかはなっている

と思いますが、このまま指定制をやったときに多分テナントビルの中にできていく保育と

いうのが、非常に多くなるのではないかと心配をしております。今の認証保育所は一応就

学前まで預かることができる施設ですけれども、まったく園庭がなく、しかも交通量の多

い駅前に園庭のないビル、オフィスビルだったりすると窓も開かないんですが、そういう
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ところに十何時間、子ども、特に幼児を保育するということは本当にいいのだろうか。現

実そこに預けておられる保護者の方々を私は身近におられますので、これを非難すること

はとてもつらいことなんですが、行政や大人の責任としてはなるべく地面の上に保育所を

つくるという方向に少しずつ誘導し、お金をかけていくという努力もするべきではないか。

ちょっと今のお話とは食い違っておりますが、今ほどの企業の方々のお話を詰めていく道

というものを発見していく必要が、この場ではあるのではないかと思います。  

○大日向座長 ありがとうございます。入谷委員、お待たせいたしました。 

○入谷委員 各論については今、普光院委員がおっしゃったことを基本的に支持をさせて

いただきますが、各論に入る前の総論部分で一言意見というか、反対意見を述べさせてい

ただきたいと思います。  

 私個人としては非常に「和をもって尊しとなすべし」ということを旨とする非常に平和

的な人間なのですが、立場上反論せざるを得ないところにおりますので、その点は重々御

理解いただきたい。反対のための反対を申し上げているのではないということは御理解い

ただきたいと思います。  

 先ほど濵谷課長から御説明がありました点の中の 17 ページの２番目の論点が今、極め

てこれは合理的な反対なのか、感情的、エモーショナルな反対なのかは別といたしまして、

いろいろないまぜになりまして、まずここの点が最大克服していただかないといけない問

題だろうと考えます。 

 先ほど幼稚園制度、保育所制度、認定こども制度と強調されて、幼稚園そのもの、保育

所そのもの、認定こども園そのもの、個々のものが廃止されるものではないということを

おっしゃっていただいたんだと思うんですけれども、基本的には現場では幼稚園、保育所、

認定こども園そのものが廃止されるという受け止め方が極めて強い。今回の朝の新聞につ

いても、恐らくそのような取扱い方をされるおそれが極めて強いのではないかということ

を懸念いたします。 

幸か不幸か私は今日、携帯電話をうちに忘れてきてしまったのでよかったんですが、恐

らく持ってきていたらいろいろなものが入ってきて、「何をやっているんだ」と各現場から

おしかりのメッセージがいっぱい入っていると思うんですけれども、やはり初めに制度も

含めて幼稚園の廃止、保育所の廃止、認定こども園の廃止ありきという案では、現場の混

乱を招くことは必至であると思います。この点を克服していただかないとにわかには賛成

できない。  

先ほど来お話がありましたように、幼保それぞれもちろん施設の一体化ではないんだ、

機能の一体化なんだということは言われていますけれども、感覚的、感情的にはそれぞれ

１世紀を超える歴史がある、まさにそれぞれ独自の文化と役割を形成し、今日に至ってそ

れぞれに積み上げられてきた多様な形を尊重すべき、多くの先達が構築してきた多様な営

みや現在の現場での取組が破壊され、否定されて、国家権力によって有無を言わさず強権

的、強制的に選択の余地のない１つのものに、無理やりに収れんされるという念を抱く懸
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念があります。この懸念を是非、もしくはそうでないならば払拭していただきたい。杞憂

で終わらせていただきたいと思います。 

もしくはそうでなくて、本当に公権力の行使によって無理やりにでも収れんさせてしま

うんだということであるならば、自由と正義を基調とし、主権在民を旨とする我が国の憲

法秩序に適合するのかどうなのか、甚だ疑問であります。文化の融合は現場の交流から自

然発生的に築き上げていくべきものであって、保幼小の連携については幼稚園教諭と保育

士の合同研修やなめらかな接続に向けての研究など、各市区町村においてもさまざまな取

組が実践されつつあります。預かり保育や認定こども園の導入や拡充は、現場における幼

保の連携、一体化への地道な取組そのものであります。 

このたびの廃止というような方向性について一番衝撃を受けているのが、幼保を現場に

おいて融合させようと努力している先生たちほど危機感を持っております。そこのところ

の国民の人心というものを是非酌み取っていただきたい。私個人としては将来的には幼保

が収れんされていくべき、アウフヘーベンされていくべきと思いますが、それはあくまで

も現場からの積み上げであって、国家権力によって強圧的に行われるべきものでは決して

ないと思います。現在まだその機に熟していないのではないか。今の段階ではまだハイブ

リッドの時代。幼保という２つ以上、またはそれ以上の異質のものが組み合わさって１つ

の目的を達成する過程にあるのではないか。この過程はしっかりと地に足をつけ、現世を

忘れぬ久遠の理想の心意気で超克してこそ、将来において幼保をアウフヘーベンした形が

しっかりと構築されるのではないかと思います。ここの会議は子どもたちも含めて我々大

人自身の未来の夢を語るべき会議なのではないでしょうか。 

その未来のことを語るべきときには現在進行形や未来形がふさわしく、過去形あるいは

過去完了的な廃止という言葉は是非廃止していただきたい。最後に現場からの感覚を代弁

させていただきました。  

○小宮山副大臣 一言よろしいでしょうか。  

○大日向座長 どうぞ。 

○小宮山副大臣 厚生労働省の副大臣をしている小宮山ですが、私もずっと自分の子育て

も含めて、子どもたちのために夢の持てる未来の形をということで、今ここに関わってい

る政務もみんなそう思っているので、今おっしゃったような国家権力で無理やり何かをし

ようなどということは全く思っていないということは、御理解をいただきたいと思います。 

ですから、ここに今メディアの皆さんもたくさん来られているんですけれども、今朝の

記事のように全く私たちが考えていないことを出されると、今とにかく政権交代をしたと

ころで子どもの視点で縦割りをやめ、制度の廃止ということを先ほど泉さんから言われま

したけれども、そういう仕組みを変えるきっかけをここでつくらないと、これはずっとで

きないという思いを私たちは持っていまして、だから制度の骨格を変えるということは何

としても皆さんの御協力をいただいて努力をしたい。 

だけれども、ずっと申し上げているようにそれぞれのよさを生かしながら、今、現場で
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の御努力とありましたけれども、そこのところをしっかりどういう形でやっていけばいい

かということを、これまでの情報発信が少なかったことの反省も踏まえて、全力を挙げて

やりたいと思っていますので、権力で無理やり何かしようなどとは決して考えていない。

ただ、非常に情報が少ないことから現場が混乱していることもよくわかっておりますので、

そこはこれからできる限りみんなが努力をしてやっていきたいという思いであることは、

一言申し上げたいと思いますし、メディアの皆様も是非そこのところは理解をいただいて、

「ほかの者よりも早くこれで特ダネを取ろう」みたいなことではなくて、この仕組みをこ

れからの日本の子どもたちのために、ジャーナリズムとしてどうするかということを是非

考えていただきたいと、ジャーナリズムの先輩としてメディアの皆様にも心からお願いを

したいと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。山縣委員、よろしくお願いいたします。 

○山縣委員 後半の部分について、今、若干総論的な話が出ておりまして、そこを少し入

れて３点お話をさせていただきたいと思います。 

 先ほども少し言いましたけれども、幼稚園が設置されている地域のだけの幼児教育議論

にとどめてはいけないのではないかということを、繰り返し言いたいと思います。今、私

立幼稚園の先生のお話がありましたが、その点も含めて非常に申し訳ない言い方になりま

すけれども、私は事業者視点の論理の展開ではないかと思います。まず廃止をやめようと

いうことではなくて、子ども視点で何が望ましいのかを改めて関係者の方々に考えていた

だきたいと思います。 

 それを踏まえてですけれども、前回は市町村ベースで数を示しました。人口１万人を切

ると幼稚園が半分の市町村にはなくなるという話をしましたが、今回は利用児の動向を少

し数字のお話をしたいと思います。保育所は今は 210 万人で一番多い時代になっています。

一方、幼稚園は 3 5 年前に 25 0 万人いたのが、その後ずっと減り続けまして現在 1 60 万人

強というふうに、100 万人減少しているという現実があります。この１年間で４万数千人

減少しているという非常に厳しい幼児教育の現実がある。恐らく過疎地で教育が展開でき

ていないということではないかと思っています。 

このことを非常に重視したいですし、1 60 万のうちの国公立の幼稚園は 30 万人しか子ど

もがいない。幼児教育は、総体としては、私立幼稚園が担っているというのも現実です。

そこの部分に対する配慮が非常に大切だと私は思っております。この状況が今後も続くと

考えられますので、幼児教育が過疎地からどんどん撤退していく状況を、私たちは安穏と

見ていてはいけないのではないかというのが１点目です。  

 ２点目はそのことも含めてですが、子ども過疎地でもこども園（仮称）制度が実施でき

るような制度設計にする必要があると思っています。基本制度案要綱ではこども園（仮称）

給付の次に小規模保育サービスが併記されています。小規模保育サービスは６～19 人の子

どもを対象にしていますので、そうするとこども園（仮称）は 20 人以上になるというこ

とではないかと勝手に好意的に推測しています。認定こども園制度だけでは 60 人でやっ
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て過疎地で機能しないというのを前回お話しましたが、私は 2 0 人というのをベースに是

非検討いただきたいと考えています。これが２点目です。  

 最後になりますけれども、費用に関してですが、細かくは３つありまして、１点目は幼

保一体給付（仮称）の中に施設で行う子育て支援においてはしっかりと予算を組み込むよ

うな、給付の中にお金が入っているような仕組みにしてほしいということです。現在の認

定こども園制度では義務づけられているにもかかわらず、子育て支援については配慮され

ていない。予算的な配慮がありませんので、その分はきっちり組み込む必要があるんだと

いうのが１点目です。 

 ２点目は提案に賛同するものなんですが、事業者に対しては法定代理受領制度というの

が好ましいのではないかと考えています。ただし、利用者との保育料徴収につきましては、

前回話をしたとおりなので、若干疑問を持っているということはあえて言っておきます。 

 ３点目は利用者負担についてですけれども、子ども手当が今後増額する可能性があり得

る、あるいはその予算が確保されるという政府の意思を感じておりますので、それを単に

現金給付化するのではなくて、一部が保育料として相殺されるという方向もしくはもっと

私が現実的なのは、随所に介護保険の制度の例示がされておりますけれども、利用者負担

を例えば 1 0％、１割負担の定率負担にする。応益負担にすると現在私立幼稚園の保護者負

担が年間 35～40 万円ぐらいではないかと言われておりますけれども、そうすると年間３

万 5 ,000～４万で済むということになります。保育所の方は公民差がありませんので、こ

ちらの方が 30 数万円と計算されておりますので、そうすると４万円前後という金額にな

ります。 

ここまで下げるかどうかは別にしまして、私は定率一律負担という考え方であれば階段

設定でなくても賛同できるのかなと思っています。ただし当然ですけれども、低所得者に

ついての配慮は必要であるということです。  

○大日向座長 ありがとうございます。木幡委員、佐藤委員、秋田委員、入谷委員の順で、

覚えていられないかしら。よろしくお願いいたします。 

○木幡委員 私は利用者の気持ちは恐らくシンプルに言ってこの３つなのではないかと思

います。 

 まず１つは入れること。「入れていただける」と言ってもいいかもしれませんが、入れる

こと。それから、さまざまな親子のニーズに合ったものにすること。スピーディーにとい

うことではないかと思います。  

 まず「入れる」に関してですが、今、仕事を続けようと思っても保育サービスが足りな

いために続けられないということが多発しているわけです。ですから、新しい制度は必ず

入れるものにしていただきたい。 

 次に親子のニーズに合ったものにするというのは、今の制度がニーズに合っていないか

らこうやって議論しているわけであって、幼稚園、保育所の現場の意見、利用者の意見を

しっかり聞いてこの制度をつくり上げていただきたいなと思います。 
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 スピーディーにというのは待機児童の問題が顕在化してから何年も経っております。今

までのお話を伺っていますとかなり皆さん考え方が違いますので、そう簡単に一体化する

とは思えないんです。ただ、理念は間違っていないと思いますので、できることからやっ

ていくという考え方もあるのかなと思います。さまざまなサービスを併せ持った民間の施

設をどんどん増やせるような仕組みをつくることですとか、幼稚園なんかを少しずつ働く

親も利用できるような施設にしていく。保育所に教育的な要素も取り入れていく。 

もちろん抜本的な改革は大事だと思うんですけれども、ものすごく苦労してやっても結

局何の意味もなくて、時間と労力とお金の無駄遣いだったということにはならないように、

どうか現場の意見、利用者の意見にしっかりと耳を傾けて制度をつくっていただきたいと

思います。  

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 改めて先ほど前段で皆さんから御意見が出されたときに、「すべての子どもた

ちに質の高い保育を保障するんだ」ということと、「子ども主体の制度設計をするんだ」と

いう皆さんの御意見をいただきながら、私もとても嬉しく思っております。その上で全保

協とすれば今日、資料３の方で 11 ページから何点か意見を出しております。  

地域の子どもと子育て支援の拠点として位置づけるなどのことは、これまでも十分提言

してきたことになります。また、先ほど改めて今の基本的位置づけを事務方から説明して

もらいましたが、まだまだ用語の使い方が未整理のままで出されている気がするんです。

前回、山縣先生からも「用語の整理がまだついていないのではないか」という中で、今回

も幼児教育・保育、保護者、家庭でいくと今度は「養育」という言葉を使っていらっしゃ

る。この辺のところが実に複雑でわかりにくいというのが１点あります。 

 示された中で 1 3 ページの中にポツが３つあるんですが、３つ目の中で新システム事業

計画を踏まえ、こども施設（仮称）を指定するという文言が新たに出てきて、これについ

ては佐久間委員もお話していたと思うんですが、少し唐突な気がするんです。前の少子化

対策特別部会等では、ここは保育所等というような文言であった気がするんです。それが

こども園（仮称）等ではなくて、新たに「こども施設」という仮称の部分が出てきて、そ

れが先ほども出されていたように、イメージでいくと今度は認可外という扱いになってい

るのかなというイメージ図、このつくり方が少しどうなのでしょうねというのがまず感じ

ました。 

 もう一つ、16 ページにあるんですが、新たな保育制度における財政措置と利用者負担の

図の中にも、現行制度の幼稚園や保育所の仕組みを述べた上で、これから先のところは３

歳以上については幼児教育・保育給付、３歳未満については保育給付という書き分けがさ

れていて、３歳未満については教育の機能みたいなものが入らないで、ここは「保育」と

いう文言で整理していくとなっています。先ほどからずっと言っていましたように、「保育

の質」といったときに子どもの生活の質だと私は思っているんです。幼稚園であれ保育所
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であれ、そこで保障されている生活というものが子どもたちを育んできたと思っています

ので、そういう意味ではこの辺の絵のつくり方も少し皆さんにわかるようにしていただけ

ないのかなと思っています。 

 その他のことについては、全保協で出している意見を参考にしていただければ、と思い

ます。 

○大日向座長 ありがとうございます。中澤委員代理、よろしくお願いいたします。  

○中澤委員代理 全国知事会の立場から少しお願いをしたいんですが、13 ページから考え

られる仕組みのイメージということで、今、議論になっているんですけれども、少しこの

イメージがわきにくいところがありますので、そこの辺りを少しお話させていただきたい

と思います。 

 まずこども園（仮称）は学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法において云々と位置づ

けるとありますが、認定こども園をつくって現在運営している中で根拠法が幾つもあって、

それぞれに認可を受けなければならない、あるいは届出をしなければならないということ

がございます。このペーパーを見ると 16 ページには財政措置に関する二重行政の解消と

あります。とにかく全体として二重行政の解消をするのが今回の一本化ではないのかなと

思いまして、そうした場合には財政措置の二重行政だけではなくて、根拠法も一本化でき

るのであれば一本化して、二重行政あるいは三重行政にならない仕組みというものを考え

ていくべきではないかなと考えております。  

 もう一つは、先ほど保育所、幼稚園廃止の問題あるいは一定期間、例えば 10 年間程度

は残すといったことに関連してくるんですけれども、14 ページにありますように指定施設、

つまりこども施設（仮称）とこども園（仮称）というのが現在こういう形でイメージされ

ておるんですが、こども施設（仮称）というのは規模で分けられるのか、あるいは質で分

けられるのか。ここを明示しておかないと、そもそも目的のところにあった世界に誇ると

いうイメージ、それから、我々は今、子ども・子育ての新システムを検討していく中で、

こども施設（仮称）というものを置かなければならないとしても、こども園（仮称）とこ

ども施設（仮称）の割合はいったいどれぐらいをイメージするのか。これは国の方で一定

のイメージが必要ではないか。  

つまり全体の幼児教育の質を高めるという視点からここのイメージがあって、それに基

づいてこども園（仮称）への移行を円滑にしていく仕組みというものも、同時に考えてい

かなくてはならないのではないか。全体としてイメージがまだわきにくいところがありま

すので、その詰めが必要ではないかと思っています。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。金山委員、よろしくお願いいたします。 

○金山委員 よろしくお願いします。 私は利用者の立場として出ているんですけれども、

大学を卒業してから私立幼稚園に 11 年間勤務しておりました。地方の都市ですので、そ

のころから幼稚園の空き教室が多くなってつぶれる園がありました。先ほど山縣委員がお
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っしゃられた地方の実情というのをすごく強く感じておりまして、地方においては幼稚園

も保育所もどんどん子どもが少なくなっています。私立幼稚園の場合ですと休園や廃園に

なっていきますし、公立の保育所は建て替えの機会に、１つの村に３つ４つあった保育所

が１つに統合されてしまって、本当に山間部のところなどは、30～40 分かけて車で通園し

ないと園に通えないような状況も起きております。  

 そういうことを考えると、一体化についてはゆっくり、しっかり、丁寧に進めていかな

くてはいけないことだとは思うんですけれども、今の時点でこれからの何十年後かを考え

たときに、今のままの制度で大丈夫かと、とても不安を覚えます。せっかくここで子ども

と子育てのことをちゃんと考えようという機会をいただいたんですから、是非しっかり議

論を尽くして、これからの人たちのためにいい制度ができたらいいなと考えております。 

先ほどの幼保一体化の目的のところで、言いそびれてしまったんですけれども、③に女

性の就労率の向上や多様なニーズに対応するというくだりがありました。幼児教育にして

も保育にしても、集団保育を保護者が利用することに対して、養育放棄につながるという

声があること懸念しています。子育てを困難にする要因が多くある中でも懸命に子育てを

している家庭には、更なる支援が必要だと思います。また、子どもを主体として本当にい

い環境の中で同じ前後の年ごろの子どもたちと一緒に育ち合うことができるという視点か

ら保育、幼児教育を考えていきたいと思いました。  

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。柏女委員、お願いいたします。  

○柏女委員 ありがとうございます。私の意見のペーパー７ページのところに意見を述べ

させていただいております。先ほど来議論のあった「すべての子ども」ということについ

ては、やはり希望する可能なすべての子どもという意味合いでの「すべての子ども」なん

だろうと思います。そんな中でもしもそこに障害を持った子どもたちがこども園（仮称）

で生活することを許されるならば、その場合は２番目にあります障害児保育の職員につい

ては現在一般財源化されておりまして、その地域間格差が非常に激しくなっています。そ

ういう意味では一本化あるいは財政措置の一元化ということも考えれば、この子ども・子

育て勘定の中から例えば障害児給付という形で、新しい給付をつくってもいいのではない

かと思っています。 

 １番の後ろの方に少し書かせていただきましたけれども、児童養護施設に入所している

子どもたちは、現在幼稚園には通えるようになっておりますが、保育所には通えないこと

になっていて、この辺のところもこども園（仮称）になったときにどうするのか、しっか

りと整理をしておかないと子ども手当の二の舞になってしまうと思います。 

 ３番目ですけれども、先ほど少し申し上げましたが、保護者と施設長との関係について

の親権と施設長の権限の調整については、児童福祉法第 47 条第２項で調整規定が定めら

れておりますけれども、こうしたものをこども園（仮称）になっていった場合に考えてい

く必要がないのかということです。 
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 ４番目、先ほど山縣先生もおっしゃっていらっしゃいましたが、こうした福祉的な機能

を担うものを、すべてのこども園（仮称）に役割を期待することが果たして現実的かどう

かを考えると、社会福祉法人立のところにはそうしたノウハウもあり、ミッションもある

ということで、役割分担ということも考えていく必要があるのではないかということです。 

 ５番目は、必ずこれは保育の実施義務あるいは勧奨義務の規定、入所の応諾義務といっ

たものを規定していくべきだろうと思います。 

 ６番目は資格の共通化のときに論点を見ておりましたら、中教審の議論が中心になって

出ておりましたけれども、保育士の養成課程の在り方についても別途厚労省を中心に議論

が中間報告の段階になっておりますので、そこでさまざまな論点が出されているので、そ

れらについても併せて検討していくことが大切ではないかと思っています。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。古渡委員、お願いいたします。  

○古渡委員 先ほどの山縣先生のお話にありましたように、過疎地と言われますと地方か

ら出てくる人間から考えますと、地方はすべて過疎地かなというふうに一瞬考えてしまう

んですけれども、実際のところ本当のことを言いますと、今日はうちの園児募集の日で、

何人の子どもたちが保護者と一緒に来てくださっているか、すごく心配です。確かに先ほ

どありましたように、地方の中で言えば今、本当に子どもの数が少なくなって、幼稚園同

士の中でも結構いろんな動きがあります。でも実はそういうことが本当の問題ではないよ

うな気がしているんです。 

 例えばですけれども、先ほど山縣先生のお話にありましたように、幼保連携型の認定こ

ども園をやっていますと、両方ともすべて持っています。確かに財政措置としての子育て

支援は非常にありません。でも現場的にはやはりこれらをきちんとやっていただきたいと

思っています。 

 もう一つはいろんな観点から考えまして、例えば先ほどこども園（仮称）とこども施設

（仮称）の話があったと思うんですけれども、我々は現場から見ていて幼保連携型の認定

こども園というのは全部持っているんです。ですから認可だろうが認可でなかろうが、き

ちんとした幼保連携型であれば完全にフルパッケージで動かすことができます。でも、例

えば幼稚園型とか保育所型といった、２分の１パッケージとか３分の１パッケージになっ

てしまう可能性があると思うんですが、実際に現在の施設の中でも機能は若干違います。

でもよく考えていけば本当にすべてフルパッケージが必要なのか、逆に２分の１パッケー

ジだけもっとあった方がいいのか、いろんな観点があると思うんです。  

そういう観点で考えてもここのこども施設（仮称）、こども園（仮称）というのを本当

にもっと明確な意味でしておいた方がいいのかなということと、本当に現場的な話で申し

訳ございませんけれども、地方は本当に子どもの数が非常に大変です。地方から見て中央

を見ると、子どもがこんなにたくさんいるのねとなるんですが、地方はどんどん加速度的

に子どもの数が減っています。当協会の資料で 2 2 ページに図柄を出してあるんですけれ
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ども、実際の今後の子どもの数が減っていく仕組みとかを考えますと、皆さんの力を借り

て次世代に縁をつなぐための仕組みづくりと言うんでしょうか、きちんとした考え方を持

った子ども政策をお願いしたいと思っております。  

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。秋田委員、どうぞ。時間も残り少なくなってまい

りました。多少急いでいただければありがたいです。 

○秋田委員 私は 13 ページにあります今回の改革というのは、自然淘汰を待って進むも

のではないだろうと思っています。山縣委員が言われたように子どもが減ってきて、家族

の在りようが変わってきているので、今すぐの廃止ではないけれども、10 年なり 2 0 年を

見通したときに、養護と教育の一体的な機能が更に向上していくための展望の政策は打つ

べきであろうと考えています。そのためにも市町村が市町村新システム事業計画（仮称）

というものを今後立てていくということは、極めて重要だろうと考えているわけです。 

ただ、問題になるのはそのときにこども施設（仮称）という形のものが従来の認定こど

も園のように、都道府県が条例で定める客観的な基準に基づく形でよいかどうかというと

ころです。ナショナルミニマムという普光院さんが言われているようなところを、もう少

し明確に立てていくことが必要であろう。それは山縣先生が言われたように、例えば私は

幼稚園がなくなってきている過疎地の地域においても、保育所は決して教育をやってこな

かったわけではなく、十分これまでもやってきていると思いますが、しかし、やはり教育

的機能というのをより明確にしなければいけませんし、都市部の幼稚園が預かりをしてい

るものが本当に養護的な機能を十分に果たしているかと言えば、それもまた問題がありま

して、養護と教育の両面を高めていくために、制度の議論というのがなされなければなら

ないと思います。  

16 ページのところを見ても、ここで３歳以上と未満で給付を変えているんですけれども、

今後こういうデザインでいくのか、すべて養護と教育を充実していく形の給付の形態を考

えるのかということが論点です。私はこのように年齢に分けて幼児教育・保育給付という

形で、これは養護の問題でもありますけれども、幼児教育と保育を分けつつ議論していく

のが 10 年、20 年後の社会を考えたときにいいのかという点で問題があると思います。 

ただ、UNESCO、OECD いずれを考えても、UNESCO のレポート等を見てもこれは自

治体レベルでやっているところはうまくいかず、やはり国があげて幼保一体化の議論をし

ていくことが極めて重要だという報告も出ていますので、その部分はきちんと議論してい

くべきだと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。小田委員、お願いします。 

○小田委員 ２回も言わせていただけるチャンスをいただいたんですけれども、ここで書

かれている仕組みのイメージの１、２というのが、あまりにも私は唐突で乱暴だと思わざ

るを得ないんです。 
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 ここで書かれているものを小宮山先生は、国が決めて上から抑えるものではないとおっ

しゃいましたけれども、読む限り、見る限りはそう読まざるを得ない状況で、ノスタルジ

ックに考えていても、教育の側からもいわゆる福祉の側から考えてきた文化をずっと積み

上げてきたものに対して、全くそれに対する尊敬がなくて、簡単にこども園（仮称）に移

行する、廃止するという形のシステムをとっていくことが、本当の意味で議論になるかと

いう点はちょっと心配をしています。  

学校教育法が持っているもの、児童福祉法が持っているものをどのような形できちんと

位置づけていくかを真剣に考えた上で、このシステムの絵を書かないと、簡単にこども園

（仮称）、こども施設（仮称）の指定がもし流れているとしたら、まさに上からの施行で「指

定します、指定しないところには出しません」という、見え方としてはそうなります。こ

れが事実だと思うんです。 

だからこの辺りをもう少しきちんと、イメージ図もつくり変えて丁寧に説明すべきです

し、私は幼保一体化に対する目的は賛成をしていると言い続けています。一体化は１つに

なることではない。それぞれが持っているよさを生かしながら、どういう位置づけにする

かをきちんと議論するのが一体化の目的であり、仕組みのイメージ図だと思う。それに対

してはあまりにも乱暴ではないかという気がせざるを得ない。 

 すみません、短くと言いながら長くしゃべりました。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。清原委員、お願いいたします。  

○清原委員 ありがとうございます。三鷹市長の清原です。今回泉衆議院議員から、これ

は「こども園（仮称）制度を考えるということなのだ」と言っていただいたことは非常に

重要なポイントで、何だかすべてをこども園（仮称）に統合化することを急速に進めるの

ではない、現実をあくまでも尊重しつつ考えていくことを確認させていただいて、ありが

たいと思います。  

 本日配られております資料も事務局案ではなくて、あくまでもイメージのたたき台であ

るということですから、たたいていいわけでございますので、皆さんと御一緒によりよい

ものにしていきたいと思います。 

 私からはちょっと具体的なことをお話します。三鷹市は人口約 1 8 万人の都市ですが、「こ

ども園」につきまして公立の立場で事例を持っておりますので、それをお話しながら少し

イメージを皆様にも持っていただければと思います。 

 実は私が市長になる前から、少子化とともにこれまで公立幼稚園を補ってくださった私

立幼稚園に、幼児教育はすべて委ねようという結論が出ておりまして、私が市長になりま

してから残っておりました３つの公立幼稚園をすべて閉園いたしまして、２つは保育所に、

１つは「こども園」といたしました。そのうちの１つは平成 1 9 年４月１日から開設して

おりますが、１歳児から５歳児まで保育所型 4 3 人、幼稚園型 30 人で取り組んでおります。  

これは公立として「こども園」の在り方を試みながら、検証しながら、その当時はまだ

そこまで幼保一体化が共通の国民的課題になると想定しておりませんでしたが、現場で検
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証させていただいてきました。保育所タイプ児と幼稚園タイプ児がともに過ごす新しい形

の「こども園」を模索し、保護者が働いていたり介護や就学等で家庭で保育できない家庭

のお子さんとともに、保護者の就労等の有無に関わらず、幼稚園タイプを選ぶ方を一体的

に取り組んでまいりました。 

遊びを通した幼児教育の充実を図りつつ、保育所保育指針、幼稚園教育要領に基づきま

して１歳児から５歳児までの一貫した保育を行っています。その中で実は私たちは第三者

評価あるいは利用者評価によって常に評価しておりますので、事業評価をする上で利用者

満足度を調べておりますが、95％が満足という高い評価をいただいているとともに、有識

者、利用者代表、設置者、運営者でこども園運営委員会を設置して運営を進めています。

こうした中で新しい発見があるわけですが、これは今日つぶさには申しませんけれども、

私としてはこうした保育所型と幼稚園型が一体となった「こども園」という形も、三鷹市

では存在し得ていると申し上げたいのが１点目です。 

 ２点目は、実は幼稚園というのは、これまで都道府県が私学助成という形で密接な関わ

りがありましたので、市町村というのはほとんど就園奨励費のとり決めぐらいしか縁がご

ざいませんでした。そこで、三鷹市では子ども政策部をこの４月につくりましたときに、

市長部局でしっかりと幼稚園との関係を位置づけました。また、『次世代育成支援行動計画

（後期計画）』の中にも「幼稚園との連携」という項目を明確に位置づけました。つまり『次

世代育成支援行動計画』の中に幼稚園をしっかりと位置づけ、市長部局も関わるという取

組みを進めております。したがいまして、都道府県だけではなくて、市町村としても三鷹

市のような例は幾つもありまして、市町村と幼稚園との連携が深まると思います。 

 最後に、私としてはこのたび市町村できちんとした新システム事業計画（仮称）を策定

するという中で、更に今まで相対的にはなかなか関わりのなかった幼稚園の皆さんとも、

しっかりとした関係をつくっていかなければならないわけです。これは大変重要なポイン

トですので、都道府県は幼稚園との関係は従来からあったわけですが、逆に保育園との関

係は乏しかったかもしれない。  

したがって都道府県、市町村と一概に地方公共団体とくくるのではなくて、新システム

のときにはそれぞれの自治体がどのような参画、関与、主体性を持つことが必要なのかと

いうことも、明確にたたき台のところから示していただくと、自治体間の共有も図れると

思います。  

時間の関係でほかにも発言したいことはありますが、この辺でまとめます。ありがとう

ございました。 

○大日向座長 最後に菅原委員、お願いいたします。 

○菅原委員 資料の 1 7 ページの論点についてですが、幼稚園及び保育制度を廃止、併せ

持つ制度体系を新たに構築するとあります。この新たに構築する制度のイメージについて

どのように考えるかという点です。一本化するに際しては、単に「廃止」ということでは

なく、例えば「こども園基本法（仮称）」や、「乳幼児基本法 (仮称 )」のような根拠法を創
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った上で、その中に理念や法的な問題も含めて整理をしていく等のより具体的なイメージ

を提示していくべきではないかと思っています。 そうした基本法を考える場合、一番ポ

イントになるのは先ほどの理念に関連した議論のように、子育てや子どもの育ちの在り方

の問題を新しい指針との関連でどのようにまとめていくのか整理されていかないと、もう

一つイメージが出てこないのではないかと思います。 

 もう一点は、こども施設（仮称）という提示については今後どの程度具体的なものが描

かれていくのかという点が見えてこないと、こども園（仮称）とのつながりが我々自身も

はっきりわからないということを申し上げておきたいと思います。 

 こども園について、例えば先ほど申し上げたように基本法をつくった場合、その中に「こ

ども園（仮称）」を定めて、これまでの歴史や幼・保それぞれの取組を生かす意味から、例

えば社会福祉法人立○○こども園（仮称）、あるいは学校法人立○○こども園（仮称）等、

の制度設計、公的な整理が必要ではないかと思います。 

 ただ、この際にこれまでも言われる幼稚園と保育所の文化や伝統の違いとは、一体具体

的にどのような違いなのか、もう少し社会全体、我々自身もイメージが共有できるように

明らかにしながら制度設計をしていく必要があるのではないかと考えます。幼稚園、保育

園には先の「廃止」という問題が強く印象にある中で、結局は廃止かということで打ち取

られてしまう危険性を持っているので、そうすることで全体のつながりが見えてくるので

はないかと思います。その点の整理を是非お願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○無藤座長代理 では、もう時間が過ぎつつあると思うんですが、委員としてですけれど

も、発言させていただきます。簡潔に申し上げます。 

 私はここで規定しているこども園（仮称）を目指すということは非常に大事なことで、

賛成であります。したがって、それを目標として明確に打ち出していただくことはお願い

したいと思いますが、同時に何年間かの移行というときに、そこの在籍している子どもた

ちへのさまざまなつらさが出てくる危険もありますから、混乱は最小限にして着実に一体

化に向けて進めていくための、言わばストラテジーが必要だと思います。 

 そういう意味で私は３点ほど大事だと思うのですが、第一点は質を保つ仕組みというの

をいろいろ考えられると思いますけれども、それを早めに入れていくということです。例

えば幼稚園の場合に、これからもっと障害のあるお子さんも入れなければいけないのかも

しれませんが、その場合の対応はどうなのかとか、保育所において今以上に幼児教育を重

視するとすればどうするのかとか、少人数の保育施設の運営はどうするかとか、例えばそ

ういうことです。  

 ２番目は、一気に法律で来年から変えるということの混乱は非常に大きくなると思いま

すので、できる限り現実的に財政的措置その他のインセンティブを通して、少しずつ変え

ていく必要があるのではないかと思います。それはもちろん 1 00 年待てという意味ではな

くて、10 年ぐらいという１つの方針は大事なことだと思いますけれども、やはり現場また
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は地域の実情に合った改革を進めるという意味で、それぞれの市町村のイニシアチブの下

でインセンティブを活用する必要がある。これが第二点です。 

 ３番目は法律をつくってこども園（仮称）にするにしても、例えば 10 年後ということ

を明確に区切るというよりは、やはり現実的に全国各地でどういう状況にあるかを踏まえ

ながら、例えば３年後あるいは５年後というチェックを行って、その都度新たな方針の下

でこども園（仮称）へ一歩一歩進めることが大事であると思います。私は上からの改革で

も差し支えはないと思いますが、しかし保育を担うのは現場であるわけだし、子どもたち

への迷惑を最小限にして、更によりよい、質の高い保育・幼児教育の実現を是非お願いし

たいと思います。  

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。最後に香取政策統括官から御発言があるとのこと

です。お願いいたします。 

○香取政策統括官 まとまる前で恐縮ですが、ありがとうございました。冒頭に事務局か

らも御説明しましたように、今日の資料は議論のたたき台といいますか、制度案要綱に書

かれている論点を整理して、新しいこども園（仮称）に必要な属性は何かを議論していく

ためのたたき台をお示ししたものでございます。 

 今日いただいた議論の中で幾つか、例えば幼児教育の定義の問題でありますとか、全児

童対策としたときの概念の問題でありますとか、幾つか具体的な論点あるいは追加で資料

を用意しなければならないところもありましたので、用意したいと思います。  

 １点だけ大変恐縮なんですが、議論を聞いていてちょっと誤解があるのかなと思ったと

ころだけ補足をいたしたいと思います。これは次回資料で御説明をできればしたいと思い

ますが、1 4 ページ目のところで指定と認可の関係について御議論がございました。11 ペ

ージに制度案要綱における各事項の対応ということで、給付の関係、指定の関係について

は基本制度ワーキングチームでということになりましたので、それもあって今回は詳しく

御説明をしなかったので誤解があったんだと思いますが、実はこども園（仮称）の形につ

いては今日御議論がありましたように、こども園（仮称）にどのような属性を付与するか

によって、どういう法制でどういう認可をするのかという御議論に多分なるんだろうと思

います。 

 菅原委員が新しい基本法を指定する必要があるのかというお話がありましたが、今日の

議論の中でも新しくできるこども園（仮称）は学校教育法上の教育施設の位置づけが必要

である、あるいは児童福祉法上の社会福祉施設の規制も必要になるということになります

と、仮に基本法でそういう認可のスキームをつくった場合は、それぞれ児童福祉法なり学

校教育法上の認可との関係を整理する必要がありますので、言わばそういう法制的な整理

も含めてこども園（仮称）の認可の形というのはつくられると思います。 

 黄色で書かれている指定のところは、これはそもそも制度案要綱の中で実は幼保一体給

付（仮称）以外のさまざまな給付全体について、各サービス類型ごとに指定の形を入れる
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と書いてございますので、言わばこれは共通のルールとなります。新システム側としては

新システムの給付にふさわしい指定の要件、基準というものを決めて、それに該当するも

のについては客観的な基準で指定をしていくという形をとることになります。他方、認可

についてはそういった新システム上の給付のルールだけではない、今の御議論でいきます

とさまざまな施設に求められる属性といったことから来る、あるいは税制上の取扱いです

とか、あるいはそれぞれの法人主体の特性に由来するさまざまな議論があって、そういっ

たものを１本でいくのか、あるいはそれぞれの今の制度の中で処理をしていくのかといっ

た御議論になろうかと思いますので、それは一種別の議論になる。もちろん完全に一致す

るということもあり得るわけですけれども、これは介護保険の中でも指定と認可が一致し

ている施設とそうでない施設がございますので、多分そういう議論になるんだと思います。

ということで、黄色の部分はそういう言わば新システム上の給付あるいは給付の要件に沿

ったものとして指定が行われてございます。  

 冒頭に認可外の取扱いのことが出てございましたが、これは認可の形がどのように最後

決まるかによってここは扱いが変わるものだと思っておりますけれども、現行ですと都道

府県側に認可に裁量があるという現実があって、言わば新システムの中でも新システム上

の指定基準をクリアーしていても、認可が与えられないために給付が受けられないという

施設類型が存在し得ることがあり得るので、そういう意味で言いますと認可の形がどうで

あるかということとは別に、まさに客観的な基準をクリアーしたものについては新システ

ム上は給付の対象にする。これは共通のルールとして存在することになりますので、この

黄色の部分が書かれているということで、その部分は指定と認可の関係については次回も

う一度改めてわかりやすい資料を用意して御説明をしたいと思います。  

 すみません、時間をちょうだいしました。  

○大日向座長 ありがとうございました。 

 本日は本当に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。幼保一体化の

具体像はまだかたまっていません。廃止という言葉が出ていろいろ混乱するのも致し方な

いかもしれません。また、具体像がかたまっていない今の段階でさまざまな不安、疑問、

感情が行き交うこともあろうかと思いますが、ここは先ほど小宮山副大臣がおっしゃって

くださったとおりかと思います。 

 中島委員がたしかおっしゃってくださったと思いますが、この会は幼稚園、保育園、各

事業者、更には子どもを預けている親、更に自治体、研究者、関係省庁の方々、政治の方々

が一堂に会して、これから幼保一体化に向けて建設的な議論をする場であることを御確認

いただきたいと思います。そのためには本日の前段で確認し合いました幼保一体化の理念、

目的を常に振り返りながら、これからも議論をお願いできればと思います。 

 なお、事務局におかれましては本日皆様からいただきました御指摘を踏まえて、次回ま

でに必要に応じて資料の準備をお願いしたいと思います。  

また、委員の皆様にもお願いがございます。本日発言が十分足りなかったという方もい
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らっしゃるかと思います。また、もう少し持ち帰ってよく考えて、もう一度意見を出した

いという方もおられると思います。できれば１週間くらいのうちに事務局の方にペーパー

でお出しいただければ、それを参考にさせていただきたいと思います。よろしゅうござい

ましょうか。 

 それでは、次回は本日に引き続きまして、こども園（仮称）の在り方について議題とし

たいと思います。  

 時間も過ぎてしまいました。本日の会合はこれにて終了としたいと思います。次回の日

程は追って事務局より御連絡をいたします。本日は本当にありがとうございました。  


