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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 
幼保一体化ワーキングチーム 第４回会合 

 議事次第 
 

 

                   日 時：平成 22 年 12 月２日（木） 9:30～12:24 

                   場 所：中央合同庁舎４号館 12 階 1208 会議室  

 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  （１）認定こども園の取組について  

（２）こども園（仮称）について  

（３）意見交換  

 

３．閉 会  
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○大日向座長 皆様、おはようございます。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４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、本日の委員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、本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。  

全国国公立幼稚園長会副会長の大橋由美子委員。  

全国知事会高知県知事の尾﨑正直委員。  

全国市長会・東京都三鷹市長の清原慶子委員。  

以上３名の委員におかれまして、本日、所用により御欠席と伺っております。  

その御欠席の委員の代理といたしまして、全国国公立幼稚園長会より、会長の池田多津美様。  

 全国知事会より高知県理事の桑名正博様。  

 全国市長会より東京都三鷹市子ども政策部子ども育成課の宮崎望様にそれぞれ御出席をいただ

いております。  

 また、本日は、認定こども園の具体の取組について御紹介いただくために、認定こども園青葉学

園野沢こども園の総括園長でいらっしゃいます、田村哲夫様に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 それでは、議事に入らせていただきます。初めに、事務方から資料の確認をお願い

いたします。  

○藤原参事官 資料の御確認をさせていただきます。本日、配付資料といたしまして、議事次第の

１枚紙の後ろに、まず資料１といたしまして「認定こども園の取組について（発表資料）」。本日御

発表いただくということで、３名の先生方から事前に資料をいただいておりますので、これを資料

１にとりまとめております。  

 次に資料２でございますが「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）」、いわゆる５案

がございますけれども、この資料を資料２としてお付けしております。  

 資料３でございますが「こども園（仮称）の具体的制度設計に関する論点（案）」をお付けして

おります。  

 資料４でございますが、各委員から本日提出いただいております資料を添付しております。  

 また、参考資料といたしましては「幼保一体化の目的について」。  

１～３回までのワーキングチームにおける各委員からいただきました主な意見を表の形でおま

とめしたものをお付けしております。  

 一番上になるかと思いますが、参考配付ということで、先般、29 日に待機児童ゼロ特命チームに

おいてとりまとめられました、国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消先取りプロジェクトの

概要版を御参考までに配付させて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。資料の御確認はよろしいでしょうか。本日は、２つの議

事を用意しております。まず、認定こども園の取組について御紹介いただきます。その後にこども
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園（仮称）の在り方につきまして、前回に引き続き御議論をいただきたいと思います。  

 １つ目の議事、認定こども園の取組ですが、前回委員の皆様より、「こども園（仮称）の具体的

なイメージがよくわからない。議論を進めていくに当たって、こども園のイメージをもう少し見た

い」という御意見がありました。その御意見をいただきまして、本日は認定こども園の取組につい

て御紹介をお願いしたいと思います。  

 幼児教育と保育を総合的に提供する取組である認定こども園につきまして、現場で精力的に取り

組んでおられる事例を御紹介いただきまして、今後のこども園（仮称）の議論に生かすことができ

ればと考えております。  

 本日は、認定こども園青葉学園野沢こども園園長の田村哲夫様から、最初に御自身の園における

取組を御紹介いただきます。その後、本ワーキングチームの委員であり、認定こども園まゆみ学園

の園長でいらっしゃいます古渡委員から、御自身の園における取組を御紹介いただきます。  

 それでは、最初に田村様、よろしくお願いいたします。  

○田村園長 田村でございます。おはようございます。発言の機会を与えていただきまして、あり

がとうございます。  

 今日、私がお伺いしたのは、実は平成 19 年４月に東京都で最初の幼保連携型の認定こども園と

して認定されて、その後、ほぼ今年で４年が終わろうとしていますが、今までの経験といい点、悪

い点というか、問題にする点等々、感想といいましょうか、感じたことをまとめてまいりましたの

で、今日は皆様に御報告をさせていただこうと思っております。  

 そもそも私どもの野沢こども園という認定こども園のスタートは、世田谷区が経営しておりまし

た公立の幼稚園を活性化するという考え方で、世田谷区と共同して新しい考え方による「こども園」

の開学ということを目指しました。  

 私どもが引き受ける前の公立幼稚園は、世田谷区の公営でございましたが、園児が５０～６０人、

幼稚園の先生が３～４人というような状況でありました。  

 私どもが引き受けまして、世田谷区と相談しながら、「こども園」という形でつくり変えまして、

現在、園児が約 200 人おります。働いている人は 36 人おりますので、随分やり方で違うんだなと

いうのが率直な感じでございます。  

 やってきてそのままとても全部よかったとまでは言えませんが、ただ、地域ということで考える

と、非常に支持されているということを実感しております。御存じのように、当初の認定こども園

の形は、幼稚園機能の園児と保育所機能の園児をともに預かるということが大前提でございました。

地域の状況も踏まえながら、スタートは３歳児、４歳児、５歳児を預かるという形で出発いたしま

した。現在では、昨年から１歳児、２歳児も預かっております。現状では１歳児が８人、２歳児が

12 人、３、４、５に関しては、従来の幼稚園教育の実現の場になりますので、30 人クラス。大体

半分が幼稚園機能の子であり、残りの半分が保育所機能の子でございますが、それが２クラスずつ

年少、年中、年長という形でお預かりしています。したがいまして、200 人近い園児数になるとい

うことになるわけです。  

 私ども、始めるに当たって一番気にしたことは、子どもを幼稚園機能、保育所機能と分けている
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のは、まさに大人の都合でしかないわけですから、子どもはまったく関係ないわけですから、子ど

もがそういう意識を絶対に持たないようにするにはどうしたらいいかということに細心の注意を

払いました。具体的には、幼稚園機能の子も保育所機能の子も、ともに同じクラスで午前中は中心

的には集団教育を目途として、幼稚園における指導要領、教育要領というものを生かして保育する

と同時に、幼稚園教育をそこでしっかりと実現していく。  

 午後は、同じように保育、教育をするわけですけれども、幼稚園機能の子は午前中で帰る子が相

当おります。それでも預かり保育という形で預かる子が６割ぐらいでしょうか。そのまま引き続き

「こども園」に残ります。そういった残った子どもは、新しく午後についてはこれを区別しないと

いう意識を植え付けるために、星組というクラスをつくりまして、子どもたちには今まで属してい

たクラスから「星組に行くんだよ」という言い方をして、子どもたちをそこの星組に連れていく。

そして午後の保育、教育をするという形で実行してまいりました。  

 最初、例えば子どものうち、「幼稚園機能の子が早く帰ってしまうのでさびしがらないかな」と

か、「帰る子はもっと残りたいと言わないかな」とかいろんな心配がありましたが、実際やってみ

ると、そんなに心配するようなことは一切なかったというような感じです。やはり子どもは子ども

でそれなりに対応しますから、あまりそれは気にすることはない。ただ、大人が気を使ってやれば

いいだけの話だなというのが実感でございます。  

 午前中の幼稚園、教育機能を中心にした集団教育の内容について言いますと、これは非常にうま

くいったというふうに自負しております。具体的には、幼稚園と同じように「こども園」でも運動

会とかお遊戯会をやります。それらの成果が教育の成果として具体的に表れるんですけれども、私

はそれこそ歳をとっていますから、幼稚園の園長を数十年やっているんですけれども、びっくりす

るぐらい長い間やっているわけですが、その感覚で言いますと、幼稚園と「こども園」の教育成果

については、そういった行事に現れる形で言うと、まったく違いがない。最初は感じたこともあり

ましたが、現状では、つい最近運動会をやり、今週末お遊戯会もやるんですけれども、練習とか状

況を見ていますと、幼稚園教育の状況としては本当に変わりない成果が挙げられていると自負して

おります。  

 近所の父母を中心にしたお母様方はそういった行事は見に来られますので、率直な感じとしても

そういう評価をしていただいているのかなと思います。御存じのように認定こども園は外部評価を

しなければいけませんので、３年経ったところでの外部評価。その後も外部評価を続けております

が、御父母の満足度で言うと９割近いという状況ですので、非常に支持されているなという感じで

おります。  

 そういった１～２歳、３、４、５歳の「こども園」を経営しながら、並行して地域の方々と相談

の上ですけれども、「子育て井戸端会議」というのをやっております。これは０歳児から１歳児、

２歳児ぐらいまでの親御さんが中心ですけれども、子どもさんを連れてきたりして、「こども園」

の中にそういうコーナーをつくりまして、そのコーナーを中心にして井戸端会議という形の会合を

持っておりますが、これは非常に評判がいいんです。非常に多くの方が実際に来られまして、我々

と相談し、また親同士で話し合いをしているという場を目にすることができます。今まで感じたこ
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とを言いますと、「なるほど」と、世田谷ですので、都会のど真ん中ですけれども、「子育ては本当

に孤独なんだな」という実感がひしひしと伝わってまいります。ですから、そういう意味で機能す

るということは、非常に社会的に役割を果たしているなという感じを持つわけでございます。  

 いいことばかり申し上げておりますけれども、確かにいろいろな問題があります。やっていきま

していろんな機会で困るなと思うのは、保育所機能、幼稚園機能も含めての話になるんだろうと思

いますけれども、病気になった子どもが出た場合、既にこの場でも議論されているとお聞きしてお

りますけれども、「こども園」でも病気の子どもを預かるという機能は持っていないんです。もち

ろん、看護婦さんかとか近所に指定のお医者さんはいるんですけれども、病気になっている子ども

を預かるという仕組みにはなっていませんので、非常に困るんです。そこのところの整備はこども

園（仮称）の議論をされるときには、並行してなさらないといけないなというのは１つ感じたこと

でございます。  

 もう一つ、これは是非議論のまとめのところまでにしっかり踏まえて押さえておいていただきた

いと思うことは、就学前教育と言われる幼児教育は世界的には義務化される流れが相当強く出てい

るわけです。  

 それには今日、秋田先生がいらっしゃいますから、秋田先生などは御専門ですからよく御存じで

すけれども、アメリカのヘッドスタートの実績を踏まえて、幼児教育と言われる就学前教育を組織

的に内容のあるものとして義務化する必要があるのではないかというような大きな動きがありま

す。その動きを受けて、既にイギリスでは義務教育を５歳から始めております。１歳下げました。

北欧の諸国もそれが始まっているんです。ですから、そういう教育の部分が必ず入ってくるんだと

いうことを念頭に置いて、就学前教育に関わる幼児の幼保の一体化の議論をするときは、近い将来

必ずその議論が出てくる。日本だけが例外というわけにはいきませんから、その部分の教育の部分

をどうするかということは非常に重要な柱になるだろうと思います。その議論を是非通して全体の

制度設計をしていただきたいというのが実感でございます。  

 父母の方の預かった実感で言いますと、親は率直に言って「預かってはもらいたい。しかし、ち

ゃんと教育してくれるとうれしいな。」これが非常に強くあります。例えば私ども「こども園」を

始めるに当たって、制服をどうしようか随分考えました。保育所機能ですから、制服はもちろん念

頭にはないわけですけれども、いろいろ考えた末、制服を一応決めました。ただし、選択制にしま

した。結果は、全員が制服を買っています。要するに、必要に応じて制服を使って、行事のたびに

言わなくても着てくるというのが実態としてあるんです。聞いてみると、「私はいろんな事情で子

どもを保育所に預けなければならなかったけれども、だからずっと制服は着させられないと思い込

んでいた。しかし、ここへ来て制服を着ることができてとてもよかった」ということを何人もの親

御さんから聞いていますので、これは象徴的な現象なんですけれども、制服に現れる１つの団体と

しての教育機能に期待しているといったことが感じられます。  

 もう一つ、昼寝なんです。これもやりました。最初は全員やったんですけれども、親から文句が

出てきた。「昼寝させるので夜寝ないので困るんだ」という要望で、それでは選択制にしようとい

うことで、１歳、２歳、３歳はやっていますけれども、４～５歳は選択制ということで、現実には
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４歳が半分ぐらい、５歳になるとほとんどありません。そういうのが実態として我々が経験したこ

とでございます。  

 是非しっかりと御議論いただいて、次の世代をどういうふうに育てるかということにものすごく

大きな影響を与える制度設計ですので、よろしく御議論を賜り、いい形を是非考えていただければ

と思っています。  

 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。  

続きまして、古渡委員、お願いいたします。  

○古渡委員 皆さん、おはようございます。ただいま御紹介がありました、全国認定こども園協会

副代表理事の古渡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 本日は、幼保一体ワーキングチームにおいて認定こども園の取組をこの場で御紹介させていただ

く場をつくっていただいたこと、全国認定こども園協会代表として感謝申し上げたいと思います。 

 さて、認定こども園の認定数は、予想をはるかに下回る認定数ではありますが、認定を受けた学

園は平成 18 年 10 月１日の認定こども園制度以来、それぞれの状況において最善の努力を払い、多

くの好事例を生み出してきました。何ができるだけではなくて、幼保一体によって何が起こるかを

できるだけ皆様にわかりやすいイメージでお話しできればと思っていますので、よろしくお願いい

たします。  

 まず、協会として、平成 21 年度文部科学省委託事業として当協会が実施した「幼児教育の改善・

充実に関する調査研究」において、それらの事例の一部を「認定こども園の具体的な諸事例にみる

園運営に関する調査研究報告書～はじめの一歩～」としましてつくりました。  

 認定こども園の取組を見る場合、特に注意しなければならないことは、認定こども園の多様性へ

の理解です。幼稚園あるいは保育所にも地域や設立の趣旨や経過、特に幼稚園では「建学の精神」

と言われるものなど、個別の事情や法人による多様な運営や保育内容が混在していると同様に、認

定こども園も多様なそれぞれの置かれた事情の中で最善の努力をして、一体化をよりよく生かそう

としていることから、多様への理解をもっと受け止める必要があります。  

 これまでワーキングチームでの発言には、認定こども園に否定的なものもありましたが、ある場

面では確かにうまくいっていない状況もあります。一方では、円滑に効果を挙げている園や状況も

あります。恐らくこの事情は、子ども・子育て新システムに移行しても同様で、むしろ基礎自治体

による事業策定や多様な実施主体の参入などを考えると、これまで以上の多様な取組が展開される

ことが予想されます。  

 また、幼保の今までの幼児教育、保育の取組が独自の価値観や独自性、経営や営業的な考え方に

例える面も見られ、幼稚園教育要領や保育所保育指針を遵守した、子どもに寄り添ったものではな

かった場合もあると考えています。  

 多様な発想による豊かな子どもたちの育ちを保障するとともに、「保育の質とは何か」を明確に

描き、間違った早期教育や偏った保育内容にならないようなデザインにする必要があると考えてい

ます。  
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 次に、認定こども園を施行するに当たってのプロセスについて御紹介したいと思います。まず初

めに、１～４までありますが、これは後の話でも出てきますので、是非お記憶にとどめていただき

たいと思っております。  

 保育・教育活動におけるプロセスという観点。これは０～５歳までの発達を見通した教育・保育

課程の計画。  

（イ）年間の教育・保育計画。  

（ウ）共通利用時間における一体的な教育活動。  

 （エ）一日の過ごし方（デイリープログラム）など。  

 （オ）異年齢保育。  

（カ）小学校及び教育行政との連携。  

 （キ）自己評価・学校評価。  

 ２）家庭・地域との連携を含む子育て支援のプロセス。  

 （ア）多様な家庭的背景に配慮した子育て支援の活動。  

 （イ）家庭や地域と連携した教育・保育活動。  

 （ウ）保護者組織の運営。  

 （エ）行政・他機関との連携。  

 ３）研究・研修体制のプロセス。  

 （ア）園内研修とか総合理解、共通理解、子ども理解、方針・方法など。  

 （イ）園外研修。  

 ４）物的・人的環境、施設整備をめぐるプロセス。  

 （ア）職員配置。  

 （イ）園舎、園庭を含めた物的環境の工夫。  

 （ウ）幼稚園機能と保育所機能を視点に置いた施設の在り方  

となります。  

 まず、認定を受けるに当たって、１）～４）項目のものを、最初認定を受ける前に準備期間とし

て各県が精査するようになっています。  

 この認定こども園の現場で本当に大変だと言われる場面というのは、最初にこの１）～４）の項

目を各園で精査する。これはすごく大事なことだと考えています。その準備期間があって、初年度

これらを一度実践的に行うということがあると思います。  

 しかし、先ほどの話にもありましたように、うまくいかない場合もあります。そういうことを考

えますと、２年目でＰＤＣＡサイクルとかそういう評価制度を使いながら、各園各園が今の項目を

精査、検証していく。３年目、その園の特色ある認定こども園のスタートとなるわけですが、要は

前回もお話ししたように、本当に時間がかかるというのは、実はこういう内容を精査していかない

と認定こども園にはなかなか成長できないというのが、もちろん、私自身もそう思っていますけれ

ども、そういう観点があります。  

 ですので、ただ単に幼稚園と保育所が合わさるのではなくて、これだけのものを各園各園が自助



 
 

7

努力の中で精査し、かつ、好事例を生めるような中でやってきているという観点があると思います。 

 これらをやったことでの共通の成果という観点で御紹介したいと思います。別表１を御参照いた

だければと思います。先ほどの１）～４）項目もこの中にかなり含まれておりますので、要はでき

る、できないではなくて、内容がそこまで精査されたからこそできてきたメリットだと考えており

ます。  

 まず、子どもにとってメリットは何だろうか。確かに田村先生のお話は総括してのお話もあった

と思うんですけれども、より具体的に言いますと、友達が増え、多種多様な関わりができて経験が

豊かになる。幼保関係なく、同じ環境で保育できるので、育ちの筋道もわかり進級時がすごいスム

ーズというのは、基本的には１）でお話しました保育・教育活動におけるプロセスをかなり重点的

に精査し、かつ子どもたちのための保育のシステムをつくった成果の１つだと考えています。  

 また、縦割り保育や異年齢保育との関わりが持てることで、ゼロ、１、２歳児の乳幼児の関わり

や、３、４、５歳児の養護の芽生えにより、より関係を広げることができるということがあります。  

 基本的にはゼロ、１、２歳児と３、４、５歳児、ともに生活することで、子どもの心の中のすご

く大切な養護的な感覚が芽生え、逆に安定した子どもの生活ができるようになるというのも、先ほ

どの１）とか２）なんですけれども、確実にその内容に取り組んでいくことで、こういうことは可

能になります。  

 また、先ほど田村先生のお話もありましたように、早く帰る子、お迎えが遅くなる子の違いを子

どもたち自身で理解し、お互いを認め合えるようになる。要するに、受け止められる自分がきちっ

と育つことができるというのがあります。これも職員研修と園内研修の成果として、確実に認定こ

ども園の中では生まれてくることと考えています。  

 なので、デメリットという観点でお話ししますと、逆に成果が上がれば上がるほどデメリットは

どんどん少なくなる、子どもにとってはそういう面があると考えています。  

 次、保護者にとって、就労の状況によって施設を変えることなく子どもの保育環境を維持するこ

とができる上に、安定した施設利用ができる。これは「保育に欠ける、欠けない」という要件が変

わっても、同じ施設の中で子どもの育ちを保障することができるという、唯一認定こども園だけが

今できている仕組みだと考えています。  

 幼保在籍の保護者に関係なく、行事などを通じて交流ができ、仕事を持つ保護者や専業の保護者

がお互いを理解し合えることで、子育て仲間としての意識が持てるようになる。これも分断してし

まっているという言い方は語弊があるかもしれませんが、コミュニティの形が崩れている中で、子

ども集団を基本としたところに保護者の方々がたくさん集まることで、地域コミュニティの１つの

仕組みが動くようになります。それは先ほどの２）で言えば、保護者組織の運営という観点で、そ

の園独自の中で柔軟な考え方と発想の中で保護者の方々と対応することで、非常に大切な地域コミ

ュニティの体制としての観点が生まれることになります。  

 また、子育て支援を通して、多様な保護者と子どもの関わりができることで、子育ての効率化を

まず進めること。これも先ほどの保護者の皆様もそうですし、園に入っていない保護者の方、子ど

もたちのためにも、かなり地域をつなげていくためのキーワードになる大事なことだと考えており
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ます。  

 そのために２）家庭・地域との連携を含む子育て支援のプロセスというものが年を追って熟成し

てくることで、認定こども園の持っている総合機能が発揮できるということと考えています。  

 保育者という観点で考えてみますと、幼稚園や保育所の先生方が文化を超えて交流し、園内研修

を数多く持ったことで、保育、教育、養護を総合的にとらえられるようになり、保育者の質の向上

になっております。認定こども園は、とにかくお互いを理解することから始まります。もちろん、

先生方も保育者でそうですが、子どもたちのために本当に理解する園内研修がきちっとでき始めま

すと、実は保育所の質の向上の第一歩になると考えております。  

 また、ゼロ、１、２歳児の乳幼児保育と３、４、５歳児の保育を理解することで、育ちの連続性

を押さえた保育ができるようになる。これも幼稚園教諭または保育士のお互いの機能を融合し、お

互いが理解することで確実なラインの中で提供していくものだと考えております。  

 前回お話しするのを忘れてしまったんですけれども、保護者にとって例えば新システムへ移行す

る課題という観点で考えてみますと、ワーク・ライフ・バランスというお話がありますが、やはり

現場的には先ほどの病気になったときとか、子どもの育ちの観点から考えてみても、子どもを育て

る親の視点としてのワーク・ライフ・バランスというのは必要ではないかなと考えております。  

 続きまして、保育者としての新システム移行への課題に関しましては、更なる資質の向上のため

の研修がもっと必要だと考えております。また、年齢や機能による職員の配置というのは、実は保

育者の方もそうなんですが、今の制度上で言うと本当に限界ラインでここまでつくり上げられたん

だと考えています。  

 ですので、こういう観点でメリットは出るんですが、通常の幼稚園、保育所よりもかなりハード

な仕事になったりとか、確かに人数は多いんですけれども、いろいろなサポートをするために、実

は１人とか２人欠けてしまうと、逆にリズムが崩れてしまうというのが中にはあります。  

 最後に、地域という観点でなんですけれども、まず、幼保が１つになり、一定の数の子どもの集

団が形成されることにより、さまざまな子育てを共有する大人の集団が確保され、子どもへの多様

なニーズに応えようとする柔軟な姿勢から、保護者たちが自主的なさまざまな子育て活動やボラン

ティア活動を立ち上げる様子もかなり見られるようになってきています。これは今後新システムに

移行するに当たって、地域という観点の中で更に重要性があると考えています。  

 新システムの移行の課題の中でも、行政の協力体制と総合的な機能を発揮するためのネットワー

クシステムということで、別表２を御参照いただければと思います。  

 当協会として今まで使われてきているものを考えますと、やはり総合的な機能を発揮する認定こ

ども園としての連携の仕組みがこれから必要だと考えています。そういう観点で、皆様の方は緑に

なっていると思うんですけれども、こども園（仮称）という観点で考えますと、いろいろなグリー

ンの項目ですけれども、かなりきちんとしたネットワークを含めることで、もっともっと就学前の

すべての子どもたちに対する家庭家族支援まで含めた対策ができるのではないかと考えておりま

す。  

 とりあえず、認定こども園協会としての発表は以上です。  
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○大日向座長 ありがとうございました。以上、田村先生、古渡委員のお二方から認定こども園に

ついて御紹介いただきました。ただいまの御紹介に対して意見交換に入りたいと思いますが、その

前に、これまで本ワーキングチームの中で三鷹市、聖籠町それぞれにおかれまして、認定こども園

や幼保一体化の取組について、折に触れて御紹介、御発言をいただいておりました。したがいまし

て、自治体からごらんになった一体化のメリットや、今後の課題等につきまして、意見交換の冒頭

にお願いできればと思います。  

 まず、渡邊委員から聖籠町のお取組について御説明をお願いできますでしょうか。  

○渡邊委員 どうもおはようございます。全国町村会の渡邊です。今ほど座長からお話がありまし

たように、これまでも機会あるごとに私どもの幼保一体化に向けた取組について若干お話し申し上

げてきたんですが、今日は具体的にこれまで取り組んできた経過、その成果と今後の課題といいま

すか、その辺についてお話ししてほしいということでございましたので、皆さん方のお手元の認定

こども園の取組の一番最後の方に、11 ページから聖籠町の取組ということで御紹介されております

が、それを見ながら御紹介申し上げたいなと思います。  

 そもそも私どもの町は、政令都市の新潟市が日本海に面してありますけれども、その北隣、大体

25km、車で 30 分以内のところですけれども、新潟市と一体的な都市形成がなされている場所なん

ですけれども、とりわけ国の特定事業港湾の新潟東工業港という港があります。いわゆる平場地帯

で港があって、農工併進の町です。そういう地域条件の中で、今１万 4,000 人ちょっとの町であり

ます。  

そんな中で、子育てに対する町づくりの施策を展開してきているわけでありますが、12 ページに

書いてありますが、これまでの概要ということで、昭和 40 年代から私どもの町は幼稚園を主体と

して公立で幼児教育を専門として取り組んでまいりました。町村サイドではどちらかというと、こ

の前もお話ししたように、国の方で人件費やら何やらいろいろと給付の面で非常に条件のいい保育

所を選択するのが多いんですけれども、私どもの町は小１ギャップということもあるように、幼児

教育をしっかりした中で、小学校につなげ、中学へつないでいく。また中学も全国で珍しい教科セ

ンター方式。これも平成 13 年４月から取り組んでいます。そういう一体的な「幼稚園から小学、

中学、義務教育も含め教育改革をしていこう。その教育がまちづくりの根幹をなす」というような

基本姿勢で取り組んできております。  

 そんなことから、どちらかというと保育所よりも幼稚園のこれまでの取組があったわけでありま

す。それを平成 13 年４月から 13 ページの上の方に御紹介しておりますけれども、聖籠町の乳幼児

保育振興計画というものをつくらせていただきました。  

 これは当時、市町村合併が平成の大合併ということでいろいろと議論させていただいたときであ

りましたし、私どもの町でいろいろと近隣の市町村と議論したんですが、結果的に合併をしない、

自主自立のまちづくりを目指そうということで現在に至っているわけでありますけれども、そうい

う経過をたどって、先ほど申し上げた幼小中の教育改革をしていく中には、町の立場、住民の立場、

子どもの立場、それらの立場において、まちづくり基本条例に基づくそれぞれの立場における役割

と責任、それらを明確にして、将来的なビジョンをはっきりと見据えていく必要があるのではなか
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ろうかということで、ここの基本方針と幼児と親への政策展開とか、カリキュラム、障害児保育の

充実とかというような形を基本として、委員会を組織して取り組みまして、平成 13 年４月に委員

会を組織し、平成 15 年３月に答申をいただいて、その後内部で議論しながら、平成 17 年１月に振

興計画を策定しました。その計画がいわゆるこの前からお話し申し上げてきた、現実の問題として

子どもの数が少なくなってきて幼稚園の空き教室が目立ってきている。  

しかしながら、12 ページにも紹介があるように、私どもの町の施設の概要の中に書いてあります

けれども、平成９年になって保育所１園を開園した。そういうことから、非常に保育所に対するニ

ーズが高くなってきた。そういう現状下において、「では将来どうなるのか。保育所をまた増設し

たり、新設して対応していけばいいのか。そうすると、幼稚園の在りようはどうなるんだ」という

新たな問題が出てきたものですから、それらを将来にわたって解決していくための手段として、今

ある施設を有効的に活用するべきではないのかという考え方に立ちまして、平成 17 年４月から、

いわゆるこれまであった公立の幼稚園３園を、これは小学区単位にあるんですけれども、私立はご

ざいません。これをすべからく名称を変えて、「何々こども園」という形にします。  

 平成９年４月から開園しました保育所につきましても、「何々こども園」という形で何々保育所

というものを開園、名称を変えさせていただいて、すべからく「こども園」という名称を使わせて

もらっております。  

 そういう中で、いろいろと最初のころは問題もあったんですけれども、今、現状おいては 11 ペ

ージの方に紹介されておりますけれども、行政から見た幼稚園・保育所一体化のメリットというこ

とを若干書かせてもらっています。先ほど申し上げたように、まずは少子化に伴って、施設に空き、

重複が目立っておりましたけれども、これを一体化することによってこれらの問題が解消されたと

いうこと。これも共通する問題であったわけですが、保育所に対する保育ニーズの高まりと併せて、

保育所の入園定員が増加しているという中で、新たな施設要求があったわけでありますが、それら

が解消されました。  

 併せて、職員はすべからく幼稚園の先生も保育士も町の職員でありまして、そういうことから、

幼稚園免許、保育士の資格を一体的に両方を有することによって人事の管理が非常に容易にできる

ようになりました。また、人事交流もすることができるわけでありますので、先生方も幼児教育、

保育に対するお互いの連帯意識も芽生えてきたということで、非常にこれらもいい形になってきた

のではなかろうかと思っています。  

 何よりも、我々は今、国・地方も併せて借金財政などと言われておりますけれども、いかに事務・

事業を効率的、効果的な運営をしていくかという意味でも、行政コストの削減というのは我々に課

せられた大きな課題であります。そんな面からも、一体化することによって相当コストの削減につ

なげることができたというのが一体化のメリットではないのかなと思います。  

 ２点目に、成功した理由についてということでありますけれども、前にマスコミの委員の方の木

幡さんでしたか、どなたでしたか、子どもの立場から見た、または親御さんからの立場から見れば、

子どもを預かってくれる場所があるということが大前提でありますし、そこにより質の高い教育、

保育を施してくれるのであれば、申し分がないという親心があるわけでありますから、それらにつ
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いて非常に幼保一体化することによって３歳以上の子どもたちは今まで保育所に行っていた子ど

もがすべからく公立の幼稚園機能を持つ「こども園」に入所できるようになるわけですから、当然、

保育所の方の３歳児以上も入園は可能なんですけれども、１人たりとも入園希望はありませんでし

た。ですから、結果として余地を残したんですけれども、すべからく幼稚園の方に入園して、それ

が一概に言えば、田村先生からお話があったように、義務化されていると同然なんです。そういう

結果に及んでいるということであります。  

 保護者のこれまでの保育所、幼稚園というすみ分け、また保護者の認識が非常に幼稚園に行って

いる保護者に対する向き合い方とか、お互い親同士の隙間があるんです。その辺のことが非常にい

い意味で同じ学区の子どもたちがすべからく同じところに入園できる。そして同じ問題意識を共有

しながら子育てができるということで、非常に親御さん方によく理解が進んでいるようであります。

そして、今は早朝保育、延長保育という形で、預かり時間も保障されているわけでありますので、

そういう面で非常に理解が進んできたのかなと思っています。  

 いわゆる公立、私立を問わず待機児童は聖籠町の場合は解消されました。３歳未満児はすべて公

立と私立で責任分担して、私は今後公立の保育所はできる限り解消したいと思っています。すべて

民間の方に移譲していきたい。それはなぜかというと、「保育に欠ける」子どもたちを預かる保育

所ですから、当然恒常的なサービスの一環の中で扱うというよりも、それは親御さんなどのニーズ

に合わせて、質の高い保育を保障すればいいわけですから、できる限り民間参入をさせながら、行

政コストの削減化につなげていく。ただ、民間だからといって行政としての支援システムを組んで

保障しなければなりませんから、そのことを保障しながら、なおかつ行政のコストの削減対策をし

ていくという基本的な考え方を持たせてもらっています。  

 最後に、これは私の施策でもあるんですが、やはり今国の社会事象と同じように、子どもに対す

るいろんな面での親の悩み、課題が山積しております。その中で、一番親としてありがたいのは何

かということをかいつまんで一つひとつ列挙していくと大体解決してくるんです。まず子育てする

のに病気になったら困る。病気になればお医者さんにかからなければならない。お医者さんにかけ

た場合は医療費がかかる。予防検診の問題とかいろんな問題があるわけですから、それらをいかに

行政的なサービスの中で支援していくか。  

 出産一時金の資金の問題とかいろいろありますけれども、子育てをしていく中には出産、医療費

の問題もありますが、今回の一体給付の中でもいろいろと考えていただいておりますけれども、そ

れらを考えた場合、どうしても経済的な支援というのは大きいものがあるわけです。うちの場合も

医療費の助成制度なども、完全無料化ではありませんけれども、その辺のことも理にかなった形の

中で支援させてもらったり、総合的な相談支援体制をとらせてもらっています。町の保健師、小中

にいる、いわゆる町単独の養護士。これは学校には保健師という養護士の先生はおられます。その

ほかに単独で、社会福祉協議会という協議会があるんですけれども、ここに障害児等を含めた生活

指導員というのがいる。この３人をそれぞれの機関で特命で、社会福祉協議会は私が会長をしてい

るものですから、すべて私の配下にあるわけです。一体的なネットワークチームというのを組ませ

て対応させています。  
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 そういうことで、幼稚園機能の「こども園」も保育機能の保育所も、小学校低学年、併せて相談

支援機能があるものですから、非常に先生方にも横の連携も含めて喜んでもらうということがいわ

ゆる幼保一体化の大きなメリットになってきているのかなと思っています。  

 最後に、課題でありますけれども、一番大きな問題は先生方の問題です。いわゆる労働条件の問

題です。しかし、これはお互いに歩み寄ったり自分の町の職員ですから、ちゃんと労働基準法を逸

脱しない範囲内でお互いに調整していけば可能なわけであります。また、３歳以上の場合、ある意

味で長時間保育になるわけですので、特に延長保育の時間を先生方がどういう子どもとの向き合い

方をしていったらいいのかなというので、その辺が悩みの種みたいです。ただ、預かって遊ばせて

おけばいいというのであればそれで足りるんですけれども、質の高い保育を保障しながら、向き合

い方をどう持っていくかという、先生方の立場に立てば、その辺がある意味では経営計画の在り方

も含めてあるようであります。  

 ありがたいことに、幼稚園機能を保障して各小学校区に「こども園」を公立で補助しているもの

ですから、子どもたちが少子化されているんですけれども、聖籠町は子どもの数がだんだん増えて

きておりますから、そういうことから、逆に今度は幼稚園機能も公立の施設をもう一つつくらなけ

ればだめだと。または園の教室の増設もしなければならないという、逆にありがたい課題も見えて

きております。  

 最後でありますけれども、何と言いましても、先生方と保護者、子どもさんはあまり関係ないん

ですけれども、やはり子育てしていくため、または質の高い幼児教育という言葉の中で重みがある

ものですから、それらをやっていく先生方の向き合い方の立場。親御さん方はどちらかというと質

の高い教育も希望としてはありますけれども、それよりも「子どもを預かっていただいて、教育し

てくれればありがたいんだ」というふうなところで、やはり親御さん方の教育に対する意識の問題。

これは若干まだまだすべてではないですけれども、乖離があるようでありますので、その辺のコミ

ュニケーションといいますか、お互いに子どもを間に置いた問題意識の共有をきちんとしながら対

応していくことが大きな今後の成功へ導くための課題かなと。  

 最後に、田村先生から話があったように、どうしても病気の子どもを預かる場合、親御さんに帰

らせなければならない。そういうときは親御さんの意識としては、「ちょっとぐらい風邪をひいて

も、預かってくれていればいいのではないか」と言われるんですけれども、園としては先生方も責

任がありますから、どうしても迎えに来てほしい子は帰らせざるを得ない。その辺が新たな幼稚園

機能を持つ中の「こども園」であっても、その辺の別枠でのそういう子どもたちの施設機能を確保

するといいますか、またはお医者さんとの連携、これらが新たな問題になっていくのかなという気

がします。  

 以上であります。  

○大日向座長 ありがとうございました。  

続きまして、三鷹市の取組につきまして、宮崎委員代理より御説明をお願いいたします。  

○宮崎委員代理 皆様、おはようございます。市長の清原が市議会本会議開催中のために出席でき

ませんので、子ども育成課長が代理で三鷹市の事例を発表させていただきます。  
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 三鷹市は、人口 18 万の都市でございまして、杉並区と世田谷に隣接しているという立地条件に

あり、人口が増加し続けております。児童人口、就学前人口、待機児童、いずれも増加しておりま

す。  

 三鷹市では、保育所につきましては健康福祉部、幼稚園につきましては、教育委員会ということ

で、所管が昨年度まで分かれておりましたが、本年度から幼保一体化へ対応することも含め、子ど

も政策部を立ち上げて、市長部局の方に教育委員会から幼稚園部門、学童保育部門、児童館部門な

どを移して取り組んでいるところでございます。  

 「三鷹市における『こども園』の取組」ということで発表させていただきます。三鷹市の公立「こ

ども園」の整備の経緯でございます。三鷹市は、平成 10 年当時、５園あった市立幼稚園のうち２

園を廃止いたしまして、１つは学童保育所と児童館・親子ひろばの機能を併せ持つ複合施設として

平成 11 年度に、もう一つは、全国初の株式会社に運営委託をする公設民営保育所として、隣にい

らっしゃるベネッセさんにお願いしていますが、平成 13 年度にオープンいたしました。  

 続いて、平成 14 年６月開催の市議会で、残る市立幼稚園３園の廃止を決定いたしまして、平成

15 年４月に就任した清原慶子市長が、平成 16～18 年にかけて３園を廃園し、それぞれ特色を持っ

た公設民営保育所として整理したところでございます。  

 三鷹市の市立幼稚園は昭和 30～40 年代の人口急増期に、私立幼稚園を補完するために設立いた

しました。その後、少子化の進行、私立幼稚園の欠員状況、こういったものを考えまして、公立幼

稚園の役割は終了したと考えまして、また就業率が向上しているというようなことで、待機児童も

増加しまして、時代のニーズに合った新しい子育て支援施設の展開を必要と考えました。そこで、

幼稚園教育については、民間に委ねまして、廃園後の施設活用については幅広い子育て支援施設へ

の転用を視野に入れまして、多くの関係者の意見を聞きながら活用を検討していきました。  

 その中で出てきたのが、これから申し上げます平成 17 年度をもって廃止したちどり幼稚園の「こ

ども園」化でございます。国において平成 18 年に幼保一体化の取組として認定こども園に関する

法律が施行されまして、具体的に取組が示されたということでございます。三鷹市においても、市

立幼稚園で実践されてきた幼稚園教育、こういったものを生かす施設として、平成 19 年４月にち

どりこども園を開設したところでございます。  

 ちどりこども園は、幼稚園廃園後の施設整備に関する基本方針を受けまして、幼児教育機能を持

った新しい形の保育所をベースとした「こども園」として耐震補強を施しまして、改修・整備しま

した。運営は、市と強固な連携がとれる社会福祉法人の三鷹市社会福祉事業団に委託しまして、公

設民営を基本としながら、市から園長を始め、保育士・教諭等の半数程度を法人に派遣するととも

に、事業団の保育士等による運営を進めて、保育の質を担保した事業展開を行い、派遣した職員は、

運営の状況を見ながら、順次引き上げ、緩やかな移行を図ってきました。  

 ちどりこども園は、多くの公立の「こども園」がそうであるように、認定こども園としての認定

は受けておりませんが、認定こども園の４つの類型の中では、保育所型という位置づけの施設にな

ると思われます。その概要につきましては、別紙資料９ページ、ちどりこども園保育プランをごら

んになっていただきたいと思います。  
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 ちどりこども園は、定員 73 人でございます。そのうち１～３歳は保育所機能としまして 23 人、

４～５歳児クラスがそれぞれ 25 人クラスでそのうち 10 人が保育所、15 人が幼稚園タイプの園児

になっております。幼稚園タイプには、９時から午後２時までの基本時間、預かり保育がその前後

８～９時までと２時から午後５時までとなっております。基本時間の保育料は月額１万 6,000 円。

これには給食費、活動教材費を含んでおります。  

 基本保育料の前後の預かり保育料につきましては、月当たり朝の時間帯が 1,000 円、午後が 4,000

円ということで、最大２万 1,000 円の保育料ということでお預かりをさせていただいております。

その他、スポット利用につきましても、１日 500 円という料金で対応させていただいております。

入園料、園の制服はございません。  

 そういったことで、特に「こども園」の特色としましては、１～５歳児までの一貫した保育とし

まして、保育所保育指針、幼稚園教育要領に基づいて、１～５歳児までの一貫した保育を行う。遊

びを通した幼児の教育活動の充実ということで、小学校教育を視野に入れて遊びを通して考える力、

学ぶ意欲、知的好奇心を育てていきます。  

年齢別保育と異年齢保育ということで、３～５歳児は午前中は同年齢クラスでやる。年齢別クラ

スです。午後は異年齢クラスで過ごします。  

 食育の実施ということで、栄養士を配置しまして、安全でおいしい給食を提供します。野菜の栽

培や調理活動を取り入れて、食への関心を育み楽しく食べるという食育を行っています。  

 教育、保育内容の充実ということで、成長、発達を促す。教材の準備や環境の構成。研修等に取

り組んで保育の質の向上を図っております。  

 小学校との連携。小学校に隣接しているよさを生かして、小学校との連携を密にし、小学校への

円滑な接続を図っています。地域との連携。ボランティア、学生であるとか、近所の方、お年寄り

の方たちの力を保育に生かしております。  

 子育て支援の取組としまして、保育相談、行事への招待、園庭開放、図書の貸し出し等を行いま

して、在宅の子育て支援も行っております。また、先ほど申しましたように、幼稚園タイプ園児の

預かり保育の実施をしている。こういった特色がございます。  

 そういったことで、他の幼稚園の３歳児クラスの終わった園児の方からの移行希望もたくさん出

ているという状況でございます。  

 続きまして、三鷹市の民間の認定こども園の状況をお話しします。三鷹市には、現在 16 園の私

立幼稚園がございます。そのうち 15 園で預かり保育を実施しております。三鷹市の南東部に位置

する中原地区に中原幼稚園という民間の幼稚園がありますが、昨年の４月に認定こども園になって

いただきました。母親が就労している家庭の幼児も受け入れつつ、意欲的な取り組み、幼児教育を

実践されている幼稚園・認定こども園です。別紙の資料 10 ページをごらんになっていただきたい

と思います。  

 この園の規模は、認定こども園を含めて 245 人の園児がいらっしゃいます。幼稚園としての基本

時間は９時から午後２時まで。基本保育料が２万 4,000 円ということでございます。その幼稚園に

いらっしゃる方が午後も希望されている状況がありまして、認定こども園にお入りになっていただ
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ければ、８時間保育として＋7,000 円の３万 1,000 円。これが９時～５時までという契約でござい

ました。  

 保育所並みの 11 時間契約というものがございまして、これは前後に伸ばして７時半から６時半

までで、幼稚園基本料に１万 3,000円をプラスした３万 7,000円という保育料で預かっております。

８時間保育を利用する園児の延長保育としては、時間当たり 1,000 円という延長保育料をいただい

ております。  

 こういった形で昨年から 30 人定員の認定こども園を民間からも幼稚園型という形で開設をして

いただいたわけですが、その後、他の市内の幼稚園から御相談は受けますが、具体的に開設をする

というお話が上がってこないのが実情でございます。これは三鷹市に限らず、認定こども園が普及

しないということでいろいろ挙げられておりますが、①～③に掲げましたような原因が主に今まで

挙げられてきたと理解しております。  

 ただ、先日も民間の認定こども園の園長にヒアリングをした中では、手続の煩雑さとかそういっ

たものは、実際にやってみると、市町村のやり方の工夫次第ではさほどではないといったことで、

もっとＰＲの仕方そういったことで普及は図れるのではないかというようなお話がありました。そ

ういうことで、原因としてはここ数年幼稚園の経営者の方たちにとっては特に今後の見通しが不透

明なために様子を見ざるを得ないというのが実態のようですという報告を受けております。  

 続きまして、待機児解消策としての認定こども園の意義ということでお話しますと、三鷹市にお

きましては、先ほどのちどりこども園、公設の幼稚園タイプの部分にお入りになっている世帯の方、

あと民間の先ほどの中原幼稚園の入所の児童の世帯の方に、認可保育所の入園の申込をされている

方というのはほとんどいらっしゃらないです。そういった意味では、厚生労働省で新定義という中

で、認定こども園の入所の数も算定に入れていいよとなっているんですが、そういう意味では機能

はしていないと三鷹市の中ではそういうことになっております。  

 これは認定こども園に「保育に欠ける」要件というのは必要とされていないという考え方と密接

に関連していると思いますが、実際に待機されている方々と、認定こども園に申し込んでおられる

方々の層が少し異なっているのではないかと考えております。その要因としましては、保育の必要

性の度合いでありますとか、保育料の応能負担と応益負担の違い、セーフティネット、特に障害児

等の受け入れ、こういったことの必要性等が挙げられると考えております。  

 子ども・子育て新システムにおけるこども園（仮称）の課題と書かせていただいておりますが、

三鷹市の特にちどりこども園の取組におきましては、保育の要件の有無にかかわらず、必要なお子

様を受け入れているということで、またすべての児童に対して質の高い幼児教育、保育を保障する

という構想の子ども・子育て新システムの理念と非常に近いものになっているのではないか。そう

いった意味では、いい事例になっていって、多くの児童の最善の利益につながるといったことで役

立てばいいなと考えているところでございますが、特に新システムにおいて、「保育に欠ける」要

件から「保育サービスを必要とする」という改革が考えられているということでございますが、そ

ういう意味におきましては、認定こども園や東京都の認証保育所に入る方の要件としては、既に新

システムで言うところの要件に近くなっていると考えております。  
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 ただ、すべての必要とする家庭の保育サービス需要を満たすためには、それを保障するだけの絶

対的な保育システムの量的な確保が必要だと思っております。それに加えて、保育料の考え方であ

るとか、セーフティネットの確保、こういったものが必要になると考えております。  

 以上で報告を終わらせていただきます。  

○大日向座長 ありがとうございました。以上御発表いただきました４人の方に対しまして、御質

問があればここでいただきたいと思います。どうぞ挙手をお願いいたします。木幡委員、お願いい

たします。  

○木幡委員 フジテレビの木幡です。田村園長先生、古渡委員、渡邊委員、宮崎委員代理、貴重な

お話を本当にありがとうございました。幼稚園機能と保育所機能を併せ持った具体的なお話が伺え

たことで、非常に目の前が開けたといいますか、こういう形ができるならば、もっと広げていけば

いいのではないか。時代にマッチしたすばらしい一つの形だというふうに感じました。同時に自分

の子どもをこのような素敵な園に行かせてあげられたら、どんなによかったかと思ってしまいまし

た。  

話を聞きながら初めてわかったんですけれども、「自分は働いているから保育所しか預けられな

いんだ。保育所に入れただけでもよしとしなければいけないんだ」と、どこか自分に言い聞かせて

これまで来たんだなと思いました。でも、「やはり幼稚園に入れたかったな」という気持ちは自分

の中ではあったんだということに、初めて気づかされました。働いているからといって選択肢が少

ないという今の状況は、何としても変えなければいけないのではないかと感じました。  

 質問なんですけれども、聞きたいことはたくさんあるんですが、時間の関係上、是非田村先生に

伺いたい点が４点ございます。  

 まずこれは定員はあるんでしょうか。例えば１歳や２歳、３歳から５歳は違うのか、ですとか、

希望が多くて入れなかったという子はいなかったのかどうか。定員の点が１点です。  

 認定こども園になるためのさまざまな手続、その辺りは大変だったかどうか。また、制度を一本

化すれば、それがどのくらい大きく変わるのかというような、これは御想像で結構です。  

 ３点目は行事です。これまで行っていた保護者会などの時間を、働く親を考慮して変更したりし

たかという点。  

 最後に０歳児は今、扱っていらっしゃらないようなんですが、その理由です。  

 １点目は定員の件、２点目は手続の面、３点目は行事などの変更があったか、最後に０歳児の件

です。  

○大日向座長 ありがとうございます。時間の都合もございまして一問一答ではなく、ここでまと

めて幾つか御質問をいただきたいと思います。ほかの委員はいかがでしょうか。池田委員、お願い

いたします。  

○池田委員代理 私も大変いろんな情報をお話いただいて、参考になることが多かったです。  

質問ですけれども、教育・保育はそれぞれに非常に質の高い専門性を要する仕事だと思います。

非常に現状お忙しいということがよくわかったんですが、その研修体制について、もう少し詳しく

聞かせていただきたいなと思いました。例えば小学校教育との接続で、今、私どもの幼稚園長会の
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方では幼、小の接続だけではなく、小学校や中学校等の一貫した交流連携、一貫カリキュラムの開

発なども日常的に進んでおります。そういった子どもに対する教育の保障という点で先生方、保育

士の方々の研修がどのように現実なっているのか。少しお話をお願いいたします。  

○大日向座長 ほかはいかがでしょうか。  

○末松副大臣 議員で幼稚園を経営している方から聞いたんですけれども、例えば認定こども園で

調理室が 4,000～6,000 万かかる。これは国が２分の１、地方が４分の１、個人で４分の１負担し

て、そのときに「地方の財政がないので認定こども園を申請しないでくれ」と言われたという切実

な話が披露されたんですが、そういった例というのは結構あったんでしょうかということを、お聞

きしたいと思います。  

○大日向座長 ではここで一度切らせていただきまして、木幡委員からの御質問を田村先生、よろ

しくお願いいたします。  

 池田委員からの御質問はどなたがお答えくださっても結構かと思います。古渡委員、お答えいた

だけますでしょうか。  

 末松副大臣からの御質問は、三鷹市あるいは聖籠町からお答えいただけますでしょうか。それで

は、その順番でよろしくお願いいたします。  

○田村園長 お答えさせていただきます。もちろん定員は決まっております。１歳が８人、２歳が

12 人ということですが、現実は非常に心が痛むんですけれども、１歳児に対しては希望者が 90 名

以上おりました。２歳児も 12 人に対して増えた分の４人に対して、言いにくいんですが、10 倍以

上の希望者が出ているということは区から聞いております。保育所の枠というのは実は区の方で受

け止めて、私どもの「こども園」に配給してくるわけです。もちろんその際は相談いたします。男

女比とかいろんな状況を見て、お預かりしながら教育もしていきますから一応の正当な理由は述べ

て、相談には乗ってくれます。基本的には応諾義務という意味で言えば、相当相談ができると私も

実感しています。  

 実は、この過程で障害を持っているお子さんを預かるというケースがございます。これはいろん

な意味で最初は迷ったんですけれども、やってみました。経験としてはとてもよかったなと思って

います。やはり小さい年代のときには基本的に一緒にやるということで何とかできる。これはいろ

いろ状況を見ていますと、小学校あるいは中学校など上に行けば行くほど、周りの子の発達のスピ

ードが早いものですから障害の程度が際立ってきてしまう。ですから非常にやりにくくなってくる

ということで、問題は子どもさんの年代の発達段階に応じて、きめ細かく対応していくことが大事

かなと実感としては持っています。１～５歳ぐらいまでですと、できるだけ一緒にした方がいろん

な意味で効果がある。時間がありますからこれ以上申し上げませんけれども、非常によかったとい

う実感があります。  

 ３～５歳も２～３倍の希望者が来て、これは要するに幼稚園枠になります。保育所枠はもっと大

きいんですけれども、幼稚園枠は２～３倍来て、非常に残念ですが、いろんな形で選抜をしている

というのが実態です。  

本園に来られない子がどうしているかという話ですけれども、実は周りの幼稚園は空き定員なも
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のですから困ることはないんです。うちには来られない。ただ、私どもはバスも何もやっていませ

んから近所の方が来ているわけですが、こういう形の仕組みを早く整備した方がいいのではないか

というのは、率直な実感でございます。  

認定こども園をつくるときの手続はどうだったかという御質問ですけれども、これは面倒くさか

ったです。すごい大変でした。変な話ですが、食中毒なんかか起きると３か所から同時に同じ調査

の通達が来るんです。つまり文科省と厚労省と「こども園」の担当部局。同じものを３つつくるわ

けです。これは今は大分解消されてきています。ですから、これからつくる方は昔ほど大変ではな

いだろうなと思います。  

行事に関しては、例えば保護者会は基本的に土曜日にいたします。それから、いろんな行事も基

本的に休みあるいは土曜日を利用してやる。これに対して幼稚園枠で来ている父母からときたま文

句が出ます。でもそれは説明をします。それで快くわかってくれます。「私どもが行っているのは

幼稚園でもないし保育所でもなくて、ここは「こども園」なんです。「こども園」というのはそう

いう行事の設定をするんですよ」という説明をすると、納得してくれます。来る人は幼稚園枠で入

ってはいるけれども、実際は「「こども園」なんだから」ということで、大人側がしっかりした認

識を持っていれば理解してもらえます。それは最初はっきり言って摩擦がありましたけれども、よ

く説明をした結果、現状では何の問題もなく進んでいる。こういうことでございます。  

０歳児を預かっていない理由は、はっきり言えばまだ自信がない。最初から１歳、２歳児をやら

なかったのもそれでありまして、３～５歳をやって１年経ってから実は１～２歳をやったわけです。

その間にいろいろ研究しまして、「これならできるな」ということで１歳児、２歳児を始めた。０

歳児は研究して自信ができたらやるつもりでいます。ただ、私は個人的には０歳児はお母さんが見

た方がいいのではないか。生まれてから最初の教師というのはおうちの人ですから、その辺のとこ

ろは密接に関係をお持ちになった方がいいのではないかなという、個人的な考えを持っているもの

ですから、私が園長の間は「嫌だな」と言うかもしれません。  

研修の話を一言だけ申し上げさせていただきます。これは確かに大きな問題なんです。つまり幼

稚園というのは私も長年やっていますけれども、午前中子どもたちを預かって、午後は研修をやる

わけです。周りから聞いているとくだらないことをやっているように思われるんですが、実はこれ

はとても大事なんです。今日子どもがこんな状態だった。何ちゃんのお父さんはこうだったとか、

お母さんはこうだったという話を情報交換することが、次の保育に生きていくわけです。ですから、

これはかなり時間をとってやっているのが幼稚園の実態です。  

「「こども園」にすると研修ができるのかな」という御心配があるのは当然のことだと思います

が、私どもも最初それを非常に心配しました。いろいろと職員の仕組みを考えまして整理した結果、

共通の時間を持つことができました。長時間の勤務ですから結局早番、遅番という形になります。

そこのところをちょっと工夫して組織も変えて、現状では研修をきちんとできるように、ある意味

で集中してやりますから、普通の幼稚園よりもかえっていいのではないかと自負しているところが

ありますが、それはやろうと思えばできます。  

要は全部これは子どもではなくて大人の事情なんです。大人の事情はあまり報告してもしようが
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ないと思ったからここでもお話しなかった。それはお互いが工夫すればいいことで、子どもにその

結果を押し付けるわけにはいかない。子どもを考えたらこういう状況だと保育と教育を両方できる

ような施設をできるだけ早く整備して、子どもが成長していく過程で具合の悪さを感じることのな

いような工夫を、早く整備していただきたい。  

私は認定こども園が普及しない理由は、先ほど三鷹市からも御報告がありましたが、やはり率直

に言って先行きがどうなるのかわからないという状況が一番の理由だと思います。やったって先が

どうなるかわからないんだったらやるわけがないんですから、早く方向性を示していただいて、結

論を出していただければ大変ありがたいと思います。  

以上でございます。  

○大日向座長 ありがとうございます。研修体制について古渡委員、いかがでしょうか。先ほど大

変お忙しく、大変だというお声もありましたが、そこについて一言触れていただけますか。  

○古渡委員 わかりました。まず研修体制という観点で実は子どもたちの１日の出入りの中に、職

員のミーティングというものが必ず入っています。朝、登園してきた子どもたちもそうなんですけ

れども、朝の時点で今日１日の子どもたちの状況を確認した上でのミーティング、それが終わって

保育が入りますが、先ほど田村先生からお話があったように、共通する時間とか応用できるものが

結構ありまして、そこで保育を見る担当の職員と、研修をやってしまう職員と２交代制のような方

法とか、いろいろな方法があると思います。  

その中で子どもたちの育ち理解という、一番大事な観点をいつも研修の中に入れています。１日

の中で言えば朝のミーティング、午後のミーティング、あと職員会議が別にあります。職員会議は

園全体の方向性を話し合うための会議になっています。基本的には子どもの一人ひとりの話は朝の

ミーティングで方向性を決め、午後のミーティングでは今日１日の子どもの評価、反省をし、職員

会議では今後の体制を考える。それが毎日のように動いています。  

 もう一つは１週間に一度、教育過程とか保育過程の職員会議を持っています。それは毎週行うん

ですけれども、あともう一つ幼保と両方ありますので、全職員の一体的な研修を年３回、これは逆

に休日を利用させていただきまして、完全に午前中、午後というパターンでかなり集中的にやって

います。  

研修体制の中では例えば外部研修というものがあると思うんですが、外部研修は県の教育委員会

とか県の団体、または県外すべてそうなんですけれども、かなり多く出席させていただいて、逆に

研修を受けてきた職員が園に戻ってきて、その研修の結果をフィードバックできる体制づくり。簡

単に言えば、１週間の中にたくさんのミーティング並びに会議というのを持ちながらやって、逆に

乳児の愛着形成の時期の話とか、逆に基本的生活習慣を確実に子どもたちに学べるような時期とか、

あとは先ほどの小学校との連携、接続という観点でも考えまして、学びの芽生えという観点での保

育内容の検討など、総合的にやっているので忙しいということです。  

 以上です。  

○大日向座長 よくわかりました。ありがとうございます。  

 それでは、末松副大臣の御質問に関して宮崎委員代理、いかがでしょうか。  
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○宮崎委員代理 先ほど認定こども園の開設、運営等に関する補助金等の財政負担の関係で、自治

体から開設を思いとどまるような関わり方があるかどうかという話であったと思いますけれども、

他市はよく存じ上げていないんですが、三鷹の場合は市内の私立の保育所の運営者から、保育所型

の開設の相談はないです。ですから幼稚園型の開設の相談があるわけですが、三鷹市におきまして

は次世代育成支援行動計画というものをつくっておりまして、その中で認定こども園の整備という

のを掲げておりますので、そういった意味では特に預かり保育をやっていただいている幼稚園協会

の中の幼稚園の経営者の方から相談を受ければ、当然予算措置をして開設を支援していくというス

タンスで臨んでおりますので、今のところそういったような状況で相談があまりないということで

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。御質問はこの辺りでよろしいでしょうか。４方の御説明

によりまして就学前の子どもが過ごす場所としてあるべき姿についての認識を私たちは大分深め

ることができたように思います。ありがとうございます。  

 以上の御発表を踏まえまして、次に２つ目の議事に移りたいと思います。  

本日はこども園（仮称）の在り方につきまして、前回に引き続きまして御議論をいただきたいと

思います。前回はこども園（仮称）の複数案について御議論をいただきました。本日も資料２のと

おり、同じ資料を配付させていただいております。前回の会議の場では御意見をいただけなかった

方もいらっしゃいましたので、この場で引き続き意見交換をお願いできればと思います。なお、田

村先生は最後まで御在席くださるということですので、必要に応じて御意見をいただけばありがた

いと思います。  

 それでは、資料２に基づきましての御意見、御質問をいただく時間としたいと思います。また挙

手をお願いできますでしょうか。佐藤委員、どうぞ。  

○佐藤委員 全国保育協議会の佐藤です。先日 16 日に示されましたこども園（仮称）の在り方に

ついて、意見を述べさせていただきます。  

 今日出しました資料４の９ページに私どもの意見は書かれておりますが、まず提示された複数案

についての課題として５つほど述べさせていただきます。  

 １つ目は拙速に幼保一体化を図って１つの形に押し込めることというのは、現場や利用者に大き

な混乱が生じることが懸念されております。こども園（仮称）として１つの形にすることは、経過

措置も含めて、十分な時間をかけることを前提とすべきだと思います。前回示されたようなおおむ

ね 10 年、平成 25 年から 10 年というのは拙速ではないか。もっと時間をかけるべきだと思います。  

 ２つ目ですが、案２に示されている「こども園（仮称）」という名前で多様な類型が存在する形

は、新システムの基本方針に示されている利用者本位を基本とするというところから、離れている

のではないかと感じます。利用者に選択の自由を与える一方で混乱を生じます。「こども園（仮称）」

という同じ名称で事業が展開される以上、提供する内容は同じにする必要があると思います。同じ

名称であるにもかかわらず、例えば保育型、幼児教育型の違いよって、３歳未満児の利用ができた

り、できなかったりするとか、利用できる時間が違うなどの区別がつかない、あるいは災害や感染
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症等が流行った場合に休業する園と休業しない園があったりすることは、利用者にとっては実にわ

かりにくいと思います。そのところが利用者に不利益と思います。  

 ３つ目、案５として示されたものは幼保一体化ということから離れてしまい、少子化対策特別部

会の議論に戻ることを意味していると思います。そうであれば「こども園（仮称）」という名称に

あえて変更する必要もなく、保育制度改革としてもう一度検討すべきだと思います。  

 案４については「子ども・子育て新システム基本制度案要綱」でうたっている幼稚園と保育所の

一体化からは外れることになる。あくまでもシステム法上の運用ということなので、案４について

は制度案要綱による制度改革から外れるような気がします。  

 もう一つ、資料２にありました全案共通の前提です。３歳未満児の受入れを義務づけていないこ

とは撤回すべきです。何よりもこのシステムの対応課題である待機児童は、そのほとんどが３歳未

満のこどもです。3 歳未満児の受け入れを外すということは、本来の目的から離れた仕組みとなっ

てしまうことです。システムの構築そのものが「すべての子ども・子育て家庭に必要な良質のサー

ビスを提供」することを目的とし、「親の様々な就労状況にも応じることができる公的保育サービ

スを確実に保障するため、客観的な基準に基づいて保育の必要性を認定し」とうたっていることを

考えても、３歳未満児を含めて必要性を認定された子どもたちに保育保障ができるようにすべきだ

と思います。共通事項として３歳未満児の受入れを義務づけないという前提を設けることは、撤回

すべきです。  

 併せて 11 月 15 日に、全国知事会が構造改革特区に関して共同提案をしました。その内容は、地

域主権一括法案は現在、衆議院は通過していませんが、法律が成立した後に児童福祉施設の最低基

準を都道府県の条例に委任することになっています。その条例委任の際に、現在は「従うべき基準」

として挙げられている、児童福祉施設最低基準の項目についても参酌すべき基準として、市町村に

委ねるべきだというものです。こうしたことを考えると、質そのものの客観的な基準を維持するこ

とそのものが問われてしまうこともあります。むしろ質の確保・改善を図るためには、最低基準と

してナショナルミニマムを確保すべきです。  

 全保協では、前回も述べましたけれども、国が最低基準を保障することで、はじめてこども園（仮

称）としてすべての子どもに質の確保がされた保育が保障されると考えています。また、その際に

当該児童に対して必要な量の保育が保障されることも重要です。またこども園(仮称)は次の３つの

機能を必須として備える、①地域のすべての子ども（０歳～就学前）を対象に、必要な保育が提供

されるということと、②利用している子どもと保護者を対象に、子育てに必要な相談・助言・支援

を行うということと、③地域のすべての子どもと保護者に必要な相談・助言・支援を行う機能です。

さらにそれに加えて、地域のニーズに応じて例えば一時預かりや学童期の子ども、地域子育て拠点

や病児・病後児のような多様なサービスを提供する機能を必要に応じて加えていくべきではないか。

その上で、子どもを主体とした制度を構築すべきであるし、地域の子どもの育ちと子育て支援の拠

点として位置づけるべきでもあろうと思っています。  

 それから、前回案で示されていますが、「こども園（仮称）」は学校教育法の１条学校として位置

づけとともに、児童福祉法上の児童福祉施設であり、社会福祉法上の第２種社会福祉事業として、
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ともに位置づけられるべきだと思っています。  

 また、前回も資料で出ておりましたが「こども園（仮称）」の導入に際して、市町村に地域のニ

ーズに基づき策定された新システム事業計画（仮称）等の策定を義務づけるべきであると思ってい

ます。そしてサービスの供給量の調整を図ることを責務とするべきではないか。  

 さらに、これも初回のときに言いましたが、この導入に際しては恒久的な財源確保と、質をきっ

ちりと確保し断行をしていただく。財源の担保がなくて改革はしないことを約束していただけきた

いと思います。  

 前回は「財政的なインセンティブ」という文言がありましたが、できればサービスの質の保障と

言うか、質を向上していくインセンティブも働くような仕組みを制度の中に組み込むこと、例えば

「一体化型のこども園（仮称）になったら、こういうサービスの質を向上することができるんだ」

というインセンティブ、職員の勤続年数や雇用形態、先ほども出ていましたけれども、研修のよう

な部分も含めて、そういう部分を加味したインセンティブを設定していただければと思います。  

 同時に、そういうようなことが保障されるような運営費の単価設定を、検討すべきではないかと

思います。  

 以上、簡単ですが述べさせていただきました。  

○大日向座長 ちょっと確認させていただいていいですか。今、佐藤委員は案２、案４、案５は問

題が多くて、わかりやすく言うと×だとおっしゃったかと思います。案１と案３に関してはいかが

でしょうか。  

○佐藤委員 案１については本来の趣旨からすれば、一体化をするというのには合うと思いますが、

前回秋田委員がおっしゃられたように、例えば 10 年でこれが可能かというと、とても難しいので

はないか。現在の幼稚園や保育所が担っている役割を 10 年で新しい仕組みの中で解決できるかと

いうと、難しいところがあるような気がしますので、拙速な一体化はやめるべきではないかという

ことです。  

 案３については先ほど言いましたけれども、事業者が質的な向上や職員処遇の向上を図れるよう

にすることで、インセンティブが加味されて、例えばそれが幼稚園であれ保育所であれその他の施

設であれ、こども園(仮称)に取り組むようになるものであればということです。  

○大日向座長 わかりました。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。普光院委員、

お願いいたします。  

○普光院委員 先ほどまでの議論の中で１つだけ整理したいことがありまして、それは木幡委員が

発言されたことなんですけれども、木幡委員におかれましてはいろいろ保育所時代にお辛い御体験

もされたのかなと思いましたが、それはとても残念なことなんですけれども、必ずしも保育所の保

護者が保育所で教育が行われていないと思っているわけではございませんので、それだけは申し上

げたいと思います。  

とても園によって違うということがございまして、保育園を考える親の会でも１つの保育所が合

わなくて転園する方もいらっしゃるし、在園のまま悩む方もいらっしゃるし、保育所から幼稚園に

転園されてあまりの行事の多さとか、行事主体の子どもの発達に合わない保育内容に驚いて、また
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保育所に戻って来られる方とか、いろんなケースを私は見てまいりました。でも、保育所には１日

を通して子どもの生活を見ながら、実はそういうところから非常に教育的な関わり、教育的な保育

環境設定をして子どもたちの発達を促していくという、幼稚園とはまた違った保育方法のよさとい

うのも私はあると思っております。それだけ補足させてください。  

 そして私のレジュメは 11 ページにございます。今回はレジュメと言えるほどのものではないん

ですけれども、５つの案について是非を問う前に、この５つの案の黄色い枠、これはこども施設（仮

称）あるいはこども園（仮称）という枠になっているわけですが、これが何を意味しているのかと

いう説明がされていないと思います。まだ基本制度の方は何ら決定していないということですが、

黄色い枠はつまり少子化対策特別部会が議論してきたシステムのことだと思います。  

つまり簡単に言いますと、介護保険仕様システムといいますか、今までの幼稚園や保育所あるい

は認定こども園の在り方とはまったく違ったシステムの中に幼稚園、保育所、認定こども園を入れ

ていこうというところに新システムというのがあるのだと思うんです。そのことの説明がないまま、

第５案だけが一応幼稚園がそのシステムから外れるということになっていますけれども、これでい

いのかどうかということなくして、多数決で決めるということであっていいのかどうか大変疑問に

思っております。  

ここに私が書きました図は大変簡単な図でございますけれども、実は幼稚園と保育所の違いとい

うのは今までいろいろ議論されてきましたが、介護保険類似システムとの間にも幼保との間に違い

がある。どういう違いがあるかというと、幼稚園や保育所は教育機関としての包括性を持っていま

す。学齢期では塾というのがありますけれども、公的教育の学校にはやはりもっと包括的にとらえ

ていると思うんです。つまり、時間で切ってそこに単価設定をしていくという発想はないわけです。 

保育所の場合は教育という観点のほかに、児童福祉という観点からも非常に時間を包括的にとら

えている。保育所に入園すれば就労日が週４日とかであっても、少なくとも５日はちゃんと子ども

が午後４時とかまででも保育所に通って、仲間と一緒に生活を共有するという環境が保障されてい

たりします。そういった包括的な乳幼児の養護と、サービスの切り売りをする介護保険的なシステ

ムというのは同じにして考えられないのではないか。  

また、その他介護保険と保育所というのは福祉ですので、保育所の場合は子どもですけれども、

利用者の生活の場であるということから、基準や規制の必要性が高い。それが下回ってくると人権

に関わる問題になってくるという意味では、幼稚園の自由度の高い運営とは一線を画すところがあ

る。これは１つの大きな違いである。  

このような違いを前提にしつつ、黄色い枠が何なのかということを明らかにして、議論をすべき

ではないかということです。  

議論からまったく外れますけれども、裏に掲げておりますのは公立保育所について 23 区の特別

区議長会要望がありましたものを、御報告しておきます。ここでは公立保育所の一般財源化によっ

て地方財政が圧迫され、待機児童対策が遅れてしまっているという指摘がされております。一般財

源化された公立保育所の運営費、建設費への国庫負担を復活してほしいという、非常に待機児童の

多い区から提出されておりますので、是非基本システムの御検討に加えていただきたいと思います。 
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以上です。  

○大日向座長 ありがとうございます。山縣委員、お願いいたします。  

○山縣委員 前回欠席して申し訳ありませんでした。今日は３点意見を言わせていただきたいと思

います。総論的なものが 13～14 ページに文章として提出してありますので、それを踏まえて少し

補足をさせてください。  

 １点目は教育の取扱いということに関してです。課題１に趣旨が記載してあるんですけれども、

子育て支援を含む福祉機能については、ほとんどの委員が否定されていない気がしますので、その

ことについては言及していません。当たり前のものと置いております。  

教育について若干委員間の考え方の相違があるような気がしましたので、私見を述べさせてくだ

さい。教育の問題の最大の課題は、これまでも各ワーキングチームで繰り返してきましたように、

幼稚園が急激に減少していることと、幼稚園がない地域では保育所保育指針に基づく教育しか提供

できていない。このことは保育所から小学校に入学する子どもたちについても同様となります。先

ほど田村さんから出された課題にありましたように、就学前教育の義務化なんていう潮流を考えま

すと、今が保育所においても教育を組み込むチャンスではないかという認識をしています。  

それをやる方法として２つの方向を示しておりますけれども、案１の場合は先ほど言いましたよ

うに保育所における教育を法律上、実践上も同等の位置づけにする必要がある。研修時間の確保な

んかも含めてです。これは現行制度下で是非見直してほしい点ですし、そのための職員の見直しも

必要ではないかということです。案４とか案５をとらえた場合にも、案３以降で保育所型の保育所

認可ができた場合にも、そこは組み込んでいただきたいという点でございます。  

２点目は実践上の不安がいろんなところで出されておるようですけれども、これは変化ですから

不安があるのは当然だと思っています。今日の４つの事例報告、とりわけ実践現場の報告は有効だ

ったと思いますが、認定こども園は無論のこと、保育所、幼稚園の現場においても優れた取組があ

ると思っています。一体化に踏み出すに際して何が課題であって、そのうち制度的に解決すべきも

のと、実践的に解決すべきものを区分けし、ここではできるだけ制度的に解決すべきものをしっか

り議論すべきではないか。それができ上がりますと、あとは実践の例で一生懸命勉強していけばい

いと思っております。  

利用者の視点では現に利用しておられますので、自分たちの利用している場所を否定しづらいと

いう要素はありますけれども、認定こども園の利用者の９割近くが、今後ますます推進にすべきで

あるという評価をしておられるという報告がございます。この辺も非常に重要ではないかと思いま

す。  

課題２では制度的課題の一つの側面として、今までここではほとんど議論していないんですが、

夜間保育という例を少し出しておきました。そこで数字が寝ぼけ眼で夜中につくっておりましたら

時間が間違っておりまして、重要なポイントですので時間を修正しておいてください。課題２の認

識の最後の○です。「10 時から 11 時という保育時間帯を制度的に設定されており」というのは逆

です。朝の 11 時から夜の 10 時でまったく逆になっております。申し訳ありませんでした。それに

併せて下の行の「10 時以前」も 11 時以前になります。夜間保育制度は昼間の保育制度は時間帯を
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設定せずに、総保育時間のみが示されておりますが、夜間保育の場合は時間帯そのものが 11 時間

で設定されているというのが特徴です。そのことについて少し意見を言っております。  

３点目になりますけれども、どのような一体化を思考するのかがここのワーキングチームの一番

の課題ですが、一番目に申しましたように、すべての子どもに教育の提供を前提とすると、私は案

１または案２しかないのではないかと考えております。前回欠席をしました折に、案２は支持なし

とマスコミ等に大きく書かれておりまして、今ここで申し上げるのは非常につらいんですけれども、

私は案２というのが有効なものではないかと考えています。ただし、若干案２の中で私の誤解かも

しれないんですが、新設のみだから破線が真ん中のピンク部分にしかかかっていませんけれども、

国民に示す際には少なくとも平成 35 年の段階では、こども園（仮称）という形ですべてのところ

に一旦破線を伸ばした方がいいのではないか。内部類型とはっきり示した方がいいのではないかと

いう気がしています。  

もう一点、保育所型のこども園（仮称）については、これは先ほどの私の前提で言いますと、３

歳未満でしか存在をしない。３歳以上の保育所型こども園（仮称）というのは教育を保障できない

ことになってしまいますから、そこはまずいのではないかと思っています。  

案３と案４は現在の認定こども園制度を機能から施設にしたようなもので、財源とか手続の変化

に過ぎないのではないかというのがありまして、私は大きな変化がないという意味ではよく理解で

きるんですけれども、一方でこのチャンスにこれをやってしまうと、また 10 年後、15 年後に同じ

議論をしないといけないような気がしています。内部類型については利用者の混乱を招くという話

が、先ほど佐藤委員からございました。それも私は理解をしているつもりなんですが、でも非常に

冷めた言い方をしますと、現在でも保育所、幼稚園、認定こども園の区別ができているのは事業者

側や制度側であって、利用者は申し訳ないんですけれども、十分にそれが浸透しているとは思って

いません。保育所と幼稚園の区別さえついていない方が結構いらっしゃるということです。まして

や認定こども園の４類型については保育所、幼稚園の専門家の方々でも正直わからない。「４つの

類型があるんですが、何ですか？」というのが現実ではないかと思いますので、ここは時間をかけ

てゆっくり説明をしていけば、いろんな利用の仕方があるんですよ、選択の仕方があるんですよと

いうことは、制度上というよりも実践上あるいは実務推進上の課題ではないかという理解をしてい

ます。  

時間を取りまして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。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。淑徳大学の柏女と申します。意見書については５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。  

幼保一体化の議論がさまざま伝わるにつれて、さまざまなところから期待とともに幾つか懸念も

挙がってきております。私は狭い意味の子ども家庭福祉関係に関わっておりますけれども、例えば

虐待防止関係者などからは、「このシステムは本当に大丈夫か」という、つまり本当に虐待されて

いる、あるいはネグレクト傾向のある保護者の御家庭の子どもたちが、本当に救われるシステムに

なるのかといった懸念なども挙がってきております。  
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 これまで主として福祉の視点から述べてまいりましたけれども、そうした視点、つまり３つの視

点を考えて今日は御発言をさせていただきたいと思います。福祉の視点が最大限考慮される仕組み

として構築されなければならないということ、これまで積み重ねてきた保育実践の制度が無遠慮に

壊されない、保護者・利用者が混乱しないという視点から考えてみたいと思います。  

 では福祉の視点とは何か。これまでもるる述べてまいりましたけれども、そこに書かせていただ

きました。例えば入所の応諾義務を必須とする、あるいは被虐待児童や一人親家庭の子どもの優先

入所の仕組みをつくる、臨時休業の規定を置かない、３歳未満児は給食の外部搬入は避ける、教育

と保育を分断しない、保育料については家計に与える影響を配慮する、原則として保育料以外の付

加的費用徴収を最小限にする、更には保育の実施義務と入所の勧奨義務の規定を市町村に置く、保

護者と施設長との関係調整の規定を置く。こうした点が福祉の視点を考えていく上で大事だろうと

思っています。  

それを考えた場合に２．で第３案が妥当と書きましたけれども、第１案が幼保一元化に近いと思

いますが、上に述べた福祉的視点を全こども園（仮称）で確保できるのかどうかということについ

て、やはり懸念がどうしても残ってしまいます。それに近い案として現実的な案としては、第３案

と考えることができるのではないかと思います。ただ、こども園（仮称）になった場合はですが、

学校であり、かつ、児童福祉施設であるということになります。このこども園（仮称）を一律かつ

適切な認可基準ができるか否か、つまり福祉関係で今、述べた視点をすべて取り込んだ認可基準が

できるかどうか。ここが課題になる。そうしない場合には一体化の過程でこども園（仮称）に幾つ

かの類型が生じてくることになる。  

これは例えばこども園（仮称）Ａ型、こども園（仮称）Ｂ型、つまりこども園（仮称）保育所型、

こども園（仮称）幼稚園型みたいな形にならざるを得ないだろう。その場合は保護者にわかりにく

さをもたらして、適切な利用者支援をセットでやっていく必要があるだろう。このセットで行うの

が前回、前々回に提案している、子育て支援プランを策定していくというシステムを導入すべきだ

ということにつながっていきます。  

そうしたことが難しい、つまり一律の基準を策定することが難しいような場合は、第４案になら

ざるを得ない場合も出てくるだろうと考えています。当面は第３案を目指して、特に第１案に近づ

けることが本当に可能かどうかということをシビアに議論しながら、第３案を目指して議論を進め

ていくことが大事なのではないかと思います。その場合に一体化へのインセンティブの働かせ方あ

るいは基準を模索していく際に、１．に挙げました福祉の視点に常に立ち返りながら議論を進めて

いくことが必要ではないかと考えております。  

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。小田委員、お願いいたします。  

○小田委員 失礼します。今、柏女先生がおっしゃったことに私もほぼ意見が一致しているんです

が、その場合に１つだけ、木幡委員から涙が出ているのではないかと思うような発言をなさってい

て、そのとおりだと思うんです。私はここで今、柏女先生がおっしゃった部分の前のところで木幡

委員に関わってのことですが、認定こども園の理論的な研究、理論体制をやった１つの研究者とし
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て申し上げておきたいと思っているんですけれども、今日、皆さんの前で発表された認定こども園

というのは、非常にたくさんの長い時間をかけて、そして学校教育法を生かし、児童福祉法を生か

し、なおかつ子どものことを考え、親御さんが自由に選択できながらどう働いていくか、どう生き

るかということに関わってのものを、非常にたくさん長い時間をかけて認定こども園というものを

構築していっているわけです。それはずっと今までの歴史の中でやってきたわけです。  

その意味では第３案なり第４案というのは、そこからでき上がってきている歴史を踏まえている

ものだと思うんですが、木幡さんがおっしゃったように、認定こども園はどうして０歳がないんで

すかという簡単な疑問があるわけです。だけれども、皆さんがよく考えてみたらわかりますが、幼

稚園教育もそうなんですけれども、法律的には満３歳から就学前までとなっています。でも実際に

でき上がったときには、もちろん財政事情もあったという点もあるかもしれませんが、最初から満

３歳から５歳までができ上がったわけではないんです。  

実際に文科省の中で調査官として携わったときの最初の仕事が何だったかというと、「３歳児保

育をやっていいかどうか」ということなんです。それは 22～23 年前ぐらいだったと思うんです。

各全国の幼稚園で教育として３歳児というのが本当に可能なんだろうかということの議論があっ

て、先行的になさっているところもあったけれども、それを文科省はどうしていくかというために

10 年近くをかけて、本当に５歳、４歳と持った先生方が３歳という新しい、発達の狭間にある子ど

もたちの教育ができるのかというときに、そんなに簡単にやっていいのかということがあって、や

はりインセンティブ的に考えたときに充実させるというために、これは文科省の１つの学校教育が

持っているよさだと思っていますけれども、実際にいろんなところに指定をしていって、本当に集

団として３歳児が何人ぐらいいたらどのような形になっていくのかをやって、３歳児をやっていく。 

実際には４歳児も５歳児も、実は最初の幼稚園というのは５歳だったんです。ある一部のエリー

トのところだけは別としても、５歳の１年保育だった。その１年保育を２年保育へ、３年保育へと

変えていく。その中で満３歳というのが特区としてできていって、今は満３歳も受け入れることが

できる。これも非常に貴重な経験を生かしながら本当に先生方がやっていけるのか。  

いわゆる保育所の持っている保育士さんの持っている擁護的な機能をきっちりと、簡単に幼稚園

の先生がやれるということではなくて、専門性というのは非常にあるわけです。だから、その専門

性を邪魔していって簡単にやれるんだと、木幡さんがあんなに認定こども園がよかったら、０歳が

あれば私はあそこに預けられたなんて言っても、田村先生がいらっしゃるからどう考えるか。でも

実際に子どもを担当している者にとって０歳児の持っているよさ、０歳児の持っている未解明なと

ころというのが、反対に「困っているから預かりますよ」ということでやっていけるのか。それは

教育を担っている人間としては責務としてやれるのかという問題があって、徐々にやっていくとい

う形なので、今もそういう形で５歳、４歳、３歳、２歳、１歳、そして今は上に向かって、いわゆ

る小学校３年生までのカリキュラムをどう考えていくか。そういうインセンティブなものを研修や

研究を重ねながらつくり上げていくので、私はこの幼保一体化については賛成をしていますし、今

すべきだと思います。  

山縣先生がおっしゃるような形で、学校教育法や教育手法を一本化するような言い方を簡単にな
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さって、案３、案４を否定して案２のような形にしていくというのは私は反対ですし、案１のよう

なことになっていくのはとてもではない。インセンティブの問題だけではなくて、子どもが本当に

豊かになれないということになるという思いで、私はやはり案３か案４辺りを今までの積み上げか

らきたものに対して、きちんとここで議論していくべきではないかと思っています。  

○大日向座長 今のことに関して、田村園長、池田委員代理、それから、０歳児保育をやっていら

っしゃる保育団体の側からお答えください。できましたら菅原委員からもお願いしたいと思います。 

 田村園長、お願いいたします。  

○田村園長 ありがとうございます。簡単に御報告をさせていただきます。  

 ０歳児に関しては先ほどちょっと言葉足らずだったんですが、現実には子育て支援という形で教

室を開いております。ですから０歳児の親御さんがかなりの数、利用されています。先ほど少し触

れましたが、都会の中で本当に子育ては孤独なんだなという実感がありますので、そういうことを

積み重ねながら将来は考えていかなければいけないかなと思っていますけれども、今のところは１

歳児、２歳児で手いっぱい。状況を見ながらいろいろ考えていきたいというのが正確なお答えでご

ざいます。  

 もう一つ、実は私どもの「こども園」は小学校と定期的に連携して研修をしております。夏休み

にこちらから行ったり、向こうから来たりということで、これは小学校の先生方も非常に関心があ

って積極的にやってくださっています。ですから、そういう交流がこういう仕組みができると生ま

れてくるんだなという感じがあります。その２点だけ申し上げておきます。  

○大日向座長 池田委員代理、お待たせいたしました。  

○池田委員代理 幼児教育の重要性ということでなんですけれども、やはり幼い子どもの教育を考

えるときに、発達に応じるという視点を非常に大事にしなければいけないかなと思っております。

０～２歳ころまでは特に一人ひとりに沿った愛情あふれる保育が大事であると思いますし、また、

大人に依存し安定することで０～２歳であっても、そこには学びの芽生えというものは確かにある

と思います。  

 そして３歳ごろになりますと身辺自立が一応できて、体の動きも活発になっていきます。外界へ

の興味、関心が広がり、自分から周囲の環境に働きかけるようになります。友達への関心も当然出

てきます。ですから、保育と教育はどちらも大事なんですけれども、３歳児以上からの環境による

教育、遊びを通した豊かな学びを保障するということが、やはり非常に大事にされるべきではない

かと思っております。是非、優れた幼児教育をすべての子どもたちが受けられるようなシステムを、

皆さんで考えていっていただきたいなと思っております。  

 すみません、多分最後の発言になると思いますので、私ども国公立幼稚園長会の意見書を３ペー

ジに用意させていただきました。簡単に申し上げますけれども、よろしくお願いします。  

 冒頭の認定こども園等の実践のお話を伺いまして、その中では本当に地域によって実情が大きく

違うということ、それから、行政がどう関わるかによって現場の保育、教育が変わってくるという

こと、それと財政の問題が非常に大きな位置を占めることがわかりました。私は６つの内容を書い

たんですけれども、その２番目、４番目、５番目についてお話をします。  
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 まず２番目ですけれども、保護者の多様な選択肢として幼児教育の専門機関であり、現行の学校

教育法に位置づく幼稚園を是非残していただきたいということでございます。先ほども保護者は多

様な選択を持っているというお話がありましたが、やはり私どもの地域では、地域に子どもが減り

体験が不足する、また、安全・安心の面からも３歳になったら幼稚園に入園させたいという希望を

持っている保護者がたくさんおります。保護者の多様な選択肢として幼稚園を残していくというこ

とは、多くの国民の素直なニーズに応えることであると考えております。  

 ４番目ですけれども、国として質の確保のための設置基準について責任を持っていただくことで

ございます。現行の設置基準を基礎にして、更に職員の配置基準や施設面積はゆとりを持てるよう

に見直していっていただきたいなと思っております。実は私は昨年、幼稚園施設設備指針の改訂に

携わったんですけれども、これからの施設には例えば特別な教育的支援を必要とする子が、ゆった

りと過ごせる小空間であるとか、保護者との教育相談の部屋とか、四季の変化を感じたり、小動物

とふれあえる園庭などの環境も非常に重要になってきます。防災とか防犯の視点からも、その施設

の在り方は非常に重要であると思っておりますので、設置基準は高く設定しておくことが子どもの

保育の質、教育の質、安全を保障することにつながると考えております。  

 最後５つ目です。質の維持・向上のためには、十分な財政措置を講じていただくことが非常に大

事だと思っております。先ほどお話しましたように、ゆとりある施設設備、教材教具、教員保育士

などの人材確保すべてにお金は必要です。子どものために国として十分な財政措置を講ずるととも

に、財源確保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。先ほど小田委員から幼児教育を５歳から４歳、３歳に下げ

るまでに非常に年月をかけて御苦労された。それであるならば、０歳児ということに及ぶことは慎

重でなければいけないというお声がありました。保育と教育を年齢でそれほど分けられるのかどう

か、少しそこをきちんと議論しておきたいと思います。指針の方の座長を務めていらっしゃる無藤

先生から、その辺りについて少し御意見をいただければと思います。  

○無藤委員 指針の方での議論と言っても別に決定ということではないと思いますけれども、そち

らでの座長なりの整理の御紹介と、多少私の委員としての意見も含めて申し上げたいと思います。 

 １つは、一番大きなことは「教育」という言葉の意味が多義的といいますか、幾つかの意味で使

われているのだろうと思うんです。そこで混乱を生んでいると思います。法律上の整理もなかなか

難しいところがある。  

 まず法律上の整理だけで申し上げますと、「幼児教育」という言葉は「学校教育法上の教育」を

指さざるを得ない。そして「学校教育法上の教育」となりますと、今のところ３歳以上のクラスを

ベースにした１日４時間程度となっていますけれども、１日数時間程度の部分を指す。しかもそれ

は基本的にはすべての３歳児の幼児が受けることが期待されているようなもの。期待されていると

いうのは要するに「義務ではないけれども、誰もが受ける方がいい」という意味合いですが、そう

いうものとしてだんだん了解が成り立ってきたのではないかと思います。  

 それに対して「保育」という言葉は更に微妙な意味があるんですけれども、基本的には児童福祉
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法上の福祉機能に応じたもの、つまり個別の保護者の保育のニーズに応じて施設として行うべきも

の、それを「保育」と指すという形が通例の言い方だと思います。その場合には３歳未満児とか長

時間保育とか、あるいは幼稚園における預かり保育なども「保育」と分けることになろうと思いま

す。  

ただし、少しややこしいのは、１つは保育所保育指針においては保育所の働きを「養護と教育の

一体性」と呼んでおります。そこでは狭い意味での学校教育法上の幼児教育より少し広く教育とい

う形で呼んでおりまして、それが養護を土台として成り立つんだと言っているわけです。その意味

での教育というのは当然乳児からも、あるいは長時間の夕方以降であっても教育的な働きはあると

考えております。「養護と教育」という意味での「教育」と、先ほど説明した「幼児教育」は恐ら

く連続的なもので、「ここから先は急に幼児教育になる」というものではないと思うんですが、し

かし一応制度的、法的にはとりあえず分けることになるのではないかと思います。  

 保育の方も少し面倒くさいところがありまして、これは現行法上も学校教育法の幼稚園の目的、

これは学校教育法の第 22 条ですけれども、そこで幼稚園の目的が小学校以降の教育の基礎を培う

という形で示されておりますが、要するに「幼児期にふさわしい保育を行う」となっております。

そこの意味での「保育」というのは幼稚園における教育活動全体を指しているのだろうと思います。

そういう意味でも「保育」というのが「保育所における保育」という意味のときと、幼稚園の教育

活動は恐らく保育所も同じだと思うんですが、全般を幼保を含めて活動を「保育」と呼ぶ場合があ

るということなんです。この辺で少し用語の意味が幾つかあるということです。  

 こども指針（仮称）の会議で私が整理いたしましたのは、幼児教育・保育というものを法制的に

使うという意味では、先ほど説明した学校教育法上の位置づけと、児童福祉法上の位置づけを踏襲

せざるを得ないのではないか。しかし、同時に幼稚園におけるいわゆる「幼児教育」もまた「養護

と教育」という基本的な考え方が貫くものであろう。これは実際に幼稚園教育要領を精査すると、

養護に相当する働きというものが幼稚園教育に十分みられますので、実質的にはそう理解してもい

いのではないかと考えています。そういう意味で「養護と教育」という働きを「保育」ともし仮に

呼ぶなら、その「保育」の働きというのは幼稚園にも見られるということで理解はできるなと思っ

ています。  

 ちなみに、ここまでがこども指針（仮称）の議論の整理の御紹介ですけれども、委員として今、

思いついたことを１つだけ加えますが、今日多分資料説明にいかないと思うのですけれども、もう

一つの資料が用意されている中に研修の話が出てくると思うんですが、実は幼稚園も保育所も研修

はちゃんとやらなければならないことになっておりますけれども、幼稚園の場合には研修は義務規

定ですが、保育所の場合には努力義務規定であります。努力というのは「頑張りなさい」という意

味ですけれども、努力義務である間は行政的にそれを十分サポートするかしないか、行政の自由度

があるわけです。しかし、幼稚園の場合にはきちんと行政がサポートする。私立なら学校法人が努

力してちゃんとやらなければいけないということで、大分そこに差があるように感じます。  

 これまでここの部会でも他のところでもですけれども、保育所における幼児教育の充実が必要だ

と言われましたが、私は幼稚園でも保育所でも従来十分に幼児教育をやっていたと理解しておりま
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すし、幼稚園教育要領と保育所保育指針を比べても、保育指針は遜色なく幼児教育のことが書かれ

ていると思うんですが、ただ、重大な問題があって、それは保育所において幼児教育の質を向上す

る仕組みというものが制度的に保障されていない、あるいは財政的に保障されていないということ

です。その要は私の理解では、研修についての努力義務ではなくて、完全義務化することによって

初めて保育所での幼児教育の向上に向かえると理解しているわけで、そこがポイントかなと私なり

には理解しました。  

 以上です。  

○大日向座長 ありがとうございました。  

 秋田委員、お願いいたします。  

○秋田委員 ただいまの無藤委員の意見で、幼稚園においても、保育所においても、「養護と教育」

を行っているところを「保育」というふうに通称で呼んできていますし、23 条でも押さえています。  

 それから、先ほど小田委員が、幼児教育というものも、幼稚園の方も５歳、４歳、３歳と順にお

りてきたというような話がございますが、「保育」という言葉を歴史的にひもといてみますと、保

育所、幼稚園、いずれも「養護と教育」の体系を含めて「保育」という言葉を使ってきております

ので、そこの理念ということが極めて重要ではないかと私自身が思っております。  

 ですので、今の用語の整理というものは、先ほど実は、今日最初に田村さんの方からお話をいた

だいたことに、１点補足したいんですが、世界各国は教育を義務化しているというような話がござ

いましたが、そこでいう「義務」というものは、学教法でいう「保護者が通わせねばならない義務」

ではなく、国が保育を保証していくということによって質を上げていくという意味でのユニバーサ

ル化ということを大事にしている。かつ、そこで言う教育の充実というものは、いわゆるアメリカ

やイギリス型の就学前の学校教育的な教育を指す場合もありますけれども、いわゆる北欧型の御紹

介のようなものはエデュケアなので、エデュケーション・アンド・ケアを教育としてユニバーサル

化していく方向というものを皆、考えているというところは大事にしていただきたいと考えており

ます。  

 あと、今日はもう一点、このこども園（仮称）について考えられる複数案というところで私自身

が主張したい１点目は、普光院委員が言ってくださったところの黄色の枠組みでございます。ここ

のところが、これはここの幼保一体化ワーキングチームで話すべきことではないかもしれませんけ

れども、やはり幼保一体給付（仮称）による指定制度という枠組みによって、福祉のほかの領域と

同じ形の、こういう枠組みの黄色ですべてを議論していって教育的な問題がよいのかということは

１点考えていただく必要があるということ。  

 それから２点目としては、この図が出されたときに、既に平成 25 年と平成 35 年というふうに

10 年というものがもうタイムスパンとして出されてきておりますが、先進的なスウェーデン、ニュ

ージーランドなどでは 20 年ということを実施の最終的実現可能として、インセンティブを付けた

り、見直しをしてきています。  

私は３案、４案を支持していますが、といいますのは、３案のこども園（仮称）の認可のミニマ

ムというものがどのように設定されるかによって、その質が維持されるかどうかを考える必要があ
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るからです。その場合には、途中経過としては４案もあり得るかもしれませんけれども、最終的に

はインセンティブが付くことによって１の方向に向かうというような、我々は 10 年の議論をする

のではなく、最終的に向かう方向と、その途上経過、そこから見直しをしていくときに財政的イン

センティブが一律でよいのか、時間経過によって何をすべきかという議論を行っていくべきではな

いのかと考えます。この図の平板な黄色と、期限の区切られたパワーポイントというものを見直し

つつ、我々はやはり最初に出されている目的に向かっていくべきではないか。それによって０～２

歳のところも、将来的にはより充実できるのではないかと思います。  

 以上です。  

○大日向座長 ありがとうございます。  

 本日は、実は資料３について議論する時間は到底ございませんけれども、次回に御議論をつなぐ

ために資料３について事務局から若干御説明をしていただいて終わりたいと思いますが、それが 15

分ぐらい要するかもしれません。その前に、今、お手をお挙げくださいました佐久間委員、それか

ら、たくさん挙がりましたね。  

 どうしましょうか。御意見をいただきましょうか。  

 それでは、大急ぎで御意見をください。金山委員、入谷委員、佐久間委員で、１度御発言くださ

った方は一回とめてよろしいでしょうか。申し訳ありません。そこでお三方で、時間の関係でお一

人１分ぐらいだそうです。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。  

○金山委員 それでは、１分で。  

 まず、質の向上のための幼保一体化であるということを前面に押し出せるような、財源の確保や、

これだけのことをやりたいという具体案を示していただきたいと思います。「預け先がない、どこ

でもいいから預けたい」という切実な悩みを持っている保護者は多いですけれども、「預けられれ

ばどこでもいいんだ、質は何でもいいんだ」と思っている親はいないと思います。子どもがよい環

境で幸せに育つことが親の希望ですし、それが家庭の安定や社会の安定に直結していくものなので、

そこを是非お願いします。  

 また、どんなによい制度やこども指針（仮称）をここで検討して、それができても、実践するの

は幼稚園教諭や保育士です。ですので、やはり保育をする人たちの質の保障をしっかりお願いした

いと思います。まずは身分や待遇を改善して、よい人材が集まるようにしていただきたいというこ

とと、あとは現場で研修を重ねて必要な力をつけられるような制度をつくってほしいと思っていま

した。  

 佐藤委員がおっしゃった、質的な保障や向上に対するインセンティブというものもいい仕組みだ

なと思って話を聞いておりました。初任者研修、10 年研修という研修がありますけれども、多くの

保育現場では若い年齢のまま離職する職員が多く、10 年研修のときに果たして何人残っているのか

ということを考えますと、初任者研修であったり、３年、５年といった短いスパンで雇用形態にか

かわらず現場の職員皆が受けられる研修制度をしっかりつくっていただきたいと思っております。 

 以上です。  

○大日向座長 佐久間委員、お願いいたします。  
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○佐久間委員 ありがとうございます。ベネッセの佐久間です。  

 １分でということで、いろいろお伝えしたいことはあったんですが、木幡委員は帰られたんです

けれども、お話を聞きながら、これほどまでに「幼稚園」、「保育所」という言葉といいますか、名

称のインパクトというものが大きいのかなということを保護者の側の立場に立って非常に感じた

ところです。もしかしたら違いも大きいのかもしれないんですが、現場でやっている、私どもは保

育所ですけれども、保育所ではやはり「養護と教育」というところをしっかりやっていかなければ

いけないということで、日々実践をしておりますし、決して教育的な部分が弱いとかやっていない

ということではないと思っておりますので、イメージの問題というものも一つ解決をしていかなけ

ればいけないことなのかなということを非常に感じました。そう思ったときに、やはりこども園（仮

称）としてすべての子どもに同じ保育をやっていこうとしているのであれば、同じ名称を使ってい

くということは重要なポイントなのかなと思います。  

 また、幼保一体化ということで、質の問題は本当に大切なことであると思うんですが、今、首都

圏を中心に、やはり待機児童の問題というものは非常に大きいです。目的が何だったのかというと

ころをしっかり見据えていきたいと思いますし、その待機児童の問題はゼロ、１、２歳というとこ

ろが非常に大きな問題です。幼稚園であれ、認定こども園であれ、保育所であれ、教育・保育とい

うところに携わってきている施設がやはりそこに協力をして、その問題を解決していくためにどう

すればいいのかというところの議論をしていければなと思っています。  

 それと１点だけ、株式会社がやっているということもありまして、いつも申し上げているんです

が、この枠組みの中で、このグレーのところが届出というふうになっておりまして、もしかすると、

まだこの小さいままですので、相変わらず多様な事業体はここを担っていくというふうに思われて

いるのではないかということが非常に懸念しております。届出と認可と何が違うのか。指定制で、

同じ基準でやっていくのであれば、同じ給付体系であっていただきたいですし、届出と認可を区別

するものではないのかなと思っているというところを１つお話しさせていただきます。  

○大日向座長 ありがとうございます。  

 最後に入谷委員、お願いいたします。  

○入谷委員 本日は、いろいろな現場の取組を御紹介いただきまして、ありがとうございました。

大変参考になりました。  

 やはり私どもの意見につきましては、資料４の１ページ目に掲載させていただいておりますので、

ほとんどの委員の方々が御指摘されたことですので、各項目については時間の関係もあるでしょう

から割愛させていただきます。  

ただ４項目めで、今、申し上げたような、幼保の将来的な融合については私も否定するものでは

ありませんし、将来的にはそういう方向性であるということは考えております。ただ、先ほど来、

御報告があったような、現場の営みは交流から自然発生的に積み上げ方式で築き上げていくことを

是非大切にしていただきたい。これについては国家権力的に、強制的にやるような不安があります

ということを第２回目の会合のときに申し上げましたら、小宮山副大臣が、「いや、そういうこと

は決してありません」ということをおっしゃっていただいたので、非常に安心しておりますので、
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これからもその方向性は是非堅持していただきたいと思います。  

 １点、柏女委員が資料の方で触れられていたことと重なるんですけれども、５番目で、今、待機

児童の解消ということもお話しになりましたが、もちろん、これもかなり社会的にも、時代の要請

からしても、国民的課題であることは私も認識しておりますけれども、それのみならず、一方で人

口急減地域あるいは過疎地域の対策も射程に入れての一体化のことなのか。その辺を是非確認して

いただきたい。  

 待機児童は関東を始めとして大都市圏、それから政令市等で約８割を占めていると言われており

ます。他方、一方で多くの自治体で人口急減・過疎化が深刻化しています。かように二極化する状

況に、こども園（仮称）という一つの形態、オール・イン・ワンに収斂することが包括的に対応で

きるのかどうなのかという議論が今まであまりないように感じております。家庭や地域の状況に応

じて形態や機能を自由に選択できる多様性、既存の各施設がより容易に機能を拡充したり、相互に

連携を図れるような制度の弾力性がその前に考えられてしかるべきではないかと思いますので、こ

の点についても是非御議論を深めていただければと思います。  

 そういうことなので、どこの類型については今回も意見を留保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。  

○大日向座長 ありがとうございました。  

 申し訳ありません、時間の関係で、また次回、会を設けますので、ここで事務局から資料３の御

説明を急いでお願いできればと思います。  

○濵谷課長 それでは、お手元の資料３「こども園（仮称）の具体的制度設計に関する論点（案）」

について御説明申し上げます。  

 １枚めくっていただきます。本資料は、11 月１日の幼保一体化ワーキングチームの提出資料をベ

ースにしておりますけれども「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）」を踏まえまし

て、若干の修正を加えたものでございます。  

 また、この資料に述べます論点は「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）」のうち、

主として新たにこども園（仮称）制度を創設する、案１、案２、案３、案５に対応するものでござ

います。  

 「目次」を見ていただきまして＜主な論点＞＜その他の論点＞でございます。  

 ＜主な論点＞といたしましては「（１）設置主体」で、設置主体をどこまで認めるのか。「（２）

設置認可、指導監督等の主体」で、県か市町村かといった主体の議論。「（３）設置・廃止の手続き」。

「（４）評価、情報公開」といった質の確保のための議論。また「（５）設置基準」で、これも質の

確保の関係でございます。それから、先ほどお話がございましたが「（６）研修」「（７）税制上の

措置」。  

 それから＜その他の論点＞でございます。  

 ＜主な論点＞からまいります。４ページでございます。  

 まず「（１）設置主体」で、幼稚園・保育所、それぞれ御説明申し上げます。  

 幼稚園につきましては、教育基本法第６条第１項におきまして「法律に定める学校」と定められ



 
 

35

ておりまして、この教育基本法におきまして学校については、公の性質を有するものであり、国、

地方公共団体及び法律に定める法人のみが設置することができることとされております。  

 この教育基本法を受けまして、学校教育法においては、幼稚園につきましては、国、地方公共団

体及び学校法人のみが設置できるということでございます。なお、構造改革特区におきましては、

一定の要件を満たした法人（株式会社及びＮＰＯ）も設置できることとされておりますけれども、

現在のところ、幼稚園については実態がない状況でございます。  

 一方、保育所につきましては、社会福祉法におきまして、第２種社会福祉事業でございますけれ

ども、これについては法律上の設置主体の制限はございません。  

 ただ、局長通知におきまして、社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合については、その

審査基準といたしまして、必要な経済的基礎があること、社会的信望を有すること、財務内容が適

正であることなど、一定の要件が課されております。  

 ５ページでございます。  

 基本制度案要綱におきましては、こども園（仮称）については、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されておりますけれ

ども、設置者の対象や要件についてこういったこと、あるいは幼稚園・保育所の現状を踏まえてど

うするかということであります。  

 例えば、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要件を満たした法人とするかど

うかということでございまして、一定の要件といたしましては、先ほどの保育所、あるいは構造改

革特区における要件なども踏まえますと、組織、資産等の面で幼児教育・保育を分担するにふさわ

しい持続性、確実性、公共性等を担保するというような観点が考えられるかどうかということが論

点でございます。  

 続きまして、設置認可主体でございます。６ページでございます。  

 現在、幼稚園につきましては、公立と私立とで所管、指導監督等の主体が分かれております。ま

ず、公立幼稚園につきましては、指導監督主体は都道府県教育委員会でございます。一方、私立幼

稚園につきましては、都道府県知事、知事部局でございまして、学事課なり、子ども担当の部局な

り、県によりますけれども、知事部局で所管をいたしております。  

 なお、都道府県知事の私立幼稚園に対する指導監督等については、県の教育委員会が、都道府県

知事の求めに応じて、助言・援助ができる。こういう仕組みになっております。  

 一方、保育所につきましては、設置認可等の主体は、公私立とも、都道府県知事、指定都市市長

または中核市市長でございます。  

 それを図にしたものが下の図でございます。  

 ７ページで、新たなこども園（仮称）の設置認可主体でございます。  

 これにつきましては、まず首長部局とするのか、教育委員会とするのか。  

あるいは首長部局とした場合には、都道府県教育委員会による教育内容等への一定の関与が必要

かどうかといったことが論点かと存じます。  

 また、首長部局を主体とする場合であっても、現行の幼稚園制度を基礎として都道府県知事とす
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る案と、保育所制度については指定都市市長または中核市市長まで権限が移譲されておりますので、

こういった指定都市または中核市の特例を設けるかどうかといったところが考えられるかと存じ

ます。  

 また、さらなる権限移譲の観点から、主体を市長までおろす。あるいはすべての市町村長までお

ろすということも権限移譲を更に進めるという観点からは考えられるのかどうかということでご

ざいます。  

 続きまして、８ページで「（３）設置・廃止の手続き」でございます。  

 公立幼稚園につきましては、指定都市の幼稚園については届出、市町村立幼稚園については認可

でございます。一方、私立幼稚園の設置・廃止については認可が必要ということでございます。  

 なお、市町村立幼稚園につきましても、実は現在、分権の法案が提出されておりまして、すべて

指定都市以外の市町村立幼稚園についても届出化する方向での法案化がされているということで

ございます。  

 なお、私立幼稚園の設置・廃止の認可については、私立学校の自主性を尊重する観点等から、私

立学校審議会の意見聴取が必要とされております。  

 一方、保育所につきましては、公立、市町村立の保育所についてはすべて届出化が既にされてお

ります。私立保育所の認可等については、設置については認可、廃止については承認ということで

あります。なお、事前に、運用上、事業の実施主体である市町村の意見聴取を行う都道府県もござ

います。  

 それを表にしたものが下の表でございます。言わば公立が届出の方向、私立は認可あるいは承認

というものが現行制度でございます。  

 ９ページで「○設置・廃止の手続きのイメージ（現行の手続を踏まえた場合）」のところを見て

いただければと思います。  

 公立については、認可または届出。特に公立幼稚園も認可から届出の方向の法案が既に出ており

ますので、届出を中心としての制度かどうかということ。  

 私立については、基本的には認可がベースになっておりますけれども、手続として２つございま

す。  

 まずは、市町村の新システム事業計画（仮称）で全体の幼児教育・保育の適正な需給計画を市町

村が言わばグリップしていくわけですけれども、仮に認可が都道府県レベルの場合に市町村からの

意見聴取を図るかどうか、必要かどうかという点。  

 それから、幼稚園については現在、私立学校の自主性の尊重等の観点から、私立学校審議会から

の意見聴取を義務付けておりますけれども、こういった私立学校審議会からの意見聴取について、

どう扱うかということが論点でございます。  

 それから「（４）評価、情報公開」で、10 ページでございます。  

 これは幼稚園・保育所とも、下の表を見ていただきますと、いずれも自己評価、学校関係者評価、

あるいは第三者評価といった、自らの評価や外からの人の評価のシステムが既に入っております。 

 また、情報提供等も積極的な情報提供の義務等が課されております。  
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 なお、先ほど指定制度の話がございましたけれども、指定制度が既に導入されております介護保

険におきましては、サービスの質の向上、あるいは利用者の選択の観点から、情報開示の標準化と

いうものが制度化されております。  

 11 ページでございます。  

 ここも表を見ていただきますと、現在の幼稚園・保育所でも既に共通の仕組みがございますので、

新たなこども園（仮称）におきましても、自己評価あるいは第三者評価といったところを努力義務

あるいは義務化していくということ。積極的情報提供も行うべきというようなことが考えられるか

と思います。  

 更に加えまして、特に保育所については利用者の選択という観点が新たに入るということもござ

いまして、介護保険におきましては従事者やサービスの内容に関する事項、下に注がございますけ

れども、勤務形態とか、従業者１人当たりの利用者とか、従業者の経験年数とか、資格とか、ある

いは施設そのものの運営方針、実績、特色など、こういったものを標準化して公開する仕組みが義

務化されておりますが、こういったものも取り入れてはどうかということでございます。  

 続きまして、12 ページで「（５）設置基準」でございます。  

 先ほど来、ナショナルミニマムの確保、質の確保が必要であるという議論がございますけれども、

幼稚園・保育所及び認定こども園の基準は、具体的に次のページのとおりでございます。  

 見ていただきますと、13 ページでございます。  

 職員配置、環境面、設備面での基準、大きく２つございますが、人員配置につきましては、幼稚

園については、学級担任は幼稚園教諭ということで、担任制を取る、幼稚園教諭免許の資格が要る。

配置基準でございますが、１クラス 35 人以内という基準。物的な面では運動場が必置であるとい

う一方で、給食が義務化されておりませんので調理室は必置ではない。それから、面積的には学級

単位で、ごらんいただいているような 180m2、320m2等々の基準がございます。  

 一方で保育所については、職員配置としては保育士が基準で、配置基準については、幼稚園より

長時間ということもございますので、年齢によって違いますけれども、例えば３歳児は 20：１、４

～５歳児は 30：１といった基準。運動場については、屋外遊戯場という形で原則必要でございます

けれども、ただし近隣の場所で代替可ということで、少しここは緩やかになっている一方で、調理

室については基本的に必置ということであります。また施設面積については、基本的には個々の保

育ということをベースにしておりますので１人当たりという形で、１人につき 1.98m2 という基準

になっております。  

 ちなみに、現在の複合型の施設である認定こども園については「幼保連携型に係る特例（認可の

特例）」とございますけれども、基本的には幼稚園・保育所の基準をベースにしておりますが、認

定を受けやすくする観点から、若干の特例で規制の緩和がされております。例えば学級担任につい

ては保育士の資格を持つ助教諭で可とか、保育士については幼稚園教諭で可であるけれども、６年

の間に保育士の資格を取っていただくとか、そういった緩和がされております。また運動場の特例

として、保育所の基準を満たしていれば代替可であるとか、調理室についても、３歳以上児につい

ては一定の場合には外部搬入可であるとか、そういった若干の緩和がされているということでござ
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います。  

 右端に「認定こども園設備運営基準（参酌基準）」がございますけれども、この幼保連携型、２

つの認可を持った認定こども園とほぼ同等で、それがもう少し緩和されているということでござい

ます。ちなみに、認定こども園の設備運営基準につきましては、これは認可外の部分も含めての基

準でございまして、全体としては、国としては参酌標準ということで、具体的な規制については各

都道府県の条例に委ねられているということでございます。  

 論点で、次の 14 ページでございます。  

 設置基準の具体的なこういった職員配置、資格、それから面積などの在り方についてどう考える

か。  

 現行からの円滑な移行を考えますと、基本的には現行の基準をまず基礎と考えるかどうかという

こと。  

 それから、ナショナルミニマムの確保という観点から、全国一律、最低基準としての基準とする

のか。  

 あるいは設置基準は地方の条例ですべて定めることとして、国の基準としては、その中で「従う

べき基準」と「標準」または「参酌すべき基準」とすべきかどうかということが論点でございます。  

 ちなみに※で、現在、法案提出中でございますけれども、児童福祉施設の設置基準をすべて条例

で委任した上で、コアになるところ「人員配置基準」「居室面積基準」、それから「児童の発達に密

接に関連する基準」に限り「従うべき基準」として、条例では法律どおりの基準を使うべきといた

しまして、それ以外の基準については「参酌すべき基準」といたしまして、県の裁量に委ねるとい

った法案が今国会に提出されております。  

 それから、現行の基準を基礎と考えるにいたしましても、さらなる質の向上の観点から、配置基

準などの、あるいは処遇等の引上げ・改善について検討するかどうかということが論点でございま

す。  

 なお、資格制度、幼稚園教諭免許あるいは保育士という資格につきましては、現在５案が検討さ

れておりますこども園（仮称）の在り方いかんというところもございます。またこども指針（仮称）

という具体的な指針の検討状況を踏まえる必要があるということ。また、中央教育審議会におきま

して、幼稚園から大学まで共通の教員免許・養成制度の見直しの検討を実は並行して検討している

状況でございますし、保育士についても保育士の在り方の検討が行われておりますので、そういっ

た検討状況等を踏まえた上で、検討する必要があるのかどうかということでございます。  

 それから、16 ページで「（６）研修」でございます。  

 幼稚園につきましては、現在、教育基本法に基づきまして、幼稚園を含むすべての学校の教員に

ついて研修の充実を図るべき旨が教育基本法において規定されております。  

また、公務員につきましては教育公務員特例法におきまして、初任者研修・10 年経験者研修等の

実施が義務付けられておりますし、研修を受ける機会の付与という形で権利も保障されております。 

こういった規定を踏まえまして、公立の幼稚園は法律に基づき、私立の幼稚園についても、教育

基本法を踏まえて、園内及び園外の研修が実際にも実施されているということであります。  
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 一方、保育所につきましては、公立保育所の職員については、児童福祉施設最低基準におきまし

て、職員が必要な知識等の習得に努めることとされております。また、地方公務員法におきまして

勤務能率の発揮のための機会の付与が規定されております。  

私立の職員については、最低基準におきます必要な知識等の習得の努力義務がかかっているとい

うことでございまして、これに基づいた研修が実施されているということであります。  

 17 ページは、今、申し上げたことを表にしたものでございます。  

 18 ページで、こども園（仮称）における研修でございます。  

 こども園（仮称）は、どの案におきましても学校教育法上の１条学校として位置づけるというこ

とでございますけれども、教育基本法第９条の研修の充実に関する規定の適用をどう考えるか。適

用する方向かと思いますけれども、どう考えるかといった点。  

それから、実際に研修を受けられる環境整備という観点からは、代替要員の確保等の措置が必要

かどうかといった点。  

公立の職員については、現在、幼稚園については教育公務員特例法に基づきまして初任者研修等

が義務付けられておりますけれども、現行の保育所の職員も含めて研修環境の整備を図る必要があ

るかどうかといったことが論点でございます。  

 19 ページで「（７）税制上の措置」でございます。  

 学校法人と社会福祉法人の左の欄だけを見ていただきますと、法人税、固定資産税など、主要税

はほぼすべて非課税でございます。現行の幼稚園・保育所、学校法人立幼稚園、社会福祉法人立保

育所については、ほぼすべて非課税でございます。  

 20 ページで、新たなこども園（仮称）につきましては、平成 23 年度の税制改正要望におきまし

て、新システムの構築のために必要となる税制、これはこども園（仮称）も含めてでございますけ

れども、所要の措置について要望いたしております。  

現行の学校法人立幼稚園あるいは社会福祉法人立保育所などに適用されている税制上の措置に

ついては、こども園（仮称）について同じように引き続き講ずる必要があるのではないかと考えて

おります。  

 それから「その他の論点」でございます。  

 例えば 22 ページで「（１）監督」でございます。  

 実際に園を運営している際に何か問題が起こった場合に、幼稚園については、公立については、

変更命令及び閉鎖命令。保育所については、改善勧告、改善命令あるいは事業停止命令といったも

のがございます。  

 実は違いますのは、私立の幼稚園についてでございます。上の箱にございますが、実は変更命令

については、私立学校の自主性の尊重等の観点から、適用除外になっております。新たなこども園

（仮称）におきまして、こういった変更命令、改善命令の扱いについてどのように考えるかどうか

といったことが論点かと思います。  

 また、保育所については、事業停止命令に当たっては児童福祉審議会の意見聴取が義務付けられ

ております。また幼稚園についても、閉鎖命令の際には私立学校審議会の意見聴取が義務付けられ
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ておりますけれども、こういった関係審議会の意見聴取についてどのように考えるかといったこと

でございます。  

 それから、23 ページはこども園（仮称）の所管・管理の問題です。  

 幼稚園については、現在は市町村教育委員会の所管、保育所は首長部局でございますけれども、

新たなこども園（仮称）についての管理をどこでするかといった点。  

 それから、24 ページで「（３）職員の身分」。  

 先ほど来、研修などで既に出ておりますけれども、公立の幼稚園の職員については教育公務員と

いうことで、教育公務員特例法ということで、研修や、あるいは次に出てまいります政治的行為の

制限など、さまざまな特別な規定が設けられております。  

一方で、公立保育所の職員については一般の地方公務員ということでございます。  

こういった点を、具体的にどのようにしていくかということであります。  

 25 ページから、それでは具体的な話といたしまして、例えば「（４）政治的行為の制限」でござ

います。  

 まず幼稚園については、公私立とも、教育基本法によりまして政治的活動の制限が課されており

ます。  

特に公立幼稚園の教諭については、教育公務員特例法の適用を受け、通常の一般の地方公務員で

も政治的行為の制限はかかっておるわけですが、通常はその地方公共団体の区域内のみの制限であ

りますけれども、教育公務員については地方公共団体の外でも制限を受けるなど、言わば国家公務

員と同様の制限を受けております。  

 一方で保育所については、公私立とも、法律上政治的行為の制限はないということであります。 

ただ、公立保育所職員については、当然でございますけれども、一般地方公務員としての、その

所属地方公共団体区域内での政治的行為の制限は課されているという状況でございます。  

 こういった政治的行為の制限、特に私立の施設に対する政治的行為の制限についてどのように考

えるかということであります。  

 それから、26 ページで「（５）職員の給与及び福利厚生（退職金、年金及び医療保険）」でござい

ます。  

 これは施設別、法人別でそれぞれここの表で細かく書いておりますが、異なっております。違っ

ておりますのは青い枠のところで囲ったところで、例えば公立、市町村立の幼稚園・保育所で、幼

稚園は教育公務員としての給与体系、保育所は一般公務員の給与体系であるということ。  

 年金については、公立の幼稚園については公立学校共済、保育所は一般の市町村の職員共済であ

る。それから、例えば社会福祉法人立の年金については、幼稚園は私学共済、保育所は厚生年金。 

 それで、医療保険も同じような、そういった違いがございます。  

 こういったものについて、基本は多分、学校法人単位で、法人を見ながら法人の職員が同じ処遇

になるようにそろえていくことかと思いますけれども、そういった整理が必要になるということで

ございます。  

 また、27 ページで、これは貸付で、これもそろえていくということでありますが、現在は学校法
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人立の幼稚園・保育所で、社会福祉法人立の幼稚園まで含めて日本私学振興・共済事業団で、社会

福祉法人立の保育所のみ独立行政法人福祉医療機構という形でございますけれども、こういった公

的な政策融資のこども園（仮称）に対する在り方についてどう考えていくかといったこと。  

 それから、28 ページでございますが、先ほど柏女委員から、「臨時休業的なものは保育所にはな

じまないのではないか」という話がありましたけれども、そういった保健関係の保健計画の策定、

保健室の設置、健康診断、出席停止、臨時休業、医師などの配置といったことで、大体幼稚園・保

育所でそろっておりますけれども、青い枠の出席停止制度や臨時休業制度といったところが幼稚

園・保育所で異なっておりますので、こういったところについてどうそろえていくかということ。 

 それから、29 ページでございますが「ウ 災害共済給付」。  

 幼稚園・保育所で事故が起こったときには、現在、幼稚園・保育所ともいずれも公的な災害給付

がございますけれども、これは認定こども園では認可外の部分についても適用すべきという意見が

ございまして、むしろ、ここはこども園（仮称）という話よりは、指定施設の中で認可外の部分に

ついてのこういった災害給付の扱いについてどう考えるかといったことがあろうかと思います。  

 それから、30 ページで「エ 監査」。  

 監査につきましては、幼稚園は会計監査が基本で、保育所は行政監査が基本でございますけれど

も、保育所においても一部の会計監査、外部監査を受けたときには、行政監査が何年かに１回とい

うことで、言わば監査の回数が緩和されるといった特例がございますけれども、こういった監査の

在り方について同じようにそろえていく必要があるということであります。  

 それから、あと２点だけでございます。31 ページで「（７）認定こども園からの移行」でござい

ます。  

 これは基本制度ワーキングチームにおきまして、現行の認定こども園が新たな制度でどうなるの

かということが御議論になりました。  

 認定こども園につきましては、２つの施設が一体となって運営されております。それで、類型と

しましては下にございますが、幼稚園・保育所、いずれも認可を持った幼保連携型。それから、片

方しかない幼稚園型と保育所型。両方とも認可がない地方裁量型と、４つございます。いずれも２

つの施設を一体的に運営しているという点では同じでございます。  

 新制度移行後におきましても、同一の設置主体が運営する認定こども園については、原則として、

新制度移行後においても１つのこども園（仮称）あるいはこども施設（仮称）として認可または指

定が受けられることが必要ではないか。一体的に運営ができるようにする必要があるのではないか

というのが基本でございます。ただ、その際、認可基準・指定基準についてはこれから議論するわ

けですけれども、仮に認可または指定基準を満たさない認定こども園があった場合には、これをど

のようにしていくのかということが論点でございます。  

 また、認定こども園については、先ほど申し上げましたけれども、２つの認可を持つ部分以外に、

認可外の施設も持っている類型がございます。このうち、認可外の施設を持っている施設について

は、従来の認可施設のみがこども園（仮称）に移行するのか、認可外の部分も含めて認可施設とな

って全体がこども園（仮称）に移行するのかということがあるわけですけれども、認可については
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いろんな市町村の需給計画などの地域の実情等がございますので、それらについては基本的には地

域の実情等に応じて判断されることとすべきではないかということでございます。  

 それでは、具体的に案によってどのような移行になるのかということでありますが、32 ページで

ございます。  

 案１で、すべてが一定期間後にフルパッケージの「こども園（仮称）制度」に移行する場合につ

きましては、これは比較的わかりやすうございますけれども、幼保連携型については当然、２つの

認可が１つの認可になり、こども園（仮称）としての１つの施設になる。それから、幼稚園型と保

育所型についても基本的には、地域の実情によるところもございますけれども、１つの認可を取っ

ていくことになるというイメージでございます。一方で地方裁量型につきましては、１つの認可を

取っていくというパターン。あるいは認可外のまま、こども施設（仮称）として一体化して指定を

受けるという、類型としては２つの類型が残るのかなというイメージでございます。  

 33 ページでございます。続きまして案２の、こども園（仮称）の中で言わば一体化型と幼稚園型

と保育所型と３つがある場合です。  

 幼保連携型については、いずれにしても一体化型のこども園（仮称）としての認可。それから、

施設としても全体のこども施設（仮称）の指定を受ける。幼児教育型については、幼稚園の部分に

ついては、こども園（仮称）の認可はそのまま認可として移行する。一方で保育所の機能について

は、これは認可を受ける、受けないというようないろんなパターンがありますので、これは認可外

としては残る可能性もあり、その場合でも、こども施設（仮称）の指定としては一体的に指定を受

け、一体的な給付の対象になる。保育型についても同様でございます。それから、地方裁量型こど

も園（仮称）については、こども施設（仮称）の指定として一体的な施設として指定を受け、給付

対象になるというイメージでございます。  

 34 ページで、案３の幼稚園・保育所、それからこども園（仮称）と、言わば施設として３類型が

あるというパターンです。  

 幼保連携型の認定こども園は同じ、１つの認可、１つの指定でございます。それから、認定こど

も園（幼稚園型）については、幼稚園の認可と保育所機能。認定を受けた機能がそのまま施設の指

定として、一体的なこども施設（仮称）の指定として全体の指定を受け、一体的給付の対象。保育

所も一緒、地方裁量型も同じ形でございます。  

 それから 35 ページで、案４につきましては、施設類型は今の幼稚園・保育所と同じでございま

して、その全体を認定として一体的にカバーする形でございまして、これは言わば認定こども園が

いずれもこども園（仮称）の指定、指定こども園（仮称）に切り替わる、全体が指定こども園（仮

称）として枠囲いされる。それで、幼稚園及び保育所の認可の形態自体は今と同じということでご

ざいます。  

 最後に 36 ページで、案５でございますけれども、保育所についてはすべてこども園（仮称）に

移行。幼稚園はそのまま残るか、こども園（仮称）に移行するかの選択であり、ただし、幼稚園か

らこども園（仮称）に移行する政策的誘導をかけていくという案でございますが、形としては、今

の案との違いで言いますと、今までの案と違いますのは、左下の保育所型のところがすべてこども
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園（仮称）の認可ということで収斂されるというところが違うところでございますが、あとは案３

と同様でございます。  

 最後の 37 ページで「（８）経過措置等」でございます。  

 幾つかおもだったものだけでございますが、学校教育法の施行前から地域の幼稚園として活動し

てきた学校法人立以外の幼稚園、実は財団法人、社団法人、宗教法人、個人立など、経過措置の中

で幼稚園については学校法人以外の幼稚園がまだかなりございます。こういったものにおいては、

附則において、当分の間、その経営を認めておるところでございますけれども、新たな制度におき

ましても引き続き施設を経営できるように措置することが必要であろうということであります。  

 また、建築基準法など、その他の関係法令、幼稚園・保育所などが適用される、ハコ面での規制

など、関係法令はさまざまありますけれども、新たなこども園（仮称）については一つひとつ整理

をする必要があるということ。  

 最後に、所管問題でございますけれども、こども園（仮称）の所管については、新システムの制

度全体に係る所管の中で、その在り方を検討する必要があるのではないかということでございます。 

 時間をかなりオーバーして恐縮でございましたが、以上でございます。  

○大日向座長 ありがとうございます。  

 本日は、もう既にかなり時間が過ぎておりますが、申し訳ありません、最後に１～２分だけお時

間をちょうだいしたいと思います。座長として申し上げたいことがございます。  

 本日、認定こども園あるいは幼保一体化の先進的な実践事例について御紹介いただきました。委

員の皆様には、具体像がかなり見えてきたという思いを共通にできたのではないかと思います。  

 それを基にいたしまして、５つの案についていろいろ御意見をいただきました。それで、「案３

が妥当なのではないか」というお声が比較的多かったように思います。案４に関しましては、「こ

ういうふうにならざるを得ないかもしれないけれども」という消極的な支持、あるいは「案４はい

かがなものか」という疑問がありました。その一方で、「案１あるいは案２を精力的に目指すべき

である」という強い御意見がありました。これに対しても、「いや、それは疑問である」というお

声もありました。５つの案に関する皆様の御意見は、今、申し上げたような状況であったと思いま

す。  

 しかしながら、いずれにしましても、一律に期間を区切ってあまり拙速に進めるべきではないと

いうお声がありました。確かに慎重にすべきであると私も思います。ただ、一律に区切るべきでは

ないというスパンをどのくらいに置くかということは、委員の方によってそれぞれお立場、思いは

違うのではないかと思います。「平成 35 年はあまりにも早過ぎる」というお考えの方がいらっしゃ

る一方で、「そこまで悠長にしていいんだろうか」というお考えもこれまでも、今日もあったかと

思います。  

 今、子どもが置かれている状況、親が置かれている状況、あるいは少子化がもたらす、日本社会

に及ぼす影響を考えたら、あと何年というところを一律に区切らずに、今、何をなすべきかという

ことを心を一つにして議論すべきではないかと思います。これは座長としての私の思いであるとい

うだけではなく、１つ御紹介しておきたいのは、11 月 19 日に基本制度ワーキングチームがござい
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ました。そこで、今、申し上げたような強い御意見が幾つか出されました。幼保一体化の目的を忘

れてはいけない。大切なのは、本来目指すべき方向はどこなのか。非常に大きな改革なので、立場

の違いを超えて議論を進めていくべきではないかという御意見も 19 日のワーキングチームの中で

たくさん出たということも御紹介しておきたいと思います。  

 私は、前にも申し上げたと思いますけれども、就学前の子どもが過ごす環境が幼稚園・保育所に

分かれて既に 65 年です。これまでにも総合化とか一元化という形で何回か議論はされてきている

わけです。今、突然、幼保一体化の議論が浮かび上がってきたとは決して思っておりません。これ

までの蓄積もある。その蓄積を踏まえながら、皆様と一緒にこうして議論を進めさせていただいて

いるということを改めて確認したいと思います。  

 それから、専業主婦なのか、保育所がいいのかということも今日も交わされました。私も２人の

娘を働きながら育てた母親として、保育所には本当に感謝しております。一方、私自身は幼稚園で

育てていただいたので、幼稚園のよさも知っております。その２つをどうやって統合していくかと

いうことが、今、とても大事な議論になっている。そのために、拙速に過ぎるということは確かに

いけませんけれども、質の向上、あるいは研修制度をどうすべきか等について検討しながら、幼保

の一体化の議論をいかに進めていくべきかという点に関しては、今日、多くの委員の方が心を一つ

にされたのではないかと思います。  

 明日、マスコミがどういう報道をされるのか、若干気がかりですが、「幼保一体化かすむ」とか、

そういう見出しですと、やはり本当に今、子どもたちのことを考えていらっしゃる保護者たち、あ

るいは現場で働いていらっしゃる先生方が不安になってしまうことを私は一番恐れます。私たちは、

まだ意見は一つにはなっていません。でも、幼保一体化の理念に向かって、このワーキングチーム

で、そして基本制度ワーキングチームでも、さらにこども指針（仮称）ワーキングチームもそうだ

と思いますが、精力的に、慎重に議論を進めているということをどうぞお忘れなくお書きいただけ

れば大変ありがたいと思います。  

 それでは、次回も含めまして、先ほど濵谷課長から大変大急ぎで御説明いただいてしまって申し

訳なかったんですが、具体的制度設計に関する論点に入りながら議論をいたしますと、更に具体的

な案のどこに落としていくかということが皆さん大体見えてくるのではないかと思いますので、次

回はここに焦点を当てた議論をお願いしたいと思います。  

 今日は、せっかくいらしていただいたのに御意見をいただくことができなかった委員もいらっし

ゃいまして、本当に申し訳なかったと思いますが、言い足りなかったところ、あるいは今日発言で

きなかったところは、いつもどおり、事務局の方に文書等でお回しいただければありがたいと思い

ます。  

 それから、もう一つ、とても大事なことを忘れました。11 月 19 日の会の最後に、先ほど専業主

婦か、働く母親かという議論がそこでも出ました。そういたしましたら、村木統括官がこうおっし

ゃったんです。「この幼保一体化の議論は、専業主婦か、働いているかにかかわらず、すべての子

どもを支えることを目的とした議論です。しかしここに、幼稚園・保育所に通っていない子どもの

声はなかなか届きにくい。どうか、そういう声も皆さん代弁してください、あるいはそういう声を
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聞くところがあったら幾らでも出向きます」と統括官がおっしゃってくださったことも最後にお伝

えしておきます。  

 それで、次回は年内にということでしょうか。  

 それでは、事務局の方からお願いいたします。  

○村木政策統括官 是非、年内にもう一回会議を開くことをお許しいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。  

○大日向座長 年の瀬でお忙しいときですが、どうかよろしくお願いいたします。  

 それでは、時間が大分過ぎて申し訳ありませんでした。本日はここまでといたします。  

ありがとうございました。  
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