
 

 

 

 

 

 

 

                 

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５回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

幼保一体化ワーキングチーム第５回会合 

議 事 次 第 

 

             日 時  平成 22年 12 月 20 日（月）16：02～18：12 

               場 所  中央合同庁舎 4号館 11階共用第１特別会議室 

 

    １. 開 会 

     ２. 議 事 

   （１）こども園（仮称）について 

   （２）意見交換 

３. 閉 会 
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○大日向座長 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５回会合を開始いたします。本日は、お忙しい中お集まりくだ

さいましてありがとうございました。 

 本日の委員の御出席につきまして、事務局より報告をお願いいたします。 

○藤原参事官 委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 本日は、東京大学大学院教授の秋田喜代美様と、全国知事会高知県知事の尾﨑正直様、２名の委

員におかれましては所要により御欠席となっております。 

 御欠席の委員の代理といたしまして、全国知事会より高知県教育委員会教育長の中澤卓史様に御

出席をいただいております。 

 なお、市長会の代表として清原慶子委員に御出席の予定ですが、少し遅れての参加になると伺っ

ております。御到着になられるまでの間、子ども育成課長の宮崎様が代理でお座りになるとお聞き

しておりますが、宮崎課長もまた少し遅れていらっしゃるようでございます。以上でございます。 

○大日向座長 プレスはここまでとなっておりますが、いらっしゃいませんね。 

 それでは、ここから議事に入らせていただきます。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 資料の御確認をさせていただきます。 

 本日の配付資料として、資料１が「こども園（仮称）の具体的制度設計に関する論点(案)」です。 

 資料２が、委員から御提出をいただいている資料をまとめたものが配付資料となってございます。 

 また、参考資料としてお手元にお配りしておりますのが、参考１といたしまして「こども園（仮

称）について考えられる複数案（案）」です。 

 参考２が、「幼保一体化の目的について（案）」です。 

 参考３といたしまして、第１回から第４回までの幼保一体化ワーキングチームにおける各委員か

らの主な意見をまとめたものです。 

 それから参考４でございますが、「今後の認定こども園制度の在り方について(認定こども園制度

の在り方に関する検討会報告書)」、これら参考の１から４までをお手元に配付資料としてお配りを

いたしております。御確認いただければと思います。 

○大日向座長 資料はよろしいでしょうか。本日は２つ、主な議題がございます。１つは、前回の

会合で資料１の「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、事務局より資

料の御説明はいただきましたが、皆様に御意見をいただく時間がございませんでしたので、今回改

めて意見交換をしていただければと思います。 

 続きまして、こども園（仮称）について考えられる複数案を含め、全般的に御意見をいただきた

いと思います。 

 ただ、この２つは相互に大分重なると思いますので、分けずにどうぞ御自由に意見をいただきた

いと思います。本日は資料説明がございません。したがいまして、６時まで２時間ですが、十分意

見交換をしていただきたいと思います。 

 それにつきまして、ひとつ御提案といいますか、お願いがございます。今まで４回にわたって皆
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様から本当に貴重な御意見をいただきましたが、時間がせいていたということもあったり、初めて

の意見を御披露いただくということもありまして、ややもすると一方通行で、言いっ放しという言

葉は適切ではないかもしれませんが、あまり委員同士でかみ合わなかったのではないかという思い

が伺っていていたします。 

 本日は２時間の時間がございますので、どうぞできましたらで結構ですが、ほかの委員のおっし

ゃったことに関して疑問点とかコメントがあれば、それも合わせてお話をいただくような議論の進

め方をしていただければ、このワーキングチームも終盤に差し掛かっておりますので、なお議論が

深まるのではないかと思います。 

 したがいまして、御意見は挙手をしていただいて従来どおり指名をさせていただきますが、議論

の流れによってはお手を挙げた順番に必ずしもならなくても構わないのではないかと思います。指

名順が後になったけれども、今のこの件についてここで言いたいということがおありでしたら、ど

うぞ御遠慮なくおっしゃってください。 

 ただ、今日は大変うなぎの寝床のように長いものですから、奥の方がよく見えません。私が見落

としているといけませんので、どうぞお手をお挙げになるときはオーバーアクションで気が付くよ

うにおっしゃっていただければ見落とさないように、無藤座長代理とも御一緒に力を合わせてやっ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、御意見をどうぞ。では、山口委員、古渡委員、菅原委員の順にお願いいたします。 

○山口委員 山口でございます。先般、末松副大臣より第３案に収れんされたような御発言があっ

たと思うのですが、私は必ずしもそうは思っておりません。それから、この５つの案の違いにつき

まして、今まで本質的な違いというものを私自身はちゃんと理解していなかったということもあり

まして、どの案を支持するということは今までなかったのですが、少しずつ最近わかってきたかな

というふうに自分自身は認識しております。 

 それから、本日資料を提出させていただいておりますが、その本題に入る前に、そもそも今回の

この議論というものが何を原点にしていたのかが私は途中から見えなくなってきたなというのが率

直な感想でございます。どうも随分とこの議論が変質してしまったのではないかといった思いを持

っております。 

 それはいろいろな事情があるとは思うのですが、やはりそれぞれの団体が何を守りたいのか。そ

ういった自分のところの団体を守るための発言がこういうふうにさせていったのではないか。そん

な気がします。 

 例えば、幼稚園の団体さんですと、教育をやっているのだということを主張されるわけですが、

私は保育園も同じように教育をやっている事業者だと認識しております。また、その教育の内容に

関しましても、例えば子どもたちを行事に一生懸命取り組ませるのは構わないのですが、そればか

りに偏って親に見せるためのような行事であるとか、教育であるとか、そういったことをやってい

らっしゃる事業者さんがたくさんあるのではないか。それが本当にレベルの高い教育なのかという

ことを私は疑問に思っております。 

 また、保育園の事業者にしても、福祉と言いながらその実は自分たちの事業がやりやすいように
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運営されているようなところもたくさん見られます。今までの制度をこのまま温存したのでは、こ

ういったものが一切改革されることはないと思っております。 

 そういったことを前提に、今回出させていただきました私の意見でございますが、まず第１に第

１案を私は妥当と考えております。ただし、最初のころに事務局の方から、幼稚園機能のみの施設

や保育所機能のみの施設など、家庭や地域の実情、保護者の多様なニーズに対応した多様な選択が

認められないというような御説明がありましたが、そうではないような第１案にすべきだと考えて

おります。それであれば、多様な事業者の多様な発想によるサービスの提供で、利用者のニーズに

こたえることができるのではないかと思っております。 

 それから、現在は３案の方に収れんされているように見えるわけですが、この３案を選択した場

合、今までと一体何が違うのでしょうか。全く私はこの制度改革はなされないと思います。例えば、

既存事業者にとってもこども園（仮称）になるインセンティブはしっかりと示されておりません。

そうすると、大体の事業者さんは今までと同じようなことをしたい。変化を嫌う事業者さんは結局、

現行の制度から抜け出すことがなく、今までと何も変わらないといったことが起こりかねないと思

います。 

 それから、こども園（仮称）、認可保育所、幼稚園という文言がそのまま残ることによって、利用

者にとって混乱を招く危険性があると思います。それよりも、そういった施設の言葉をなくしてし

まった方が、その利用者が各施設の特徴をしっかりと見ながら園を選ぶことができますので、その

方がいいと思っております。 

 それから、第３案を採用することによって利用者の選択肢が増えないばかりか、質の向上も望め

なくなる。これは、自治体へ認可権を留保することで、こども園（仮称）そのものが差別的に扱わ

れる可能性があるということです。例えば、私は東京都の認証保育所というものをたくさん経営し

ておりますが、認可と比べますとはるかに少ない助成金しかいただけない。そういう制度がそのま

ま残っております。 

 それで、制度そのものを認可とかこども園（仮称）に分けてしまいますと、それぞれの自治体が

恣意的に、ここはこども園（仮称）だからこの程度の助成金しか出さないとか、そういったことが

残ってしまうおそれがあります。そのことによって、結局はまともに保育という事業をやりたいと

いう事業者が参入することに不安を感じて参入してこなかったり、またはしっかりした投資をしな

かったりするというおそれがあります。 

 その場合、今度はいつでも撤退できるような中途半端な考え方しか持てないような事業者が多く

集まる可能性も出てきます。そういったことによって質の低下を招くと考えております。 

 一番重要なのは、どういった主体がいいとか悪いとかではなくて、いろいろな事業者が集まって

その中で質の競争を切磋琢磨するような制度にすべきだと考えております。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。今、山口委員が、このワーキングチームは何を原点として

議論していたのか、途中から見えなくなってしまったと言われたこと、大変重く私は受け止めさせ

ていただきました。この辺りは、今日是非とも原点にもう一度皆さんと戻れることができればと思

います。 
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 また、今、伺った限り、第１案でも多様な選択が認められるというのは、何か新しい御提案のよ

うにも承りました。この辺りについても、またひとあたり御意見を伺いながら補足していただけれ

ばと思いますし、ほかの委員の方もこういう形でいろいろと出していただければありがたいように

思います。 

 それでは、個々についてはまた細かい議論も展開すると思いますので、後ほどコメントし合うと

いうことで、ひとまずお手をお挙げくださった古渡委員、それから菅原委員までいきましょう。よ

ろしくお願いいたします。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の古渡です。いつも大変お世話になっております。 

 前回、認定こども園の機能とか、または認定されて実際に何が本当に大事だったかという観点を

貴重な時間をいただきながらお話することができたことに、まず感謝させていただきたいと思いま

す。 

 実際に我々もずっと協会のメンバーたちと論議した結果の一つの話なんですけれども、今日、皆

様の方に別資料でレジュメを出させていただいていますので、それを見ながらお話をさせていただ

きたいと思っています。 

 まず今、山口さんからもお話があったことと重なっている部分もあるかと思うんですけれども、

今回の新システムは子どもたちの豊かな育ちをよりよくするためのものであり、それは一体化の論

議を通して子どもの最善の利益を検討していくものではなかったのかなというのがあります。 

 そういう観点で、我々が今年の新システムがスタートしてから考えているいろいろな中で、やは

り第１案みたいな形を基にして日本の就学前の子どもの施設の在り方を一体的であり、一貫的な方

向に推進する制度でないとやはりおかしいのではないかという一つのニュアンスです。 

 そういう中で我々自身、協会としての話ですけれども、日本の中にとにかく多くの総合機能を持

ったこども園（仮称）がたくさん必要なんじゃないかということが１つあります。我々の協会の中

にも、幼稚園型とか保育所型というものが現在存在しております。それで、本当に実際に一緒にや

ってもらっている観点でお話をしますと、ここで４分の３などという言葉を使っておりますけれど

も、本当に子どもたちのために一生懸命やろうという仕組みの中の４分の３の機能のこども園（仮

称）とか、あとは地方裁量型も実際にあります。そういう観点で考えても、確かに認可とか認定と

いう問題もあるのかもしれませんが、基本的には２分の１の機能のこども園（仮称）というのもあ

るんだろうと考えています。そういうすべてがこども園（仮称）になっていくことで、あえて質の

高い幼児教育、保育を保障しながら、一体的に向かう制度が必要なのではないかと考えています。 

 そういう中で、もう一つは全国どこでも一定の質が担保できるための基準の統一性というものが

必要だろうと考えています。それで、特にここはすごく大事な観点だと考えております。やはり地

域主権を尊重しつつ、地域の実情を踏まえて各地域の中ですべての幼児教育、保育施設の質の向上

を目指す方向というものがものすごく大事なんじゃないかと考えています。 

 そういう観点で、あと４つほど今日は出してあるんですけれども、実際に我々が現場で感じ、ま

たはこうなってほしいなという観点を実は４項目挙げてあります。 

 制度設計についてという観点で大きな枠組みのお話をしますと、やはり一体化の取組の中で全国
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どこでも一定の質が担保できるための基準の統一性というものは絶対必要だろうと考えています。

それで、保育の実施主体としての自治体と、ここがまたすごく大事だと考えておりますが、各こど

も園（仮称）の実践を共有する各地方行政の制度設計がもっと必要になるのだろうと考えています。

そういう観点で、認定こども園がスタートしてからの項目の中の４つをお話させてもらいたいと思

います。 

 設置主体の問題というのも、多分いろいろあるのだろうと考えています。そういう意味では、や

はり国、地方団体、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。次に、株式会

社さん等々の参入というのも、やはり経営の論理ではなくて子どもの育ちを保障するものでなけれ

ばいけないだろう。そういう観点での公共性とか公益性を担保する必要があるのではないかと考え

ています。 

 また、そういう観点の中で我々学校法人とか社会福祉法人という法人の立場の中で考えても、や

はり一つの公益事業という経理区分としてのこども園（仮称）を規定したり、剰余金の処理につい

ての一定の規制というのも必要なんじゃないかということも考えております。 

 それから、②ですけれども、設置、認可、指導監査等の主体という観点でもそうなのですが、実

は我々は現場で見ていると認定こども園の認定が進まない理由の一つに、多分この認定する仕組み

があるんじゃないかと考えています。認定こども園の法律ができて我々自身が考えていたのが、大

きな意味での約50％の国がつくってくれた認定こども園の中身というものを、都道府県に認定を預

けたと思うんです。それで、実はここが我々現場で言うと、せっかく国で50％ちゃんとつくってく

れたんだから、逆に地方の考え方であと50％きちんとつくってほしいというのが現場的発想だと考

えています。そういう観点で考えても、できるだけ大きな意味の中での基準というものをやはり国

がつくってくださらないと、実は現場も市町村も動きづらいというのはあると考えています。 

 そういう観点で考えても、都道府県政令指定都市とか中核都市の設置認可主体というのは必要な

んだろうと考えておりますし、また指導監査という観点においても、やはり我々は現場的には都道

府県の施設監査というのは必要だろうと考えています。 

 また、逆に現場的に一番近い町とか市の観点でいいますと、やはり市町村には運営監査という観

点で是非一緒に、共にやってもらう仕組みが必要なのではないかと考えています。 

 設置基準について今ちょっとお話をしてしまったんですけれども、50％ではなくて本当に75％程

度と言った方がいいと思うんですが、やはりきちんとしたナショナルミニマムとしての基準を是非

つくっていただきたいと考えています。逆にそうすることで今回、認定こども園が普及しなかった

一つの理由として述べてしまったんですけれども、あえて全国各地の中できちんとした論点ができ

る仕組みができるのではないかと考えています。 

 地方には、地元の考え方とか、地域性とか、いろいろな問題があると思うんですけれども、それ

を考えますと半分は国でつくって半分は地方でやりなさいよと投げられるのは非常に現場的には大

変な話で、本当に認定こども園のこの法律が成功しているのであれば、正直言って多分たくさん増

えていると思うんです。でも、そうでなかったのは多分こういう観点で考えれば、やはりこの最低

基準のつくり方も、より具体的なところまでいかないといけないんじゃないかと考えています。 
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 もう一つ、最後は研修です。これは本当に我々現場の中でも一番大切に考えているところなので

すが、ここにも書いてありますけれども、質の高い保育者や育ちの保障に向けた国としての基準が

やはり必要であり、そのための適切な施設環境の整備と共に、直接こどもたちを担当する保育者の

質の高い人格と技術の習得の保障というものが絶対必要だと考えています。そういう意味では、是

非本当の意味での研修の法制度化というのは必要ではないかと考えておりますし、また、その研修

の重要性からお金の話はあまりするなとよく言われるんですけれども、研修にしても人材確保とい

う観点から考えても、やはりきちんとした財政措置が必要であり、それがないと認定こども園を今

までやってきていても、それ以上伸びない理由というのは実はかなりそこにあるのではないかと考

えています。そういう観点で、今日はこの４項目を挙げさせていただきました。 

 それからもう一つ、別紙資料で６月４日に子ども・子育て新システム検討会議に当協会として提

出した資料を添附させていただいています。これは、協会というか、認定こども園をいろいろ考え

てみますと、大分前からこの一体化についてはかなり論議してきたつもりです。そういう観点で、

この６月４日に提出しした資料ですけれども、認定こども園の実践から見えてきた課題というのは

かなり重要だと考えていますし、逆に一体化に必要な本当の具体的条件というのもその次のページ

に約11項目あります。そういう中でも、先ほどの職員配置の問題辺りは本当にきちんとやっていた

だきたいと考えておりますし、そういう観点でも是非この11項目をもう一度検討しながらいい制度

にしていただきた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した。菅原委員までとりあえず伺います。どうぞ。 

○菅原委員 全国私立保育園連盟の菅原と申します。幾つか、意見を述べてみたいと思います。 

 最初に基本制度ワーキングチームの方で財源、予算の試算が出されたということについては、今

後議論していく上で非常によい提案だと思います。 

 それから、２つ目は指針の方で教育の在り方、あるいは保育なり養護についてもかなり議論が煮

詰まってきているということについては、今後我々の意見交換の中にもよい意味での影響を与える

のではないか。 

 しかし、こども園（仮称）のところの一体化の議論が進まないと、せっかくのお金の問題ですと

か指針の問題が生かされないのではないかと思いますので、その点を最初に申し上げておきたいと

思います。 

 大きな２点目としては、先ほど山口さんの方から理念という問題が提起されたわけですけれども、

私たちとしては今回のこのこども園（仮称）構想については、すべての子どもに差別とか区別のな

い、世界にまさに誇れる制度をつくることが基本的な目標だったのではないか。あるいは、質につ

いても同じように現状よりも更によい質の高い基準を設けながら進めていく。これはナショナルミ

ニマムにもつながると思いますけれども、そのことも今回の議論の一つの理念の大きな柱だったと

思います。 

 それから、連盟は一貫して主張はしていますけれども、今は、さまざまな事業体、幼稚園、保育

所があるわけですが、そこでの伝統的なものは可能な限り継承発展できるようなシステムにしてほ

しい。それを踏まえた上での一体化構想なり、一体化をつくり出すということを理念的にも大事に
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していく必要があるのではないかと思います。 

 そういう立場から資料としても提出してございますが、こども園（仮称）構想の複数案について

若干意見を述べさせていただきたいと思います。資料２の11ページにも載せてございますが、第１

案については基本的には我々の目指したこども園（仮称）の理念的な立場から考えると、これがベ

ターだというふうな考え方は我々自身も持っています。しかし、現実的にこの案で即進むことがで

きるかというと、この長年の歴史を踏まえるとかなり困難であろう。しかし、最終的にはやはりこ

こを目指すという考え方は持っております。 

 それからもう一つ、第５案についてやはり基本的には現行の幼稚園をそのまま残すという一つの

案になっておりますので、これはこども園（仮称）構想から考えるとどうなのかということで、幼

稚園団体として、いわゆる第１案に持っていくためにはかなり困難が伴うのではないかと思います。

あるいは今、我々が議論している内容からすると、少し問題が残るのではないかと思っております。 

 第３案を肯定しているような内容で提案しておりますが、第３案はよく見てみますと、現行の認

定こども園で実施されている幼保連携型を基本的に越え切れない内容になっているのではないかと

考えます。 

 そういう意味で、かなり現実的な案ですが、第３案をもう少し進め、前進させることができるよ

うな案に変えることはできないか。例えば第２案にありますように、こども園（仮称）のところに

ついてはとにかくできるだけ早く保育所はこども園（仮称）に集約していく。ただ、幼稚園の場合

は文化の違いとして65年間も続いておりますので、そこはある程度時間的な経緯を含めながら進め

ていく。そういう一つの考え方でまとめることができないかと考えております。 

 もう一つ、５つの案に共通して大事にしていただきたい問題として２点挙げてあります。一体化

施設に移行するための財政的インセンティブの問題と、それから指定基準ですね。これを明確にし

ていただきたいということです。 

 それに付け加えるならば、やはり給付についてもどんな場合でも一元化していく方向にしていか

ないと、そのこども園（仮称）構想が崩れるのではないか。もう一つは、指針については現時点で

も幼稚園教育要領と、それから新保育所保育指針が90％以上、一致した内容でつくられている関係

で、これを更に発展させていく必要があるだろう。この辺のところは、５つの案に共通した大切な

一つの共通項として私は制度設計の中で入れていくべきだろうと思います。 

 特に資料２の（２）に書いてありますが、なぜそういうことを主張したかと申しますと、今日の

資料でも配られておりますが、認定こども園が 18 年に発足して、21 年度にこの検討会が開かれて

います。その検討会の結論、方向づけとして資料の４ページ目に出ていますが、具体的には次のよ

うな課題について取組を行うということで、「第１点、財政的支援を今よりも充実させる。２点目、

二重行政の解消。３点目、教育と保育の総合的な提供の推進。４番目、家庭や地域の子育て支援機

能の強化。５点目、質の維持・向上」が挙げられています。今後の議論の基本的な方向性として明

確に報告書として提案されていますので、今回のこども園（仮称）の構想の中にこれを是非生かす

べきではないかと思います。 

 特にこの報告書は幼稚園団体、保育所団体、学識経験者あるいは関係大臣等を含めた構成の中で
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示された方向性であるということで、このことを私は今後の議論の中で特に踏まえながらやってい

く必要があると考えます。そうしますと、第３案をこの方向で更に進んだ内容につくり変えること

はできないかという辺りを、是非具体的な一つの考え方として提示しておきたいと思います。 

 最後に、私は２のところに「「幼保一体化」にあたって「整理・解決」されるべき「４つの基本課

題」」ということで、幼保あるいは保育をめぐっての新しい指針のグループでの前々回の議論なり、

そこで説明された内容に対応してつくった一つの考え方ですので、前回かなり進んだ議論がされて

おりますので、それを含めてこれは述べておきたいと思います。 

 ただ、この「１）「集団教育の時期」の捉え方と発達過程について、２）保育所＝「家庭の代替」

機能ではないという点について、３）未満児と 3 歳以上児との区分の誤り、４）保育所と幼稚園の

質の比較は危険」という４点については今後もかなり重要な課題として引き続き残る課題だと思い

ますので、そういう説明を加えさせていただいてこの説明については省略していきたいと思います。

以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。もう少し御意見をいただきましょうか。 

 それでは山縣委員、渡邊委員、普光院委員、それから佐藤委員、先ほどお願いしましたようにも

し話をかみ合わせる必要がありましたら、順番を少し変えていただくこともあるかもしれません。

では、山縣委員お願いいたします。 

○山縣委員 ありがとうございます。山縣です。書面意見の提出が、私の準備不足と能力不足で昨

夜になってしまい、事前に皆さん方に目を通していただくことができなくて申し訳ありませんでし

た。私の意見は資料２の 19ページから 20ページにかけて提出をしてありますので、ご覧いただけ

たら幸いです。 

 最終回に近くなってきましたので、制度設計のイメージについて私見を述べさせていただきたい

と思います。意見は大きく３点です。制度設計は、どの案を選ぶかによりその内容が変わると思い

ますので、まずその点から始めていきたいと思います。 

 第１点目ですけれども、15年先の子どもの利益を視野に入れた検討をすべきだと思います。文書

で示してありますように、15年先の就学前推計人口は420万くらいではないか。これは人口中位推

計に基づいておりますけれども、そのうち７割が保育所、幼稚園を利用するとしたら 300 万人とい

うことになります。現在の利用は60％弱ですから、さらに10ポイント増を想定して300万人です。

かなり多目の見込みだと思っているんですけれども、これを現在の受け皿、380 万人との関係で見

ますと80万人分が不要ということに残念ながらなってしまいます。 

 内部構成につきましては、資料２の 19ページの図に書いてあるとおりです。５年ごとの保育所、

幼稚園、公民の子どもの数の変化を示しています。 

 女性も働かざるを得ない状況がさらに進むとしたら、80 万人のうち 60 万人くらいが恐らく幼稚

園から消えていく。そのうえで、20万人くらいが恐らく保育所から消えていくというふうに考えら

れます。すなわち、幼稚園は 100 万人の時代を想定しなければならない。公立はさらに半減、既に

半減しているわけですけれども、さらにこれが半減、私学も３分の１弱減というふうな感じになり

ます。 
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 保育所につきましては、民営化も含めると結果として公のみが減少というイメージにとらえられ

ると思います。以前提示させていただいたデータですけれども、人口 5,000 人未満の市町村に幼稚

園がほとんどないということを言いましたが、恐らく１万人でも幼稚園がほとんど消え、３万人未

満でも相当厳しいことになるというふうに推計されるということです。都市部でも、私立幼稚園の

間で激しい競争が起こってしまう。競争原理は否定したいんですけれども、残念ながらやはり経営

のためには競争が結果として起こらざるを得ないと思います。 

 このことを視野に入れますと、15年後に再度考えるという秋田先生の意見もありましたし、小田

先生もそうおっしゃっていましたが、幼児教育の振興が私は危ぶまれるのではないかと思います。

十分な成果の蓄積と公的信頼が私は幼稚園には非常に大きなものがあると思っていますので、この

機に先を見通し、15年後の子どもの利益も視野に入れた改革が必要ではないかと思います。今のイ

メージで語るのではなくて、10 年から 15 年後の状況をイメージして制度設計する必要があると考

えております。 

 第２は、前回まで支持の多かった第３案と第４案についての意見です。今日は若干流れが変わっ

ておりましてどきどきしているんですけれども、何事が起こったのかよくわかっておりません。た

だ、私の中では秋田先生、柏女先生、小田先生と幼児教育、保育福祉分野での私が日頃から尊敬し

ている先生方が、しかも社会的信頼の厚い先生方が第３案、第４案を支持しておられますので、今

後保育学会や子ども家庭福祉学会から追放されるのではないかという怖さがありつつも、あえて先

生方にチャレンジしてみたいと思います。 

 第３案ですけれども、先ほどの御意見と私は基本的に一緒なのですが、現在の認定こども園を独

立した施設として認めるという意味合いになると思います。新たに法定化されたこども園（仮称）

をどこが管轄するのかということを考えると、内閣府ということになるのでしょうか。よくわかり

ませんが、要は財源の一元化は実現したとしても、少なくとも制度は三元化になってしまう。かつ、

就学前保育をすべての子どもに保障しないという形で進んでしまうと思います。 

 先ほど菅原委員の意見にもありましたけれども、今、既に認定こども園制度で三元化への道を歩

んでいるときに、10年後の姿を三元化にする必要があるのかどうか。私は、そういう意味で第３案

には非常に違和感があります。 

 同じく第４案ですけれども、第３案が無理ならば第４案という話もありましたが、これは認定こ

ども園をこども園（仮称）と呼ぶことと、財源の一元化以外には何も大きな変化はないということ

です。しかし、改革を15年後に仮に先送りするならば、私は第３案よりも場合によっては第４案が

いいのではないかと考えます。この間に認定こども園を急速に増やした方がいいということになり

ますけれども、いずれにしましても両案に共通しているのは幼保一体化とは財源の一体化とせいぜ

い名称の統一だということで、幼保一体化のイメージする中身とはかなり違うような気がします。 

 子どもにとっては大きな変化はありませんし、引き続き保護者の状況で子どもの育つ道筋が完全

に異なり、教育保障も一部しかなされないという結果になってしまうのではないかと思います。 

 最後に第３点目ですけれども、本日の直接のテーマである制度設計ですが、第１案もしくは第５

案を前提として私の案のポイントを説明したいと思います。結構、自分なりに資料２の４のところ
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で細かく設計してみたつもりです。 

 提出文書の４の①に示していますように、こども園（仮称）については第１案と第５案は全く同

じというふうになりますので、共通した設計になります。前回は経過措置として第２案を支持と言

いましたけれども、賛同者がほとんどない状況でしたので、これはもう変わった方がいいというこ

とで、事実上、第１案と同一である第５案の方をむしろ中心に考えました。概略は書面に示してあ

るとおりですけれども、ポイントについて４点、話をさせてください。 

 第１は、こども園（仮称）を教育機関としても児童福祉施設としても位置付けているという点で

す。しかも、提供する機能については事業者の選択をある程度可能にしているということです。い

わば、すべてのこども園（仮称）がフルパッケージである必要はないということを意味しています。 

 ２点目は、制度的には３歳以上のすべての子どもにできるだけ教育と、私はあえて保育がどうも

混乱するので社会的養育と今は使っているのですが、社会的養育の双方を提供できる、保障できる

とともに、社会的養育が不要という選択をされる事業者や保護者には、その道が第５案の場合は残

されているという点がいいのではないかと思います。 

 なお、教育が不要と考えられる保護者や事業者は恐らくないのではないかと思いますので、保育

所単体も残す必要はないということになります。 

 ３点目ですけれども、幼稚園から移行される場合には社会的養育に関して、保育所から移行され

る場合には教育に関して制度的支援が必要だと思います。単純には移行できない。弱い部分につい

ての制度的保障をしていく。さらに、地域子育て支援を義務付けることで、合わせた制度的支援と

いうことが必要ではないかということです。 

 最後に４点目ですけれども、第４は給付を基盤給付、基本機能給付、選択機能給付に分けて、子

ども数が少なくなってもできるだけ施設として維持できるような工夫をしたことです。選択機能給

付については、幼保一体化給付と子育て支援給付に分け、これを実施基盤の確保がしやすい構造に

提案しています。詳細は書面をご覧いただけると幸いです。 

 最後になりますけれども、論外とか法制上困難という意見も第５案とか第１案に関してはありま

したけれども、困難と言いつつも第２案が提示されているということは10年間の経過措置期間の努

力により可能ではないかと私は感じています。優秀な事務局と政府の方々が制度上実現できないも

のを案として提示されているとは全く思えませんので、是非とも困難だけれどもチャレンジをいた

だきたいと思っています。この点は信じています。 

 初夢に15年後の子どもの笑顔が出てくることを信じて、年内最後の意見とさせていただきたいと

思います。どうも長い時間取りました。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した。 

 ここでひと区切りさせていただければと思います。今、山縣先生もおっしゃいましたけれども、

前回までと若干、複数案の中で支持する方の声が変わってきているのではないか。前回も取り分け

第３案が多かったというわけでは必ずしもなかったと思いますけれども、第１案、第５案を支持す

るという声が今日は続いております。 

 それに対して当然第３案、第４案を支持するというお声もおありかと思いますので、この後、ど
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うぞお聞かせいただきたいと思うのですが、今、山縣委員は新しい視点からこの問題を考えてくだ

さったように思いました。つまり、15年、20年後の子ども人口の推移から見て、果たして今まで幼

稚園教育が大事にしてくださった、世界に誇ると言っていらした幼児教育を普及させることが15年、

20年後、今のままで果たしてできるのだろうか。そういう疑問の声もありました。この辺りは、学

会から追放されるというおそれをお持ちになりながら小田先生、柏女先生に挑まれたので、どうぞ

場外ではなくここで議論していただければ大変ありがたいと思います。 

 それからもう一つ、これももしできたら私は今日、新しい御提案だったので伺いたいと先ほども

少し申しましたけれども、多様なこども園（仮称）があっていいんじゃないか。第１案の中でも多

様なこども園（仮称）があっていいというのは、これまで第１案は事務方がお書きくださった絵で

はフルパッケージだったのですが、そうではないというお考えなのでしょうか。そこも伺いたいと

思います。 

 それから、３つ目です。これは、香取さんが帰られてから聞こうと思いますが、今、法制上困難

ということは本当にそうなのだろうか。それから、認定こども園がこれまで進まなかったのは二重

行政が原因だという先ほどの点検評価がありましたが、先ほど菅原委員がおっしゃったのは第３案

だと三重行政になるのではないか。この辺りは事務方が御説明いただければと思いますが、お立ち

になってしまったのでお帰りになったらもう一度繰り返すようにいたします。 

 今、私が幾つか項目として整理させていただきましたものに触れることでしたら、先ほどお手を

挙げてくださった中でも結構ですし、法制上のことは後ほど濵谷課長に伺うようにいたします。で

は、無藤委員からどうぞ。 

○無藤座長代理 個人的意見というのでもなくて、委員としての意見には違いないのですが、特に

山縣委員のお話を聞いて具体的な制度設計というところで非常にもっともなことだと思いましたけ

れども、そこでこども園（仮称）の提案ということについては私の聞いた限りでは、どの案にして

もこども園（仮称）と書いてある部分については山縣委員の提案というのは大体適応できることで

はないかと思ったんです。第１案、第５案とおっしゃったけれども、第３案でも第４案でも、要す

るに細かいことは別としてこども園（仮称）と書いてある限りはもっともな趣旨が書いてあると思

いました。 

 それから、厳密に法制上どうなのか、私は素人でわかりませんが、ごく常識的に言ったときに学

校教育法上の教育機関というのは要するに３歳以上の幼児教育というふうに読めば幼稚園だろうと、

保育所だろうと、こども園（仮称）だろうと、やっているという位置付けはそんなに難しいことで

はないでしょうけれども、児童福祉法上の福祉というのは純粋幼稚園といいますか、３歳以上の１

日４時間程度のいわゆる学校教育上の本来の幼稚園の限りでは、それはやはり児童福祉法の福祉機

能を持っているとは言いにくいのではないか。 

 つまり、預かり保育とか、そういうものをやっているのならばそこを福祉に充てるということは

理解できますけれども、そこに純粋幼稚園として残るところが少なからずあるのであればですが、

それはこども園（仮称）という言い方はどの案にしても非常に呼びにくいのではないかという気が

いたします。 
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 そういう意味で、山縣委員の提案というのは、私はむしろすべてのどの案にしてもこども園（仮

称）の設計にむしろ積極的に生かすべき内容かという感想と、多少の意見でございます。 

○大日向座長 山縣委員、今の無藤委員のお答えに関していかがでしょうか。 

○山縣委員 ２点あります。１点目は、こども園（仮称）の中に幼稚園類型を設けてしまうと、私

はそこでは今、先生がおっしゃったように保育は提供しないということになりますし、逆に言うと

もう一つは保育所においては教育を提供しないというか、今、保育所保育指針で言っている教育を

提供するという前提の枠を超えませんので、ここで議論をしてきた、さらに進んだ教育の提供とい

う枠に入りづらいのではないかと思っています。 

 それから、２点目は何とおっしゃいましたか。 

○無藤座長代理 こども園（仮称）は、どの案にしても御提案の設計は当てはまるのではないか。 

○山縣委員 わかりました。福祉機能の件ですけれども、この提案のところに私は書いているので

すが、資料２の20ページの⑤の２つ目の黒ポツの真ん中辺りです。短時間型のものであっても社会

的養育が必要だ。つまり、社会的養育というのは福祉機能を相当イメージしてとらえていますけれ

ども、短時間であっても今の家庭状況を考えたら必要ではないかと考えています。 

 ただ、単独でそこを保障するのは難しいので、子育て支援担当とセットで幼稚園にそういう職員

を配置するという提案になっています。短時間でもあり得ると考えていますし、幼稚園の先生方も

養護をしているというふうにおっしゃっていましたので、その部分をむしろ制度的にきっちり保障

してあげたらどうかと考えています。そういう形で、短時間でもあり得る。 

 それが恐らく法制度上、困難という部分だと思うんです。我々が積極的にそこを応援すればいい

のではないか。幼稚園においてもしっかりとその養護機能を果たしていただけるような仕組みをつ

くるということではないかと思っています。 

 言われた部分の中で２点については、私は若干別の考え方を持っているということになります。

以上です。 

○無藤座長代理 論争してもしようがないんですけれども、おっしゃる最後の点は無理だと思うん

です。つまり、幼稚園に福祉的機能、子育て支援であろうと何であろうと義務付けるということは、

つまり学校教育法上の規定からはみ出ることですから、やはり児童福祉法上の規定を及ぼすべきで

あって、もし児童福祉法上の規定も及ぼすのであれば、それはこども園（仮称）という枠に入れな

ければならないと思うんです。 

○山縣委員 だから入っています。両方の……。 

○無藤座長代理 ですから、こども園（仮称）ではない幼稚園というままで福祉機能を持たせると

いう議論はやはり無理だと思います。 

○山縣委員 それはしていません。それは第５案ということなので、それが難しい事業者とか保護

者については第５案という形でいけば、先生がおっしゃるとおりの形になる。だから、第５案とい

うのはそういう意味合いになっています。 

 第１案というのは、基本的にすべて……。 

○無藤座長代理 でも、第５案でも第３案でも同じでしょう。 
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○山縣委員 違います。 

○無藤座長代理 どこが違うんですか。 

○山縣委員 ２人で議論しても仕方がありませんので、とりあえず私の認識はそこは違うと思って

いますということでとどめさせていただきます。 

○大日向座長 でも、第３案と第５案はどこが違うかというのは大事な点ですので、どうぞ御遠慮

なくおっしゃっていただけますでしょうか。 

 では、佐藤委員、普光院委員、どうぞ。 

○佐藤委員 全国保育協議会の佐藤です。前回の第４回目のときにもこの複数案については意見を

述べたのですが、将来的には第１案というものが本来の幼保一体化の趣旨とは合うとは思うのです

が、その前に示された10年というスパンでは経過措置も含めて難しいのではないかということです。 

 そして、第２案については幼児教育型があったり、保育型があったりしてわかりづらいのではな

いかと思っています。また、先ほど山口委員が言ったような多機能な選択というのはフルパッケー

ジである第１案には書かれていないわけですから、第２案のことをおっしゃっていたような気がし

ます。第２案では例えば幼児教育型のこども園（仮称）、それから保育型のこども園（仮称）という

ものに、一条校であり、児童福祉施設であることを、共に与えるというふうに論点整理の中でも書

かれていますが、その意味でも第２案というのは利用者にとってわかりにくい仕組みだろうという

ふうに申し述べました。 

 それから、第５案については、もともと昨年までしていたような保育制度改革としてもう一度少

子化対策特別部会の検討に戻るということですねという確認を私自身はお話をしたつもりでいます。 

 それから、第４案については、システム法上はこども園（仮称）というものができるとしても、

現実には今の仕組みと何も変わらないので意味がない。 

 第３案についても、積極的に私はこれを進めているわけではなくて、大日向座長の方から言われ

たように財政的なインセンティブだけではなくて質的なインセンティブをこども園（仮称）である

ことであれば可能であるんだということが明らかになり、今まで改善されないまま積み残している

質の向上が図られるような仕組みであれば多分そこには乗っていけるのではないかということを述

べたので、その辺の整理はもう一度していただいた方がいいのかなと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 ごめんなさい。渡邊委員が先でいらっしゃいましたね。先ほどは失礼しました。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。私もこれまで複数案が出されてから、町村サイドでの考え方、

または個人的な考え方を含めていろいろと問題点も語ってきたところでありますけれども、幼保一

体化を進めていく基本的な考え方、それから位置付け、これらを整理してその複数案の何の案を選

定していくべきかということを考えてみました。 

 その中には、やはりこれまでも申し上げたのですが、幼保一体化を進めていくことは少子化の進

行、それから女性の就労機会の拡大や、家庭や地域社会が変容する時代の日本において時代の要請

に合ったものであり、生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児期の教育、それから保育についてす

べての子どもに質の高いものを提供していくという点で重要な位置付けになっているわけです。こ



 14

の理念をやはり大切に考えていく必要があるのではなかろうかと思います。 

 この理念を実現するという意味では、これは今度は私の考え方になるのですけれども、今回示さ

れた案１がその趣旨を一番反映している考え方ではないかと基本的に考えます。これまでの間、議

論の過程で５つの案が示されてきておりますけれども、案１以外の選択肢は幼稚園と保育所で別々

となっている現在の構造が基本的に維持されてしまうという可能性が残されています。ですから、

そういう意味では懸念の残るところではないかと思います。 

 そして、幼保一体化は長期にわたり手をつけられなかった現行の仕組みを大きく変えていこうと

いう基本的な考え方があるわけでありますから、拙速に進めた場合、現場の混乱を招くことにもつ

ながるのではないかということを申し上げ、また、一体化に当たって幼稚園とか保育所がそれぞれ

懸念されることも先ほど申し上げた中で理解はできます。 

 しかしながら、制度移行10年という一つの案を示しているわけでありますけれども、この準備期

間を設けていく中で一体化の道筋も模索して互いにやはり歩み寄る、妥協する点も見出せていくの

ではなかろうかという考え方も持っています。 

 また、先ほど山口委員からも古渡委員からもちょっと指摘されておりましたけれども、第１案に

至る過程として案３ですね。これもすべてではないというふうなことで大日向座長からお話があり

ましたけれども、やはり現行では幼稚園は文部科学省、保育所は厚労省、今の考え方ではこども園

（仮称）を新たに設けられるこども家庭省（仮称）という案が出ているわけでありますが、それを

所管するといった場合、今でも二重行政ということでいろいろと言われているわけでありますから、

それに上乗せされて三重行政になるおそれがあるのではなかろうかと思います。そうしますと、基

本的に幼保一体の目的に沿わない体制になるのではないかと考えます。 

 案１に向けて幼保一体化が実現されることがそういう意味で大前提であると考えますが、しかし、

案３が選択肢となる場合にもやはりあるべき姿はどう考えても案１が適切ではないか。そちらへ動

いていく動機付けをセットとして考えていく必要性があるのではなかろうかと考えます。 

 それから、ちょっと政府に申し上げるようなことで大変恐縮ですけれども、やはり実現に当たっ

ては相当の困難が予想されることは十分あります。今、議論でもいろいろな現場の声があるわけで

ありますので、これには関係者の努力と共に国が明確な理念の下で確固たる意志を持ってリーダー

シップを発揮して推進していく必要性が最後にはあるのではなかろうかと、我々自治体関係者の地

方の立場で考えます。 

 さりとて、幼稚園側からも過去において権力行政だなどと言われて一方的にするというわけでは

ないんでしょうけれども、その辺のことはお互いに考えていく必要があると思います。それであり

ながら、この幼保一体の複数案の選択によってサービス類型、給付の一体性、これらが皆くっつい

てくるわけでありますので、その辺は大変かもわかりませんけれども、よくよく皆さんが考えてい

ただきながら対応する必要があるのではなかろうか。基本的にはそれぞれの複数案でいろいろな位

置付けで、また考え方もあろうかと思うんですけれども、やはり私は原理原則というわけではない

ですが、１案をもってやはりきちんと考えていくべきではないか。前にも申し上げてきたのですが、

そう思います。 
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○大日向座長 ありがとうございました。普光院委員、お願いいたします。 

○普光院委員 私も理想ということを考えれば１案なのだろうと思いますし、この新システムを検

討することになったときから皆さんこの形を考えてこられたと思うのですがしかし、例えば案の１

でも多様な在り方があり得るのではないかというお話がありました。 

 多様な在り方というのは具体的にどういうことなのか。やはり国民の税金なり何らかの公的な資

金をその事業に流してそこで行うわけですから、そのときには基準であるとか、ルールであるとか、

理念に基づいた基準、ルールによって運営するのであろうし、理念に基づいた基準、ルールに沿っ

て給付の額というのも決められてきたり、給付のやり方というのも決められてきたりすると思うん

です。 

 そういう具体的なものを全く考えなければ、多様な在り方というのはありだよねと言われると、

それはありですよね。幼稚園っぽいものとか、保育所っぽいものとかと言われれば、それはありで

しょうと思うのですが、では具体的にどういう制度になるのかというと、今まで皆さんがされてき

た議論がまさにそれについてであったと思うのです。 

 例えば、私から見れば、幼稚園が大事にされてこられた私学の独自性というものが、保育所の分

け隔てなく受け入れていく児童福祉の精神とは真っ向から反対のものになってしまっているという

ようなこともありますし、そういった相入れない部分があったから５つの案が出てきたんだろうと

思います。 

 ここで、第１案の多様な在り方でいいよねということであやふやにされるということは、結局そ

れで最終的に事務方がいろいろな制度をつくっていくときにいろいろな妥協の産物になっていく。

例えば、私が以前にちょっと批判させていただきました認定こども園の地方裁量型といったような

もの、別に裁量型の事業をやっている方々でも本当に努力されていていい保育をやっている方々は

たくさんいらっしゃると思うんですけれども、でも補助金が一銭も出ないような制度が現実に存在

し、それを国民に対して全部認定こども園ですよという一つの看板をかけてしまっているわけです

ね。そういう一種の利用者から見れば区別がつかないけれども、実は内実がすごく違うというよう

なことだけはやめていただきたい。やはりその辺の理念、基準、規定に基づいた具体的な制度の構

築に当たっては、検討の段階から、現実的に物事を考えていく必要があるだろうと思っています。 

 それから、第３案では現状と変わらないのではないかというようなことが言われましたけれども、

私は根本的にこの新システムというのは幼稚園にとっても保育園にとってもかなり抜本的に変わっ

てしまうことだと感じています。それは、まだ基本制度の方の議論が煮詰まっていないようですの

で何とも言い難いところではあるんですけれども、実際には認定こども園も幼稚園も保育園も幼保

一体給付（仮称）というものの中で運営されるわけですね。 

 その幼保一体給付（仮称）が、当初は介護保険に模したシステムのように案の中では書かれてい

ました。介護保険というのは、完全に利用に応じた負担額になり、しかも利用者補助という形でお

金がいく。例えば、保育所では今まで最低基準、ナショナルミニマムがあって、ナショナルミニマ

ムで換算した運営費が運営補助という形でお金がいっていたわけですけれども、介護保険システム

になってしまいますと利用者にお金を出している。それを施設が代理受領している。その関係の中
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には、ちゃんとした最低基準をリンクさせる道筋がないわけです。また、そういった利用者補助で

利用者の支払った利用料として入ってくるお金は「売上げ」ということになって、いかようにでも

処分ができるというふうに考えることもできる。 

 ですから、先ほど子どものために、あるいは人件費確保のためにも会計ルールが必要だというよ

うな御意見もあったかと思うのですが、実際にそういうことがちゃんとできるのかどうか。そうい

ったことを含めて私は議論していってほしいと思うのです。漠然とした理念ならば今までも幾らで

もきれいごとがあったと思うんです。そういうものではない、ちゃんとした内実を伴ったものであ

れば私は第１案でもいいですけれども、今までの議論では無理だなと思ったので第１案には賛成し

難いし、５つの案のどれにも賛成し難いという状況になっております。 

○大日向座長 ちょっとよろしいでしょうか。１案というのは、私は先ほどまで事務方がお出しく

ださったフルパッケージというものを想定していたんです。それで、そうでなくて多様なこども園

（仮称）があっていいという御提案を今日初めて伺ったので、私自身の中でまだ整理の途中ですの

でよくわからないのですが、ただ、私が伺った限り、今、普光院委員がおっしゃったように多様に

なった幼稚園型、保育園型というものではない多様なというものをおっしゃっているのかなという

イメージがあったのですが、もう少しその辺りは言葉を足していただくことが可能でしたらお教え

いただきたいと思います。 

 それでは、古渡委員お願いいたします。 

○古渡委員 すごく大切なことだと思っていまして、我々認定こども園をやっていて一番大事にし

ているのは、すべての施設で子育て支援というものを絶対重要視しているということだと思うんで

す。 

 確かに幼稚園機能と保育所機能というのは両方合わせれば幼保連携型のフルパッケージという言

葉はあると思うんですけれども、先ほど私が言った４分の３というのは正直言って確かに今の形だ

と思うんです。でも、実際にこども園（仮称）の本当の使命というものが今、普光院さんが言って

いるように、やはり子どもたちのためにしっかりできるシステムであってほしいという観点で考え

れば、かなり子育て支援をどういうふうに、どの形になろうがきちんと明文化された中で皆でやり

ましょうよというのが多分一番正解の一つかなとは思っています。 

 確かに幼稚園機能と保育所機能というのは従来、私もそう思うんですけれども、一番大事なのは

この３つ目の子育て支援というのがかなりきちんとしたシステムで動かしてもらえるような体制づ

くりが必要なのではないかと思っています。以上です。 

○大日向座長 では、小田委員お願いいたします。 

○小田委員 あまり早く発言するのはしのびないんですけれども、何か挑まれているような、挑ま

れていないようなことですが、山縣先生、普光院先生の話にほぼ賛成の面があるんですけれども、

基本的に私は第１案をフルパッケージにしてしまうということの危険性というのは何回もここで言

ってきたとおりで、フルパッケージにしてしまってそこにさっき多様という言葉を使われましたけ

れども、フルパッケージが多様になるはずがなくて、見えなくなることがある。フルパッケージに

すればするほど見えなくなることがある。 
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 だから、それは困るという言い方で、この幼保一体化に関しては私は大賛成で今、幼保一体化を

議論しなければ幼稚園や保育所が今、持っているよさをもう一度きちんと見つめ直さなければなら

ないための一つの大きな改革の議論にならない。その議論になっていることは非常にいいと思いま

す。 

 そのときに絶対にやってはならないことは、これは山縣先生も御存じでおっしゃったとおりです

が、学校教育法ということは絶対に曲げられない。学校教育はすべての子どもに必要なもので、児

童福祉も絶対にすべての子どもが必要なものです。しかし、必要なものであるけれども、学校教育

法と児童福祉法が持っている次元というか、持っている内容がちょっと違うんですね。その２つを

一緒にしてしまってフルパッケージの中に入れてしまうと、児童福祉法が持っているよさが見えな

くなってしまう。それから、学校教育法が持っているよさも見えなくなってしまう。お互いが一緒

になって見えなくなった場で両方がうごめいているように見えるけれども、絶対にこれをやっては

ならないと思うんです。 

 私たちが今ここで目指しているのは質の担保、そして子ども一人ひとりに迷惑をかけない。そし

て、各家庭の人たちが本当に自由に選択できることだというふうに考えていくときに、何となく幼

保一体化が一元化になってしまって、幼保が一つになるということばかりを考えてしまう。形の上

で話をされているけれども、形ではなくてそれをやってしまうと見えなくなるということを申し上

げているわけです。 

 それで、そこには一体化という中に生きなければならない法律をきちんと位置付けましょう。位

置付けていって、それを生かすということがどうなのかというときに、第３案がそれなりに見えや

すい。それで、その見えやすいものが将来的に約 20 年から25 年のインセンティブがかかると思う

んです。 

 そのインセンティブを整理されたときに、両方が生かされた形の一体化というこども園（仮称）

そのものが見えるかもしれないけれども、先にそれをつくっておいてそこへ追い込んでしまったら

すべてが見えなくなってしまって、今まで学校教育法や児童福祉法が持っているよさはつぶされて

しまう。そして、何かあいまいなもので「こども園（仮称）というものになりました」と言われて

しまうということですね。これは非常に危険なことなんです。 

 ここでやらなければいけない具体化というのは、絶対によい質の高い保育、教育を提供すること。

そして、子どもに迷惑をかけないこと。保護者の方に迷惑をかけなくて本当に選択ができることを

すべきだ。 

 それから、もう一つ言えるのは、あまりよくないことかもしれませんけれども、過去にニュージ

ーランドやイギリスを含めて一体化したことがあるんです。でも、今は分かれているんです。やは

り必要なんです。さっき言ったように、園が必要だということを言っているわけではないです。児

童福祉法と学校教育法を一体化してやってしまうことによって見えなくなってしまって、本当に児

童福祉を受けなければならない子どものところに行かなかったり、教育という部分のところが見え

なくなってしまったりということなので、やはり教育、児童福祉というのはきちんと位置付けてお

かないと子どもたちが輝かないということなので、今は分かれてしまっているという形が典型的な
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今の例になっています。 

 私は、あまり外国をここへ写し取ってきて持ってこいというふうには思っていません。だけど、

やはり私たちが長い間、山縣先生が少しだけ私を研究者として認めてくださったのでうれしくは思

いますが、幼児期の教育をずっと 30 年、40 年やってきた人間が、保育所と幼稚園という形の中の

実態を倉橋先生を始めとしてずっと積み上げてきたときに、両方が必要だからこそここまできてい

るわけですね。 

 そこまできているけれども、一体化を言わざるを得ないことになっているのはやはり給付の問題

や、まだ法整備の問題が少し出てきている。その辺りの普光院委員がおっしゃる部分をきちんと明

確にすれば、明快な一体化というのが見えてくる。それと同時に、今の質の高いそのものがお互い

が向き合えるようなものがあって子どもたちに迷惑をかけないという意味から言えば、私はまず第

３案をきっちりと見ながら、そして 20 年、30 年後に本当にこども園（仮称）というものができ上

がってくるのかどうか。 

 まずこども園（仮称）ありきでやってしまうと、全く見えなくなってくるときにだれが責任を取

るんですか。私たちは、諸先輩から引き受けてきた福祉、教育という形をずっと積み上げてきたん

です。その積み上げてきたものを格好よく一体化という形で一つのものにしてしまう。言い過ぎか

もしれませんし、大変失礼なことを言っているかもしれませんけれども、第１案というのは非常に

理想的に見えてしまうが、何もかもがその中に入ってしまって見えなくなる。その責任を取れるの

だろうかと思うんです。 

 やはりそれはきちんと位置付けながらやっていくという意味で、決して山縣先生に対抗している

わけではなくて、山縣先生のおっしゃっている部分も９割は私は納得ができているわけです。その

意味で言えば、第３案というものをまず位置付けて、こども園（仮称）というものをどこかにもう

一回位置付け直すという一つの時限的なものを置かないと、今この第１案の議論をしてしまうと先

にこども園（仮称）ありきになってしまうんです。これになってしまうとすべてが見えなくなって

くるという点について、私は大変心配をしているということです。 

 あまり研究者らしくなくて感情論的な言い方をしたので山縣さんに何を言われるかと思うけれど

も、また抵抗してみてください。 

○大日向座長 ありがとうございます。山縣先生、抵抗されますか。何かおっしゃいますか。議論

が核心に入ってきました。どうぞ、ほかの方も御遠慮なく。 

○山縣委員 では、一言だけいいですか。１分で終わります。 

 ほかの委員が言われたことと全く一緒なんですけれども、私は第３案は三元化論だからよくない

というふうに思っています。それだけです。 

○大日向座長 では、柏女委員、大橋委員、そして佐久間委員、どうぞお願いいたします。 

○柏女委員 ありがとうございます。私も第３案が妥当だと思って、今でも思っています。今、山

縣先生が第３案は三元化案というふうにおっしゃいましたけれども、私はそうは思っていません。

一元化にいくだろうと思っています。それはインセンティブの働かせ方ということになると思いま

すが、それが出ていない。どういう案にするのかということが出ていない段階で第１案、第３案と
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いうのを性急に決めていくということは現実的ではないと思っています。 

 それから、私が一番大事に思っている論点は、前回のワーキングチームの第４回で出した福祉的

な視点がこども園（仮称）において担保されるか否かということであって、それは基本制度ワーキ

ングチームでもお話をさせていただきました。これが、結論が出ていない、案が示されていない段

階において、私は第１案でいくのは危険だと思っています。それが出てから、こども園（仮称）の

認可の基準はどうするのかということが出てから私は判断したい。それまでは、第３案で３つが残

る可能性がある。基本的には一元化にしていくというふうに思いますけれども、その余地を残して

おかなければ危険だと思います。 

 それで、10年後に移っていく際に本当にしっかりと、例えば入所の応諾義務ですとか、付加的な

費用徴収をしないとか、あるいは虐待を受けたこども達を優先的に受けるとか、こうしたことが本

当にすぐに利用者の方にまでわかるのかどうか。そこが確実に本当にわかるということがわかって、

そして利用者も対応できるし、行政も対応できる。それが確実でない限りは、人柱ができてしまう

可能性があるわけです。つまり、こども達が命を失ってしまう、そんなことは絶対にしてはいけな

いと思っています。 

 そうだとするならば、第３案から始めて、そして第１案に近づいていく。そして、ほぼ近づくだ

ろうというふうに思っていますので、子どもの分野においてはそういう進め方が妥当ではないか。

犠牲を出さない進め方が妥当ではないかと思っています。この辺は、普光院委員の意見と同様です。

以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。山口委員、今に関連したことですか。 

 では、大橋委員はお待ちいただいてよろしいですか。山口委員、お願いいたします。 

○山口委員 初期に事務局方に、このインセンティブの中身は一体何ですかという質問を私はさせ

ていただいたのですけれども、そのときの御回答が、例えば教室をつくるための補助金を出すであ

るとか、幼稚園側にとっては給食室をつくる補助金を出すであるとか、そういった御回答をいただ

いたわけですが、そういったものでは私はインセンティブになり得ないと思っております。 

 そういった事務局の御回答を前提に、この第３案では融合していくことはないだろうというふう

に私は判断しましたので、おっしゃるとおりこれから更に議論が深まっていくのであれば、またそ

のインセンティブの中身がしっかりとするのであれば３案も可能であるかなというふうには思いま

すが、今のところそうはどうも思えないということでございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

○無藤座長代理 インセンティブのことは、事務方は何せこの議論を受けなければいけないので答

えられないと思うんですけれども、本当は副大臣がここでおっしゃって明確に約束すればいいんで

しょうが、当然、制度部会の方で出た費用見積もりがありますね、あれは量的な拡大の範囲で、質

的ということはそれに上積みが、幾らかは知りませんけれども、とにかくしなければいけないわけ

ですね。 

 ですから、このワーキングチームなり、他のワーキングチームで出た、これは質的にやりましょ

うとなったときに、事務局としては 1,000 億だか、わかりませんが、かかる。そういうことで具体
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的に踏み込むだろうと私は予想しておりますけれども、今のところ内閣としてなのでしょうか、例

えば 5,000 億くださいと言われても、ちょっと返答のしようがないということではないかと想像し

ていますというか、つぶやかれていますと言いますか、そんな気がいたします。 

○大日向座長 お待たせいたしました、大橋委員どうぞ。 

○大橋委員 全国国公立幼稚園長会の副会長の大橋です。よろしくお願いいたします。 

 今のこども園（仮称）の創設については、国公幼の方はまだ意見は留保しているということで、

第何案ということはここで示さないということを５ページの資料の意見書の中に書かせていただき

ました。 

 小田先生は 30 年幼児教育を研究されてきたと今お話をされたんですが、私は学校を卒業して 34

年、現場で毎日子どもたちと関わっております。国公幼の代表として、園長として園を司って子ど

もの教育を行っているのですが、この資料の中にもこのような形で「１．設置主体」からこのよう

に資料を添付しております。やはり、設置主体でしたら公共性が高い国、地方、教育団体というふ

うに学校教育の第１条に規定されているとおり、学校教育法に位置づけて子どもの最良の保育につ

ながるようにと思っております。 

 私は幼稚園関係で仕事をしてきているんですが、保育所の方も保育所保育指針というのを幼稚園

教育要領に準じて先生たちもそのカリキュラムに沿って保育しております。やっとここでお互いに

子どもたちの健やかな成長のために就学前の教育をやっていこうということでスタートして何年か

たってきております。保育所の方も、学校の方に指導要録を提出するようになり本当に幼稚園、そ

れから保育所の垣根を少しずつ取り除いて就学前の子どもたちの教育を充実しようというところで、

今このような一体化ということが出てきております。ですので、幼稚園も保育所もすごく戸惑って

いるところだと思うんです。 

 どうして教育、教育ということで、先ほどから幼稚園は教育ばかりというふうにお話が出ていま

すが、私はずっと子どもの幼児教育を司ってきました。本当に幼児が２年間、３年間の中で、幼児

期を幼児らしく過ごさせるためのことを考えてきました。幼稚園教育要領の中では「適当な環境」

というところがあるんですが、幼児はまだ幼いですので一人ひとりが違っているわけです。 

 その違っている子どもたちが集団の中で先生と関わり、お友達と関わりながら、２年間の中で自

分というもの、内なる自分を育てていく。教え込むということではなく、主体的に環境に関わって

子どもたちが自分自身、自分はこうあっていいんだ、自分のよさはこうなんだということを２年間、

３年間の中で培っていくことがとても大事だと感じております。 

 幼児期に本当に子どもたちが経験できないことを日々努力しながら現場で子どもたちと関わって

きました。今日のニュースとか新聞にも載っていましたが、子どもたちの体がこの何十年間で随分

変わってきております。それを園の中で研究しています。昔は６歳、小学校に入るまでに子どもた

ちの体はそんなに硬くなかったんですね。それが今は、３歳ぐらいで子どもの体がとても硬くなっ

てきております。体が硬いということは、骨折とかけがをしやすいんですね。それで、右と左のバ

ランスが悪い。そのためにはどうしたらいいのか。園の中で読み聞かせをする前に少しストレッチ

をしたりしていますが、子どもの体の変化だとか、それからいろいろな心の変化ということを周り
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の大人が気づいて小学校、それから中学、将来社会人となる子どもたちをどう育てていったらいい

か、やはり３歳、４歳、５歳の集団教育はとても大事かと思います。 

 その教育をしていくためには、やはり公共性の高い国が主体になって、子どもたちをどのように

教育したらいいかということを考えていただきたいと思います。現場で何十年もやってきました。

今、保育所の先生たちも時間のないところで研修しております。本当に小学校に上がるまでの子ど

もたちの教育をどのようにしたらいいかということを現場の先生たち、それから園長たちは考えて

おります。 

 国公立幼稚園長会の意見書として５ページ、それから７ページ、この辺に書いておりますのでよ

く読んでいただきたいと思っております。設置主体、それから認可、評価と、このように書いてお

ります。意見書のとおり幼児教育、保育の質の維持・向上を本当に制度として構築されるようにお

願いしたいと思います。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す。 

 まだ御意見を伺っていない方にはこの後、伺いたいと思うんですけれども、今、大橋委員、それ

から先ほど小田委員がおっしゃったことに私の少し疑問点と言いますか、考えなども少し述べさせ

ていただければと思います。 

 私は、発達心理学が専門です。子どもの発達を考えたときに、養護と教育というのは不可分なも

のだろうといつも考えているんですね。それは、子どもの年齢に限らず、ゼロ歳であっても、１歳

であっても、３歳であっても、４歳であっても、５歳であっても、養護と教育が不可分だと考えて

います。 

 と申しますのは、発達心理学で考える養護というのは、決して保育所がやっていらっしゃったと

言われているようなお昼寝をさせるとか、食事の介護とか、身の回りの世話ももちろん大事ですが、

それだけではなくてもっと根本は子どもに愛情を持って気にかけてあげる、見守ってあげる。まだ

本当に弱々しくて十分生きていけない子どもたちを愛情を持って保護する、養護するということ。 

 これは大人にとって必要なものと思うんですけれども、取り分けゼロから６歳の子どもにとって

の必要性は大きく、そこに私は福祉というものがあると思うんですね。福祉的観点をベースに置く

ことは、年齢に限らず必要です。それを基にして今、大橋委員がおっしゃったような、子どもが自

分の未来を、主体性を見つけていく教育というのが入ってくると考えます。従ってゼロから３まで

は養護で、教育は３、４、５でいいですよというふうには、発達心理学から考えると分けられない

という立場でいつも子どもたちを見ています。 

 最初に山口委員が、この議論の原点が見えなくなったとおっしゃって非常に胸が痛くなったんで

すが、これはそもそも民主党政権になられてからチルドレンファーストですね。子どもを第一に考

える。子ども中心に置くということは、すべての子どもに愛情を持って見守ってあげるということ

だと思います。だからどうぞ安心して生きていってください。その上で、あなたらしく自分の未来

を、主体性を持って築いていきましょうということだと思うんですね。 

 それが今、仮に幼稚園、保育所と分かれているのは大人の都合です。この議論の原点はチルドレ

ンファースト、子どもがセンターですね。そこに議論を置いていくと、私は座長ですし、どの案が
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いいとかということは差し控えたいと思いますけれども、議論は原点、そこに戻ることが大切だと

考えています。制度設計に関しては何回か前に村木統括官が、非常に技術的な問題があるので事務

方が御一緒に相談に乗るというようなことをおっしゃっていただいたと思うんですけれども、チル

ドレンファーストということを考えたときに、本当に今、必要だった養護をベースとした子どもの

教育というものをゼロから６歳のすべての子どもに保障することだと思います。そしてそれは幼稚

園に行っていない子ども、保育所に行っていない子どもも含めて、すべての子どもに保障するとい

うのがこの幼保一体化の民主党が出してくださったそもそもの議論の原点に立つことができたので

はないかと思います。 

 それで、あえて先ほど１案で「多様な」ということをとても新鮮に思って何度も伺ってしまった

のは、普光院委員がおっしゃったように、幼稚園型、保育所型には分けられないと考えるからです。

今、申し上げたように養護と保育をどの年齢の子どもにもベーシックに提供し保障するとなると、

それを４時間でやるのか、６時間でやるのか、８時間でやるのかという形で議論をすればいいこと

ではないでしょうか。私たちは本質をもっと議論してみたら冒頭に山口委員がおっしゃったような

ことで心を一つにできるのではないかと思って提案をさせていただきました。 

 申し訳ありません、座長としてはこれ以上お話ししない方がよろしいですね。 

 今、清原委員が御到着くださいました、その前に、佐久間委員がお手を挙げていらして、それか

ら金山委員、中島委員、入谷委員、それからどうぞ、まだ残っている方は順に御発言ください。で

は、佐久間委員お願いいたします。 

○佐久間委員 ありがとうございます。ベネッセスタイルケアの佐久間と申します。 

 今、大日向座長の言われたことも非常に心に染み入ることであり、それを受け止めながら発言を

しなければと思いますが、これまでなかなか一株式会社の立場で、歴史のある保育所、そして幼稚

園の団体の皆様に対してどこまで自分たちのことが言えるのかというのは私自身もすごく苦慮して

おりまたが、株式会社も子どもたちのためによりよい保育を考えてやってきていることを認めてい

ただきたいということと、そのためにもどの法人類型であっても補助金はイコールフットにしてい

ただきたいということは伝え続けたいと思います。 

 その議論とは別にワーキングチームの目的は何だったんだろうかということを自分なりに考えま

した。これだけではないとは思いますが、今、本当に首都圏では待機児童の問題というのが深刻化

しています。今日も私どもの認可外の保育所で入園受付を開始したのですが、朝７時ぐらいからず

っと電話が鳴っている状況です。先日ニュースにもなっていましたが、横浜にある認可外園は夜中

から入園希望者が並んでいる状態だとも言われていており、認可外園でもこんな状態です。 

昨年は、保育制度改革ということで行なっていた少子化対策部会での議論は非常に目的がわかり

やすく、今後、少子化になっていく。でも、それを食い止めていかなければいけない。そして、働

き手が少なくなる。だから、女性もどんどんもっと社会進出をしていかなければいけない。そのた

めにも、ゼロ歳からもしくは１歳からお預かりできる保育所という枠組みがもっとできていかない

と、日本は苦しくなっていく、それを食い止めるために何をしていけばよいかところを考えてきた

ように思います。 
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今年に入って幼保一体化がテーマになりましたが、今、困っているのはゼロ歳から２歳の受入れ

先が非常に少なくなっていることです。その受け入れをしているのが認可外園です。私どもも認可

外園は運営しておりますので、認可外園の質が悪いとは言いませんし、一生懸命やっています。し

かし、入ってくるお金（補助金）が違っており、配置が違ったりするのは致し方ない状況です。 

すべての子どもに同じようにというのであれば、このゼロ歳から２歳までの必要とされている人

たちにとって、早く保育所をつくっていけるようにして欲しいと思います。 

そう考えたときに、幼稚園も保育園もすべてがこども園（仮称）になっていって、フルパッケー

ジ化になり、すべてのこども園（仮称）がゼロ歳から就学前までの保育ができるようになると作る

数はもっと少なくて済むのではないかと思います。 

そのために、幼稚園も入っていくということは、恐らく解決は早いと思います。首都圏ではない

地方に行くとまた違う問題があるから、そこはゼロ歳からではなくても、こども園（仮称）として

また違う形の運営があってもいいと思うので、いろいろな形があってもいいのではないかと思いま

した。 

先ほど無藤先生が言われたように、幼稚園は教育、学校教育法であり、４時間というのは児童福

祉法には当てはまらないということがあるのであれば、4 時間の保育を選ぶ保護者の選択があって

もいいと思いますので、幼稚園型は残るのかもしれないと思います。いずれにしても今のこの問題

を解決するためにこの議論をしていかなければならないと思います。 

また、質の問題は形がどうであれやっていかなければいけないと思っていて、保育所保育指針が

改定されたのも、教育的なところをしっかり保育所もやっていきなさいというメッセージもあった

とも思いますし、就学前に向けて、幼稚園も保育所も一緒になって質をあげていかなければならな

いと思います。 

これだけの人たちが集まって制度改革をしようというからには、もっと解決しなければいけない

問題について考えるべきであると思います。今おかれている待機児童の問題は、少子化になってい

く日本の中では非常に重要な問題かと思います。 

○大日向座長 ありがとうございました。中島委員、どうぞお願いいたします。 

○中島委員 ありがとうございます。私も今日はペーパーを出しておりますので、詳しくはペーパ

ーの方を後ほどお読み取りいただきたいんですが、大きくは３つ提案をさせていただいて議論に参

加をしたいと思います。 

 私もこの間の議論は大変行きつ戻りつしつつも、でもやはり皆が一堂に会しているからこそでき

る議論をしているなと思っていたんですけれども、目的の再確認というのを多分今日このタイミン

グでしておく必要があると思いましてペーパーにも書いてございます。やはりすべての子どもとい

うところと、それから待機児童問題、これが目の前にある私たちが何とか解決をしなければならな

い大きな課題なのかなということを前提にしてお話をしたいと思います。 

 まず１つは、福祉的機能と、それから利用保障のための必須条件、これはベースに置かざるを得

ないだろうと思っておりまして、これをベースにより実現可能性が高い形で具体的に一刻も早く踏

み出すためにどうしたらいいかというふうに私は考えております。 
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 では、こども園（仮称）の設計に当たってどういう考え方がいいのかということです。これもい

ろいろな意見はありますけれども、かなり絞られてきたなという印象を私は持っております。必須

の条件というのをだんだん外していったり、例えば学校教育法における幼児教育の問題と、ではそ

れがいわゆる福祉機能と共存できるかということとか、現実的に考えていきますとやはり上手に現

実的に住み分けると言いますか、共存をしていくということがとても大事ではないかと思っており

ます。 

 その意味で、ちょっと私は聞いていて、もしかしたら私も含めてなんですが、まだ提案されてい

るそれぞれの案をベースにこども園（仮称）に対するイメージが一致していないところがあるのか

なというふうに感じました。それで、私の再確認の意味なんですけれども、ちょっと言ってみたい

と思います。 

 まず、今回出していただいている案では、３歳未満児の受入れは義務付けておりませんね。そこ

から考えますと、フルパッケージという一つの規格ではなくて、こども園（仮称）と言ってもゼロ

～２歳があったり、３～５歳があったり、あるいはフルパッケージのゼロ～５歳があったり、ほか

のパターンももしかしたらあるかもしれませんけれども、子どもを親の事情とか、障害があるとか、

そういうことで切り分けることはできませんが、年齢で区切るということはできるわけですね。そ

このイメージが合っているのかなと、ちょっと思いながら聞いていました。 

それともう一つは、例えば幼稚園さんもこども園（仮称）に移行していこうというふうに選択を

する幼稚園さんもあれば、やはりここは幼児教育ということにこだわっていきたいというふうに選

択されることもあると思います。保育所も、また同じだと思います。 

そうやって考えますと、私は逆に何がかみ合っていないのかがよくわからないと思うところがご

ざいまして、あえて話を具体的にイメージする意味で、では例えばこの５案の中でどれがいいかと

言われますと、前回、第３案か第５案はどうですかというふうに私は一つの事例として申し上げた

んですけれども、なかなか第５案はいいんじゃないかと改めて思っております。私が支持したと言

って山縣先生の評判が悪くなると申し訳ないんですけれども、多分そういうことはないと思います。 

非常に第５案というのは合理的かつ現実的だし、お互いのよさを引っ張り合わないというところ

があると思っております。恐らく、第３案も突き詰めると第５案にいくのかなと思っていて、今、

第１案を理想的な形で追い駆けるのは逆に実現可能性を非常に低めてしまう気がいたしまして、か

なり現実的な意見で恐縮ですが、少し踏み出してもいいんじゃないかと思っています。 

それから、もう時間がないので、最後にこども園（仮称）の具体的な制度設計のところについて

２、３発言をさせていただいて終わりにしたいと思いますが、多分、今日はここまでいかないかな

と思いつつ書きましたが、「設置主体について」、それから「設置認可・指導監督等の主体について」

ということで、ここも普光院先生などは何度もおっしゃっていますけれども、やはり最低限のナシ

ョナルミニマム、そして利用保障、ここは担保をするという意味も含めて、できるだけ実施責任に

近いところに設置主体、あるいは設置認可の主体も置くべきではないかと思います。 

ただ、すべてがすべて、すぐにそういうふうにできるとはもちろん思っておりませんので、基本

的には少なくともと言っておくのが一番いいと思うんですけれども、中核市、政令市以上は少なく
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とも一致をさせて広域的に調整をしつつ、支援が必要なものは都道府県がということが現実的では

ないかと思います。 

また、教育委員会単体でということにはならないと思いますので、やはり責任主体は首長部局で

やっていただくというのが適当ではないかと思っております。 

最後に、設置基準については現行の設置基準、特に職員配置基準など、非常に古くからの基準が

そのまま放置されておりまして、現場では自治体がかなり職員配置基準については単独に持ち出し

で上乗せをしていただいているところが多いと思いますけれども、最後の方に本当に事例で書いて

おきましたが、今の国の基準ですと保育所はゼロ歳が３対１、１歳が６対１、２歳が６対１、３歳

が20対１ということで、これでは災害等緊急時にとても子どもを安全に連れ出すこともできないし、

三つ子や六つ子を１人で育てる人はまずいないと思いますので、その意味でもこういうところはむ

しろ現実的に改善を図っていく機会にしていただけたらいいなというふうに思います。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。金山委員、入谷委員、中澤委員代理、そして最後に清原委

員の順で多分６時になってしまうかもしれません。では、金山委員お願いいたします。 

○金山委員 マミーズ・ネットの金山と申します。保護者の立場からお話させてください。 

 いろいろお話をお聞きしていまして、私の認識がちょっと違うのかなと不安になったことがござ

います。ここは幼保一体化を考えるためのワーキングチームですので、一体化していくための手段

として複数案が今いろいろ出ていて、その複数案のどれがいいかを選ぶとか、複数案のどれかに着

地するという意味ではなく、複数案をいろいろ検討していくことで一体化に移行するための手段を

探っているというふうに考えてよいでしょうか。 

 第１回目のこの会議のときに私の地元では幼稚園と保育所の区別があまりよくわからない、どこ

が違うのかというふうにおっしゃる保護者の方が多いという話をしました。 

 もう少し詳しくお話しさせていただきますと、地方では幼稚園の保育所化や、保育所の幼稚園化

が進んでいるために、あまり区別がないんだということがこの会議に出ていてわかりました。園児

が少なくなってきていることもあり、園バスの送迎、給食、延長保育はどこの幼稚園、保育所も当

たり前に行っています。それがないと、園児が集まらないからだと思います。 

 また、前回の会議でお話に出てきました満３歳児の受入れや預かり保育は、最近になって制度が

きちんと整ってきて公に認められていますが、私が昭和61年に現場に出たときから地方の幼稚園で

は地域の実情や家庭の事情に対応する形で徐々に行われてきていました。だから、当たり前のこと

だと思っていたんですね。要は、子どもの育ちや保護者の方の子育ての実態を反映するように、地

方の現場というのは随分変わってきていて、そこに何か後付けで制度がきていたような気がいたし

ます。 

 でも、制度が整っていない中で、幼稚園、保育所の自助努力で行われてきている取組というのは、

不都合や不自然さがありまして、現場の先生方や子どもたちにいろいろな面で負担がかかっている

現状も否めないと思います。 

 本当に子どもにとってよい保育とは何かを現場は第一に考えたいけれども、その前に園児募集を
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意識した保育を考えなければいけないという現実も今はあります。山縣委員さんからお示しいただ

いたデータを見ますと、今後何十年後かに園児募集を最優先に考えなければならない園がどれだけ

増えていくのかと思うと、それは今後の子どもたちのためによくない状況であると思いました。 

 ですので、ここで制度をきちんと整えてほしいと思います。どなかたもおっしゃいましたが、今

の私たちのためというよりも、今の子どもたちが子育てをする時のことを考えているわけですから、

やはり先送りしないで検討する必要があると思います。私たちは、子育てをするために仕事をあき

らめたり、または仕事をするために子どもをあきらめたりという生き方を強いられてきた世代です

が、やはり仕事も子どももあきらめずに、両方とも安心してできる社会を次の世代に渡したいと思

います。これだけの知識も見識もある皆さんが熱心に議論してくださっているのですから、是非い

い制度をつくっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、入谷委員どうぞ。 

○入谷委員 先ほど大日向座長がおっしゃられたチルドレンファーストは、私も同感です。冒頭に

古渡委員が言われたように、やはり子どもの育ちをよりよく保障するためのものを構築していく。

幼保の在り方を考える場合には、やはり常にそこに立ち戻って考えることが大切だろうと思います。

幼稚園団体の中でもいろいろな意見、多様な意見を交わしながら、今それでも同じ幼稚園に関わっ

ている人たちでもこれだけ多様な意見があるのかと、毎日考える状況ですし、今日もいろいろな委

員の方々のお話を伺って、ますますこれは多様なんだなということを考えております。 

 幼保の在り方を考える際のメルクマールというんでしょうか、判断基準としては、今日の資料の

４ページ目に５項目ほど掲載させていただいておりますので、それを一つひとつ、より姿を明確に

していただいた段階で賛否について言及させていただこうかなと。今はまだ、例えば財源のことに

つきましてもやはりもう少し見えてこないと、今まで以上によりよいものにして、教職員の配置も

先ほどからいろいろな委員の方々からお話がございました。やはり改革するのであれば今までより

もよりよいものを実現していただきたい。 

 そのためのものであっていただかないと、改革はして役割はいっぱい入ってきたけれども、その

裏付けとなるもの、裏支えのものがないとなると現場が疲弊してしまうということになっては何の

ための改革なのかというような思いも出てくると思います。 

 例えば財源の問題もそうですし、それから５番目に触れさせていただきました。前回もお話申し

上げさせていただきましたけれども、子どもたちを取り巻く環境というのは教育、保育の質を向上

させるとともに少子化、あるいは待機児童の問題、一方では人口急減、過疎化、さまざまな社会的

な不安の要因の中で子どもたちが育っていかないといけない。これに対して、我々もそれを改善す

る営みというのが必要だと思うんです。 

 そういう観点から幼保の在り方を考えていった場合、果たして逆にこども園（仮称）という一つ

のものに収れんさせることがいいのか。あるいは、もっと多様な形をうまく弾力的に動かしていく

のがいいのか。私は、もう少し議論をする必要があるのではないかと思います。 

 そういうことを考えますと、先ほど来いろいろなお話の中で、急だとは思うんですけれども、幼

保一体化というのはあくまでもやはり手段、もちろん大切な目的でもあるんですが、それと同時に
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子どもたちの育ちをよりよく保障するための手段ということなので、幼保一体化があくまでも目的

ではないということもしっかり確認していかないと、目的と手段がややもすると混同されてしまっ

て、幼保一体化のために突き進んでいくということだけでは、やはり話が隘路に入ってしまう可能

性があると思います。 

 私としては、以前に申し上げさせていただいたように、まだまだアウフヘーベンのときではない。

ハイブリッドのときで、電気自動車が普及するのはもう少し時間がかかるかと思っています。 

 ただ、先ほど金山委員がおっしゃられたように、できるところからやれるものはやっていく。無

藤副座長から前にお話がありましたけれども、無理やりハードランディングにしてクラッシュしな

いようにしていくためには、できるところから取りかかっていくというのも私は一つの大きな選択

視ではないかと思っております。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、お待たせいたしました。中澤委員代理お願い

いたします。そして、最後に清原委員お願いいたします。 

○中澤委員代理 全国知事会からでございますけれども、チルドレンファーストということについ

てはもちろん当然のことですが、この第１案から第５案までのどれがいいのかといったことに関し

て、全国知事会としては意見の方向性なりは出ておりませんし、もちろん集約もできておりません。

ですから今日、私はむしろ地方行政の立場から少し意見と言いますか、ちょっと心配することを申

し上げたいと思います。 

 もともとは幼保一体化ということで、一般的には地方行政としては第１案というものを想定して

いるのが大体ほとんどだと思います。しかしながら、現実の問題として第１案自体についての異論

がある。それは、最終形としても多少の異論のある方もいらっしゃいます。それから、最終形とし

てはいいという方もいらっしゃいます。 

 よりよいシステムとするために、まずどの辺りをねらってスタートするかということがあろうか

と思います。その中で第３案の議論が前回されておりました。秋田委員もペーパーに起こされてお

りますけれども、第３案でスタートするのも一つの方法だと行政マンとしては思うんですけれども、

その中で第３案の中のこども園（仮称）というのは当然、国は新しい、例えば子ども家庭省（仮称）

なりが所管をされるのでしょうが、この場合の幼稚園と保育所はどの省庁が所管されるのかを明確

に聞いておりません。 

 これが、もし全部、幼稚園もこども園（仮称）も保育所も同じ省庁が所管をするのであれば、第

３案からスタートをして、よりよい制度に持っていくのは行政としては一つの道筋ができるのかな

と思いますが、もしこれが別々で現在のまま、幼稚園、新しい子ども家庭省（仮称）、厚生労働省で

あると三すくみになって、これが最終形になるとまさに三重行政になってしまうのではないかとい

う心配をいたしております。 

 そういう意味で言いますと、第５案でいきますと、どうもこれも幼稚園は従来の財政措置になっ

ていますから、そのまま別ということは二重行政が残るのか。国の役所の窓口として一本化までお

考えになっているのかどうかがちょっとわからない。そういう心配をいたしております。以上でご

ざいます。 
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○大日向座長 わかりました。清原委員にいく前に、先ほども出たんですが、もし第３案だと三重

行政になるのではないかという御懸念を何人かの委員がお持ちですので、香取政策統括官から御説

明いただくことにします。 

○香取政策統括官 既にこの各案については委員は十分御了解のこととは思いますが、改めておさ

らいになりますが、御説明をしたいと思います。 

 第１案と第３案は、実は本質的にはと言いますか、制度のスタート段階では同じものでございま

す。第１案は一応平成 30 年と書いてありますが、この30 年段階でまだ幼稚園、保育所、それぞれ

の認可が残っている状態、このまま将来的にも進んでいくというのが第３案ということになります

ので、第１案は最終的にはいくわけですが、第３案は第１案が途中で止まるという案です。 

 したがいまして、その三重行政の話はスタート段階では第１案でも第３案でも同様の問題がある

ということになります。それで、第１案の場合も第３案の場合も、25年段階では学校教育法に基づ

く認可を受けている幼稚園と、児童福祉法に基づく保育園の認可を受けている保育園と、新しい制

度でこども園法（仮称）の下で認可を受けるこども園（仮称）で、こども園（仮称）の認可は繰り

返しになりますが、学校教育法上の認可と児童福祉法の認可を共にこれを受けることによって達成

するということになりますので、幼保の認可を持つことになりますけれども、この段階では認可は

３つの類型、それぞれの３つの法律で認可を受けている施設が存在することになります。したがい

まして、その意味では３本の認可、３本の法律の中で行われるという意味では三重行政になるとい

う指摘はあります。 

 ただし、最終的に第１案の場合のことを想定すれば、最終的には収れんをしていくということを

考えますので、行政的に考えると仮に３つの認可があったとしても、例えば認可主体である行政を

その段階で一本にしてしまう。つまり、例えば子ども家庭省（仮称）ならば子ども家庭省（仮称）

において学校教育法に基づく幼稚園の認可も行うという形で行政を仕組んでしまえば、行政組織は

一本になることになります。 

 その意味で言いますと、案の２というのは、これも繰り返しになりますが、基本的に認可はこど

も園法（仮称）による認可１本しかありません。その認可の中に３類型が存在する。その３類型の

認可はそれぞれ法的効果が違っている。したがって、こども園法（仮称）上のこども園（仮称）、幼

稚園型の認可を受けますと、学校法上の認可を受けたのと同じ効果が出るということになるわけで

ございます。 

 そういう意味で言うと、これは認可は１本になりますので、認可が１本ということになりますと

自動的に認可者は１人ということになりますので、この場合には論理必然的には行政は１本になる

ということになります。 

 ちなみに第５案ですが、第５案は幼稚園は完全に新システムの外へ出ることになりますので、最

終的にも将来的にも恒久的に幼稚園は新システムの外に出るということになります。その意味では、

こども園（仮称）という一体化された機関と幼稚園は別になりますので、これは恒久的に完全な二

重行政になるということでございます。 

○大日向座長 お待たせいたしました。清原委員、お願いいたします。 
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○清原委員 ありがとうございます。三鷹市長の清原です。今年度市議会の本会議最終日ございま

したので、遅参して失礼いたしました。 

 また、本日午後、末松副大臣におかれましては、三鷹市立のちどりこども園を御視察いただきま

してありがとうございました。議会が開催されておりましたので、御案内できずに失礼いたしまし

たが、いわゆる三鷹型の「こども園」でございまして、幼稚園型と保育所型を選んだお子さんが「こ

ども園」にはいらっしゃるわけですが、子どもたちはどこに通っているのと言えば、どういうパタ

ーンであろうと、私は「こども園」に通っているとこたえます。こういうことをもう既に試行的に

ですが、始めている現場をごらんいただいたことがこれからのビジョンに役立てばと願っておりま

す。 

私なりに今日まず１点目は、このワーキングチームの意義について改めて整理をしたいと思いま

す。 

１点目は、幼稚園、保育所、認定こども園、自治体等の関係者が一堂に会して率直に検討が開始

されたことの意義。 

２点目は、それぞれの立場で誇りを持って活躍されてきた子ども・子育て関係者の皆様が、相互

に敬意を払いつつ、これまでの経過や実績を尊重して、できる限り歩み寄りながら子ども本位の視

点に立ってこども園（仮称）の方向性を検討してきたこと。 

３点目には、現行の制度では、学校教育法の幼稚園と、児童福祉法の保育所と、また両者にまた

がる認定こども園が存在していまして、いわば三重行政による問題も存在していることの共有。 

 ４点目には、将来的には幼保一体化の在り方をこども園（仮称）として統合することについては、

一定のイメージの共有ができていると受け止めていますが、ただし、幼稚園協会の皆様を始め、慎

重論も存在するということは、私は大切なことだと思っています。 

 と申しますのも、実は三鷹市では私が市長になりましてから公立の幼稚園をすべて廃園いたしま

して、今、幼稚園教育というのは私立幼稚園にすべてをお願いしています。その中で園長の皆様と

お話をしたり、ＰＴＡの皆様と私自身もお話したりする中で、取り分け待機児の問題など、幼児教

育の実践を踏まえてどんな協力の仕方ができるのかということを、本当に包容力を持って問題提起

をしてくださり、預かり保育などをしていただいておりますので、やはり子ども本位の理念の共有

の中で、子どもにマイナスの影響が出ないようにという御懸念があるということは大変重要だと思

っています。 

 大きな２点目で、こども園（仮称）の制度の実現に向けての論点を５つ申し上げたいと思います。

全国市長会でもまだ全体の意見が必ずしも総意としてまとまっていないのは知事会と同じでござい

ますけれども、重要だと思われるポイントについて申し上げます。 

 こども園（仮称）の制度の実現に向けての論点の１点は、工程表が必要であるということです。

長年にわたる幼稚園と保育所が異なる制度として実践を積み重ねてまいりましたから、急速にこど

も園（仮称）として一体化することについて懸念があるのはもちろんのことだと思います。 

 しかしながら、こども園（仮称）への一体化を目標としつつ、制度の移行について一定の時間を

かけ過ぎるということもまた問題があると思います。拙速を避けつつも、やはり一定の工程表とい
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うのは必要で、今、香取政策統括官から御紹介いただきました５つの類型というのは、行政的に考

えられる類型として意義があると思うんですが、私は平成 35 年の姿もさることながら、平成 30年

をどのように描いているかということは大変重要なポイントだと思うんですね。 

 つまり、今は平成 22年ですから７年はかかる。平成30 年は、そんなに各類型が大きく異なって

はいない。しかし、こども園（仮称）に向けてこのような段階を踏む必要があるという類型である

という点で、平成30年の描き方というのは大変重要な意味があると思っています。是非、将来的に

こども園（仮称）の実現を図るためには、「国と地方の協議の場」を踏まえた工程表というものをつ

くる必要があると思います。 

 ２番目に、設置認可についてです。こども園（仮称）は、これまでの幼稚園、保育所の実践を尊

重しつつ、先ほど大日向先生も多様な在り方を包含する可能性もあるのではないかと示唆をされま

した。私たちも現場におりまして、保育時間であるとか、保育の対象年齢ですとか、あるいは給食

サービス等の存否など、こども園（仮称）と言いましても子ども本位の教育と保育をするための柔

軟な形態というのが保護者に求められているのも事実です。 

 それを総合してこども園（仮称）として呼ぶならば、設置認可ということは大変重要な意味を持

ってくると思います。地域の実情に応じたきめ細やかなサービス提供や、安定的な運営が可能とな

るよう、この認可については基礎自治体である市町村の役割がどんなものなのかというのは検討課

題になると思います。 

 また、公的幼児教育・保育契約（仮称）の案が示されているわけですが、こども園（仮称）の安

定的な運営を図るためには、利用者及び施設に対して適正な指導や助言を行う必要性があることか

ら、これもまた住民等に身近な市町村に認可権限が与えられる可能性があるとも受け止めておりま

して、市町村としてはその体制が課題であり、市長会の課題でもあると思っています。 

 ３点目に、指定制度についてです。こども園（仮称）には、多様な経営主体が参入することにな

ると想定されます。「幼児教育の質」、「保育サービスの質」、「経営の質」という「質」が大事ですし、

「公共性」、「公益性」、「地域性」が担保される必要があります。こども園（仮称）についてはサー

ビスの質と量の確保はもとより、こどもたち本位に何よりも持続可能で安定的な経営、運営が求め

られます。したがいまして、利用者ニーズを勘案して、ひょっとしたら何らかの形で公正に事業者

の参入等を調整できる仕組みが必要かもしれません。やはり経営者の方の不安というのは、こども

園（仮称）になったら経営が困難になるのではないか、先行き不安というのも正直おありになると

思います。 

 ４点目に、財政措置についてです。現行の公立保育所整備費及び運営費については、一般財源化

されたことによりまして市町村の財政的な負担が非常に大きくなっています。幼保一体給付（仮称）

においては、公立の施設を含めまして、市町村に超過負担が生じないように十分な財政措置が講じ

られる必要があります。 

 論点が変わって申し訳ないのですが、全国市長会では、これまで「国と地方の協議の場」でも会

長が明確に発言をしてこられましたが、例えば今年度の子ども手当なのですが、過渡的ではあると

は言え、児童手当と並存されまして、所得制限撤廃のための補充分については、現時点で国から確
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実な補填がないという現状があります。したがいまして、市町村が負担せざるを得ないということ

があります。 

 正直にこの場で申し上げなければいけないのは、制度の変更が地方負担のまま行われてきたこと

に対する不信感がないわけではありません。幼保一体化についても、財源の裏付けが保障されない

まま進むのではないかという懸念が、ひょっとしたら前向きな案１がいいなと思いながら、中澤さ

んもおっしゃいましたように、ちょっとそうした慎重論が出るということがあります。ですから、

ここは逆に踏み込んでいただくポイントだと思います。 

 最後に、５点目です。利用者負担及び価格設定についてです。このことについては、公定価格を

基本として付加的な自由価格の設定は一定限度に抑える仕組みとする必要があると思います。特に

低所得者に対しては、すべての子どもに幼児教育や保育を受ける機会を保障する観点から、国によ

りまして統一的な対応を行う必要があると思います。また、障害のある子どもや非虐待児などを含

むすべての子どもが決して排除されずに、平等に利用できるための仕組みづくりがなされなければ

ならないと思います。 

 僭越ですが申し上げますが、このような論点を深めていくためには、政府がこども園（仮称）の

制度づくりに向けて、第一に府省を越えた統合化を図るという覚悟を示していただく。そのリーダ

ーシップが、大いに私たちの議論の原動力になると思います。 

 ２点目に、今回のワーキングチームの取組が本当に重要だと思っていまして、今後も最適な仕組

みづくりに向けて、当面は平成 30 年が一つの目標だと思いますが、平成35 年に案の１が実現する

ためには、今回のワーキングチームのようなさまざまな関係者が最適な検討をしていく継続的な組

織が必要だと思います。そして、その意欲はもう既に多くの委員の皆様から表明されていると思う

んですね。 

 そういう意味で、私としては皆さんと目的を共有しつつ、「手段を間違えないように」という何人

かの方がおっしゃったことを自治体の市長としても全国市長会での議論を踏まえながら貢献してい

きたいと思っております。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した。最後にまとめに近い御意見をいただきまして、ありがと

うございました。 

 予定した時間も過ぎております、今日は本当に深い議論をしていただけたことに感謝申し上げま

す。幼保一体化が最終的に目指す在り方としては第１案ではないかというところでは、多くの委員

が一致していらしたと思います。その第１案を理想とするということにあえて反対の御意見は、今

日は聞かれなかったと思います。 

 ただし、第１案はあまりにも理想にすぎるので、第１案をすぐ目指すのは危険であって、第３案

から入るのが現実的であり、妥当だという御意見もありました。 

 他方で、第３案だと従来と何も変わらないんじゃないか。第３案だとかえって第１案が遠のくの

ではないかという御意見もあり、更には本日は第５案を推される意見も明確に出されました。 

 いろいろな御意見が出ました。これは当然かなと思って伺いました。今、清原委員もおっしゃっ

たように、このワーキングチームにはいろいろな立場の専門家の方々、そしてそれぞれが長い実践
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を持って誇りを持って臨んでくださっていますので、今どれか１つにというのはまだまだ今日の段

階で決められないのも尤もかなとも思います。 

 ただ、たしか金山委員がおっしゃったように、５つの案のどれかに決めるというのではなく、幼

保一体化を目指すものは何かということを皆で議論していく中で、おのずと形も決まるのではない

かというお考えもその通りかと思って伺いました。 

 この幼保一体化が目指すところの原点、今日は山口委員が刺激的に最初にこのワーキングチーム

の議論の原点が見えなくなったということをおっしゃってくださったのですが、この原点は子ども

のためにという点で、そこは心を一つにできるのではないかと思っております。 

 今日、本当にいろいろな貴重な御意見いただきましたので、これを事務方がいろいろとまた取り

入れて、年明けにまだ何回か予定されていると思いますので、そこまでにまた御苦労いただくと思

いますが、もう一度おまとめいただければと思います。 

 最後に、皆様の机上に国家戦略担当の内閣府大臣政務官、阿久津政務官からのペーパーが配付さ

れたと思います。どうぞ、後でお読みいただきたいと思いますが、国民目線に立っての検証に堪え

得るものとして議論してほしいと書かれているのはそのとおりだと思います。私たちは国民目線の

ため、そして何よりも子どものために心を一つにして議論をしているというところで、この年末押

し迫ってもこんなに熱心にお集まりくださいましたこと、本当にありがとうございます。まだ引き

続きこの議論を続けたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 最後に何か事務方からありますか。よろしゅうございますか。 

 それでは、最後に事務局の方に今後の日程等について何か御説明があればお願いいたします。 

○藤原参事官 今後の日程につきましては大変申し訳ありませんが、年明けにもまた幼保一体化ワ

ーキングチームにつきまして開催をさせていただきたいと思います。具体的な日程につきましては、

追って御連絡をさせていただきます。申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大日向座長 それでは、今日はここまでといたします。幼保一体化ワーキングチームでお目にか

かる方は今日が今年最後だと思います。どうぞよいお年をお迎えくださいますように。 

 まだ来週、会う方もいらっしゃると思いますので、よろしくお願いいたします。 
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