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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６回会合を開始いたします。本日は、お忙

しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の委員の御出欠について、事務局より御報告をお願いいたします。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について、事務局より御報告を申し上げます。本日、

全国知事会高知県知事の尾﨑正直様、日本こども育成協議会副会長の山口洋様、２名の委

員におかれましては、所用により御欠席となっております。 

 また、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東京事務所長の浜田

正博様、日本こども育成協議会より同会副会長の溝口義朗様にそれぞれ御出席をいただい

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 資料の御確認をお願いしたいと思います。本日の議事の対象となります配

付資料でございますが、資料１「幼保一体化について（案）」、資料２「参考資料（案）」、

資料３、本日、委員の皆様方から御提出をいただいている資料をとりまとめたもの。以上、

３種類ございます。 

 また、参考資料といたしまして、これまでのワーキングチーム等で既にお配りしている

資料が中心でございますが、参考１「幼保一体化の目的について」、参考２「幼保一体給付

（仮称）についてⅠ」、参考３が同じくⅡ、「具体的制度設計」、参考４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）」、４種類のこれまでの既存の資料をお付

けしております。また、参考５といたしまして、第１回～第５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とりまとめたものをお配りしております。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 資料は御確認いただけましたでしょうか。 

 本日は、最初に事務局から資料について御説明をいただきますが、本日、配付された資

料は、幼保一体化の目的、給付や施設の在り方、幼保一体化の道筋といった幼保一体化の

全体像について、事務局が一つの資料にまとめたものです。 

 なお、本資料のまとめは、これまで委員の皆様からいただいた御意見をもとにしている

とのことでございますが、これまで本ワーキングチームは５回開催されました。議論の経

過を振り返ってみますと、委員の御意見は、さまざまな面はありましたが、「こども園（仮

称）」創設については、基本的に推進すべき方向であるとする点で大方合意されてきたと言

えるのではないかと考えます。 

 その上で、こども園（仮称）を具体的にどのような姿とするかにつきましては、第３回

目のワーキングチームで事務局から５つの案が提示され、それを一つのたたき台として、
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以降３回にわたって検討を進めてきたところですが、この点はまだ議論の過程にあります。

当初は、無理なく緩やかにこども園（仮称）へ移行する案として第３案を支持する御意見

が多く出されました。その後、議論が進むうちに、幼保一体化の目的からして、最終的に

は第１案、ないしは第１案に近いものを支持するという御意見が数名から出されたところ

で、昨年末の第５回目を終えたところだったと思います。こうした過程で、第３案を支持

される委員をはじめ、他の案を支持される方々も、最終的には幼保一体化の理念を実現で

きるような姿を目指すべきであり、そこに至る過程として、どこから入ったらいいかとい

うような御議論をいただいたと思います。 

 本日の資料は、こうした経過を踏まえて、５つの案のどれにするかということではなく、

これまでの皆様の御議論をもとにまとめたものと聞いておりますが、これまでの過程で委

員の皆様の御協力があって、随分と議論の焦点が定められ、深められてきたのではないか

と考えております。 

 なお、これまで、このように幼保一体化、こども園（仮称）の在り方について議論を進

めることができましたのも、幼保一体化の目的・理念について多くの委員の合意があった

からだと私は考えております。この日本社会に生まれ育つすべての子どもに、親の生活状

況にかかわりなく、０から就学までの年齢のすべてにおいて、良質な養護と教育の両方を

保障したいと委員の多くが願ってのことであり、それは、子どもの成長・発達を、親、家

庭は無論ですが、社会のみんなで守り支えていこうとする、「子ども・子育てビジョン」の

理念に基づいてのことだったと考えております。こうして幼保一体化の目的を確認しつつ

行ってきた議論を踏まえて、本日、事務局がまとめられた資料ではないかと考えておりま

す。 

 それでは、事務局から資料の御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、お手元の資料１「幼保一体化について（案）」、資料２「参考資料

（案）」、この２つに基づいて御説明を申し上げます。 

 まず、資料１「幼保一体化について（案）」でございます。１枚おめくりいただきまして、

目次でございます。今回の資料は、まずは「幼保一体化の目的」を確認するということで

ございます。その上で、Ⅱ番でございますが、「幼保一体化の具体的仕組みとその効果・進

め方」という構成になっております。幼保一体化の具体的仕組みについては、大きく２つ

ございます。「給付システムの一体化～子ども・子育て新システムの創設～」、２つ目とい

たしまして、「施設の一体化～こども園（仮称）の創設～」でございます。その上で、こう

いったものが実現した場合の幼保一体化の効果、具体的な進め方についてという構成にな

っております。 

 ２ページでございますが、「幼保一体化の目的」でございます。これは、昨年 11 月１日・

16 日の幼保一体化ワーキングチーム、19 日の基本制度ワーキングチームというところで確

認した事項でございます。これまでの幼保一体化の取組につきましては、仕事と子育ての

両立のための支援が進み、就学前の子どもの６割が幼稚園から小学校に入学する一方、保
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育所からも４割の子どもが小学校に入学する中で、幼稚園・保育所を問わず、希望するす

べての子どもに対し、生涯にわたる人格形成の基礎である質の高い幼児教育を保障すると

いう視点。 

 ２点目といたしまして、仕事と子育てを両面で支援するなど、社会全体で次代を担う子

どもの育ちを支えるという、主として次世代育成支援の視点。 

 ３点目といたしまして、社会環境の変化などに伴いまして、家庭や地域の教育力・子育

て力が低下しているのではないか、あるいは保護者の多様なニーズ等を踏まえて、そうい

ったものに応じ、希望するすべての子ども及び家庭を支援するという視点、こういう３つ

の視点があろうかということでございます。 

 こういった視点を踏まえまして、３ページ、幼保一体化の目的としましては、１点目が、

質の高い幼児教育・保育の一体的提供。すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を提供

するという点。 

 保育の量的拡大ということで、男女がともにあらゆる場面で活躍できる社会を目指し、

女性の就労率向上、多様な保育のニーズに対応する保育の量的拡大を図るということ。 

 ３点目といたしまして、支援を必要とするすべての親子が支援を受けられるようにとい

う、３点で整理をいたしております。 

 続きまして、「幼保一体化の具体的仕組みとその効果・進め方」でございます。まず、幼

保一体化の具体的仕組みでございますけれども、「給付システムの一体化～子ども・子育て

新システムの創設～」というのが第１の柱でございます。その中でも３つ柱があろうかと

いうことで、１つは、地域における幼児教育・保育の計画的整備ということでございます。 

 これは、参考資料の２ページをお開きいただきたいと存じます。この計画は、全国どの

地域においても、地域の実情に応じて、幼児教育・保育、家庭における養育の支援など、

子ども・子育ての支援を漏れなく提供するということが目的でございます。 

 具体的には、市町村が幼児教育・保育に関する地域の需要を調査・把握しまして、市町

村がそういうニーズ調査に基づき、幼児教育・保育に関する目標等を含む子ども・子育て

支援に関する５年程度の計画を策定し、その計画に基づいて、子ども・子育て支援の提供

体制を計画的に整備していこうということでございます。 

 ２ページの下は、改めてでございますが、計画としては５年程度をにらんだ目標値の設

定、市町村単位の中でも日常生活圏域ごとに事業をきめ細かく整備していこうという、需

要の見込みに応じた提供体制の整備を計画的に進めるということでございます。 

 これをもう少し具体的なイメージにしましたのが、参考資料最後の 16 ページ、「子ども・

子育てに関する需要」でございます。利用者、子どもの側に立ちますと、例えば幼児教育・

保育について言いますと、満３歳以上の子どもを持つ片働き・専業主婦家庭、満３歳児の

子どもを持つ共働き家庭、特に待機児童対策が必要な満３歳未満の子どもを持つ共働き家

庭、典型的にはこういった子どもの家庭の状況があろうかと思います。 

 こういった地域の需要を調査・把握し、市町村が計画づくりをする。これに対応する計
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画的な施設や事業の整備を行い、指定＝幼保一体給付（仮称）の対象ということで、すべ

てを財政措置の対象にし、計画的な支援、事業の整備を行っていこうということでござい

ます。 

 これを提供体制側から見ますと、大きく「こども園（仮称）」とあります。後ほど御説明

しますけれども、こども園（仮称）、幼児教育・保育、子育て支援を総合的・一体的に提供

する施設ということで、いわばオールマイティ的にすべてに対応するものとして、まず、

こども園（仮称）があろうということでございます。また、地域の実情に応じては、人口

が増えている地域などでは、これに３歳以上の幼児教育の専門機関である幼稚園を組み合

わせる。あるいは待機児童が多い地域では、例えば乳児保育所のような３歳未満児に特化

した施設、あるいは保育ママ、小規模保育といった、３歳未満を中心とした事業により対

応する。こういった組み合わせによりまして、地域の実情に応じて計画的な提供体制の整

備をしていこうというのがまず第１点でございます。 

 本体の幼保一体化案の資料４ページに戻っていただきまして、２点目といたしまして、

「多様な保育事業の量的拡大～指定制度の導入～」ということでございます。これもこれ

までの議論の整理でございますが、客観的基準を満たした施設、これはこども園（仮称）

といった認可施設や認可外の基準を満たした施設、あるいは多様な保育事業、保育ママ、

小規模保育施設、そういったものへ財政措置を行うことによりまして、多様な事業者の保

育事業への参入を促進し、量的拡大を図っていこうということでございます。待機児童の

解消を図る観点も踏まえ、具体的枠組みについては、今後、更に検討が必要かと思います。 

 量的拡大ということで、一番下の※印でございますが、保育事業への参入については、

質の担保のための客観的基準を満たすことが前提になるということでございますし、評価

制度、あるいは情報の開示制度の導入等、質の担保等のための措置についても併せて検討

が必要かと存じます。 

 続きまして、５ページでございます。給付システムの一体化、３点目は、「給付の一体化

及び強化～幼保一体給付（仮称）の創設等～」でございます。まず、幼保一体給付の創設

でございますが、幼児教育・保育に係る給付を一体化した幼保一体給付を創設することに

よりまして、幼児教育・保育に関する財政措置に関する二重行政の解消、公平性の確保を

図る。現在は、財政措置が分かれている、財政措置の内容も違うということでございます

が、こういった２つの財政措置を一本化することにより二重行政の解消と公平性の確保を

図るということでございます。 

 給付については、保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に幼児教育・保育に要する

費用に充てるため、法定代理受領の仕組みとすることでございます。 

 契約方式でございますけれども、例外のない保育の保障の観点から、市町村が客観的基

準に基づき、保育の必要性を認定する仕組みとする。 

 契約については、保育の必要性の認定を受けた子ども、あるいは３歳以上の片働きの家

庭の子どものいずれについても、市町村の関与の下、保護者が自ら施設を選択し、保護者
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が施設と契約する公的幼児教育・保育契約とするということでございます。 

 ※印で「市町村の関与の下」とございますが、例えば市町村においては、供給が足りな

い場合に、管内の状況を把握し、必要に応じてあっせんを行う。ひとり親、虐待、障害の

ある子どもなど、優先的に利用を確保すべき子どもについて、受け入れ可能な施設をあっ

せんする。契約による利用が著しく困難な場合には、市町村による措置による利用の仕組

みを検討する等が考えられるかと思います。 

 応諾義務の関係でございます。この契約につきましては、「『正当な理由』がある場合を

除き、施設に応諾義務を課す」という大原則でございます。ただし、入園希望者が定員を

上回る場合には何らかの選考が必要になるわけですけれども、上回る場合については、選

考基準の公開等を条件に、建学の精神に基づく入園児の選考を認めるという内容でござい

ます。 

 施設に希望者が多く来た場合には、入園できなかった子どもが生ずるわけでございます

けれども、その下のポツでございますが、入園できなかった子どもについては、必要な幼

児教育・保育が保障されるよう、先ほどの市町村の関与の一環として、市町村に調整等の

責務を行っていただくということでございます。 

 「給付の内容」でございます。給付につきましては、「質の確保・向上が図られた幼児教

育・保育を提供するために必要な水準の給付を、すべての子どもに保障する（公定価格）」

ということでございます。すなわち、この給付水準で必要な幼児教育・保育が提供できる、

施設サイドについて見ると、経営ができる水準の給付を確保することが大前提でございま

す。その上で、「ただし」とございますが、特色ある幼児教育など付加的な幼児教育・保育

を行う施設については、その対価として上乗せ徴収を行うことを認めてはどうか。なお、

上乗せ徴収を行う場合、具体的な上限ということは設定いたしませんけれども、上乗せの

有無、上乗せの理由、上乗せの額等について、施設が責任を果たし公開することなどを義

務づけてはどうかということでございます。 

 この点でございますけれども、参考資料の６ページでございます。現行制度の下での支

出構造、幼稚園・保育所が左側、新たな制度における収入の構造が右側でございます。現

在、幼稚園・保育所においては、幼稚園については支出構造もさまざまな形態があって、

幼稚園・保育所においても若干形態が異なるということでございます。新たな制度におい

ては、右側にＹ施設とございますが、幼児教育・保育にかかる経費については、幼児教育・

保育給付（仮称）により賄うことが大前提、原則でございます。その上で、今の保育所と

比べて若干違いますのは、課外活動にかかる経費等、例えば教材費等ですけれども、それ

については実費徴収を行うことを認め、これについては低所得者に対する補足的な給付を

行うということでございます。 

 また、幼児教育・保育給付（仮称）、オレンジのところの白抜きのマル印で、「法律に基

づき利用者が一部負担（低所得者には一定の配慮）」とございます。幼児教育・保育給付（仮

称）については一定の利用者負担があることが前提でございますが、当然、低所得者には
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配慮した利用者負担にするということでございます。その上で、Ｘ施設とございますけれ

ども、付加的な幼児教育・保育を行う場合については上乗せ徴収を認め、施設が上乗せの

理由、額などについて説明責任を果たしていただくということでございます。 

 本体の資料６ページに戻っていただきまして、「給付の一体化及び強化」でございます。

給付を一体化した幼保一体給付（仮称）におきましては、例えば現行制度で言いますと、

幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認定こども園の幼稚園機能部分につい

ても基準を満たせば財政措置を講ずるということでございます。また、調理室等への補助

制度を創設するとともに、配置基準の見直し等も行うということでございます。 

 このような給付の一体化及び強化によりまして、こども園（仮称）への移行をはじめと

して、各施設が幼児教育・保育機能を強化し、幼児教育・保育の質の確保及び待機児童の

解消が図られるよう政策的に誘導するとともに、幼児教育・保育の更なる質の向上を図る

ということでございます。 

 続きまして、７ページでございます。以上が、「給付システムの一体化～子ども・子育て

新システムの創設～」でございましたが、続きまして、「施設の一体化～こども園（仮称）

の創設～」でございます。幼児教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する

こども園（仮称）を創設するということでございますが、こども園（仮称）の創設により

まして次の内容を実現するということで、５点に整理いたしております。 

 １点目は、学校教育法及び児童福祉法上の位置づけの付与による幼児教育・保育の質の

保障でございます。現行の保育所における幼児教育に対し学校教育（一条学校）としての

位置づけを付与する。一方で、現行の幼稚園の預かり保育に対し児童福祉としての位置づ

けを付与する。これによりまして、学校としての基準（学級担任制、面積基準等）、児童福

祉施設としての基準（人員配置基準、給食の実施等）、こういった２つの基準を併せ持つ基

準を適用し、質の高い幼児教育・保育を保障していこうということでございます。 

 ２点目は、保育の量的拡大ということでございます。幼稚園が保育機能を強化、３～５

歳児の預かり保育を保育機能として強化し、併せて定員を拡大する、あるいは０～２歳児

も受け入れるなどによりまして、保育の量的拡大を図る。 

 ３点目は、家庭における養育の支援の強化ということでございますが、幼稚園・保育所

が、地域の拠点として、地域の子どもや家庭に対する養育の支援を必須の事業として実施

することによりまして、地域の子ども・家庭に対する養育の支援を強化できるということ

でございます。 

 ４点目は、少し毛色が変わりまして、二重行政の解消ということでございます。これは

参考資料の 13 ページでございますが、事業者の立場から見ますと、現行の幼保連携型の認

定こども園を運営するということで、いわば総合施設的に機能を果たそうとした場合には、

幼稚園の認可、保育所の認可、認定こども園の認定という３つの認可・認定が必要です。

それぞれの所管、行政庁の認可・指導の下に置かれるわけですけれども、新たなこども園

（仮称）におきましては、こども園（仮称）の認可に一本化され、認可・指導・監督等が
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一つのルートに一本化されるということでございます。これによりまして、事業者の立場

から見た二重行政の解消を図るということでございます。 

 ７ページに戻っていただきまして、５点目でございます。幼児教育・保育内容の統一と

いうことで、これはこども指針（仮称）ワーキングチームにおいて御議論いただいており

ますが、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合した新たなこども指針（仮称）の策定に

よりまして、幼児教育・保育の内容の統一を図るということでございます。 

 最後に８ページ、「幼保一体化の効果・進め方」でございます。 

 まず、効果でございます。これは目的と裏腹でございますけれども、質の高い幼児教育・

保育の一体的提供が１点目でございます。地域で市町村が計画を立て、ニーズを把握し、

ニーズに応じた幼児教育・保育を全体的に見ながら計画的に整備していく。施設としても、

こども園（仮称）といった一体的施設に誘導していくことによりまして、質の確保された

幼児教育・保育が地域単位あるいは施設単位で一体的に提供されるということ。それから、

配置基準の見直し等によりまして、幼児教育・保育の質が更に向上するということがござ

います。 

 ２点目、保育の量的拡大ということでございます。幼稚園からこども園（仮称）への移

行によりまして、３歳以上児の保育を必要とする子どもの受け入れ、あるいは３歳未満児

の受け入れも含めまして、保育の量的拡大が図られるというのが１点。併せて、指定制度

の導入により、客観的基準を満たした施設、保育ママ等の多様な保育事業への財政措置に

よりまして、保育の量的拡大が図られ、こういったものを併せ待機児童の解消につながる

ということでございます。 

 ３点目は、家庭における養育支援の充実ということでございますが、まず、施設単位で

幼稚園・保育所からこども園（仮称）への移行によりまして、各施設が子育て支援等の事

業を行うということ。市町村が、事業（地域子育て支援拠点事業等）として、施設への委

託、あるいは市町村直轄、委託先としてはさまざまな先があろうかと思いますけれども、

こういった事業の推進によりまして、全体として地域単位で家庭における養育の支援機能

が強化されるということでございます。 

 最後に、幼保一体化の進め方でございます。参考資料 15～16 ページでございます。 

 まず、本文の８ページをごらんいただきますと、国におきましては、幼保一体化を含む

子ども・子育て支援に関する基本方針を策定するということ。給付の一体化及び強化等に

より、こども園（仮称）への移行を政策的に誘導していくということでございます。 

 都道府県につきましては、広域自治体として、市町村の業務に関する広域調整等を行う

ということでございます。具体的な広域調整の中身については今後の議論でございますけ

れども、例えば施設の認可権、指定権等の在り方も含め、今後、役割について検討という

ことでございます。 

 市町村におきましては、国による制度改正及び基本方針を踏まえまして、市町村新シス

テム事業計画（仮称）に基づいて、地域における、満３歳以上の共働き家庭の子どもの状
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況、満３歳以上の専業主婦の子どもの状況、満３歳未満の共働き家庭の子どもの状況など、

地域のニーズを把握し、地域の実情等に応じて、必要なこども園（仮称）、幼稚園、保育所

等を計画的に整備していくというイメージでございます。 

 それが参考資料 15 ページ、16 ページでございます。計画に基づく需要の把握、施設の

整備については 16 ページでございます。15 ページは、例えば地域ごとの進め方ですが、

こういった幼保一体化の進め方については地域ごとに子どもや家庭の状況が異なろうかと

思います。 

 例えば都市部においては、人口が増え、幼児教育のニーズ、保育のニーズ、両方とも増

大していくことが想定されますが、こういった場合にこども園（仮称）をはじめとして、

例えば小規模保育サービス、保育ママ等、地域の実情に応じた提供体制の整備を当面行っ

ていくということ。将来的に子どもの減少局面を迎えたときには、計画に基づきまして、

既存施設のこども園（仮称）への移行を推進するといったことがあろうかと思います。 

 人口減少地域におきましては、現在でも各施設における子ども集団の確保という観点か

ら、市町村の計画に基づき、既存施設のこども園（仮称）への移行を推進していくという

ようなことがあろうかと思います。 

 最後でございます。こういった進め方については、今回の資料は大枠でございまして、

具体的な施策については、今後、地方自治体、関係者等と十分に協議を行うということで

ございます。また、この資料の中で保育所とございますけれども、基本的には保育所につ

いては、すべての子どもへの学校教育の保障の観点から、こども園（仮称）への移行を基

本とするということでございまして、ここで言う保育所については、３歳以上児を対象と

しない、現在のいわゆる乳児保育所のような保育所を想定しているということでございま

す。 

 説明は以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料説明を踏まえまして、ここから、委員の皆様より御意見を伺

いたいと思います。本日は４時半までを予定としております。２時間近くございます。ど

うぞ、御意見、御質問がある方はお手を挙げていただきたいと思います。 

 それから、最初にお願いしておきたいと思いますのは、お手の挙がった順番に御発言を

いただきますが、議論が散漫にならないために、順番でなくても、そこは今、是非言って

おきたいということがおありでしたら、その場合も多少の割り込みは可としたいと思いま

すので、御理解いただければと思います。 

 今、同時に挙がったので、ちょっと見落としました。古渡委員、木幡委員、金山委員、

大橋委員、菅原委員、普光院委員、渡邊委員、入谷委員、そこまでとしましょう。 

 では、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副代表をやっております古渡です。いつも大変お世

話になっております。 
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 今回、事務局から渡していただいた資料を見ますと、今まで協会の考えてきた、例えば

いろいろなこども園（仮称）があってもいいのではないかという観点とか、また、地域ご

との子育て支援という観点がかなり含まれてきたことは、非常に評価できるのではないか

と考えております。 

 ただ、１点、今、濵谷課長のお話を聞いていて、現場的発想なんですけれども、市町村

行政の観点で考えたときに、幼稚園も保育所も、特に児童館とか、いろいろな施設が必要

だと思うのです。そこのネットワークとか、コーディネートをするのは市町村行政だと思

います。現場的発想で申し訳ないのですけれども、市町村行政のネットワークとか、子ど

もに対する考え方とか、そういう観点をもう少し明確にしていった方が、その地域、地域

ごとの子育て支援とか、また、多様な施設を連携していく大きなシステムになっていくと

思います。私たちは現場ですけれども、基礎自治体の方々の仕組みという観点をもう少し

入れていくべきではないかなというのが一つの感想です。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、木幡委員、お願いいたします。 

○木幡委員 それでは、述べさせていただきます。フジテレビの木幡です。 

 今回のワーキングチームに参加して、本当に私自身、いろいろなことを勉強させていた

だきました。今日は、これまで私が感じたことを利用者の立場として率直に述べたいと思

います。あらかじめペーパーを提出しておりますので、資料３の７ページを併せてごらん

いただければと思います。 

 まず、とにかく一番びっくりしたのは、保育所と幼稚園がこんなにもシステムが違って、

お互い相入れない部分があるということです。成り立ちの違い、文化の違い、いろいろあ

るのでしょうけれども、結局は同じ年代の子どもたちを扱う施設なのですから、所管が違

うとか、法律が違うとか、そういうことではなく、もっとフレキシブルに連携し合えばい

いのにと思いました。逆に、これまでそういうことが全然できていなかったんだなという

ことを非常に不思議に思いました。 

 特に、保育所が「保育に欠ける子どもを預かる福祉施設」という認識は、恐らく今の利

用者の感覚からはかなりずれてきていると思います。私も働きながら子育てをしてきて、

仕事を持っているから保育園と当たり前のように思ってきたのですけれども、よくよく考

えてみますと、３歳、４歳、５歳の子どもたちが、親の働き方によってそれぞれ違う別の

システムに振り分けられているという今の状況は、やはりおかしいのではないかと改めて

思いました。「小一プロブレム」などもある中、少なくとも小学校に上がる前の３年間は、

どの子どもにも基本的には同じもの、共通のものを提供してあげてほしい。これは国民の

だれもが希望することではないでしょうか。 

 ですから、保育所も幼稚園ももっと変わっていかないと、今後、利用者のニーズに応え

られないと思います。それは、何も今までやってこられたことを否定しているわけでは全
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くなく、今までの文化をそのままに、プラスアルファで一定の部分を補っていただけない

かということです。そうはいっても、そんなに変わってほしいという声が利用者から聞こ

えてこないではないかとおっしゃるかもしれないのですが、それは私が非常にいい例で、

この会議に参加するまで私自身も、自分が選択した道が唯一可能な選択肢で、それしかな

いと思っていました。でも、いざ情報がいろいろ入ってくると、なるほど、幼稚園、また

認定こども園という選択肢がなかったわけではないのだと思い知らされたわけなのです。

また、こういう会議で、国民の意見というのがなかなか吸い上げられていないのではない

かというふうに感じました。 

 最近、私の周りでは、親の働き方によって保育所、幼稚園と決められていることはおか

しいと、だんだん思い始めている人が増えてきまして、仕事をしているけれども、幼稚園

に入れたいと。そこで計画的に２人目を産んだり、親と同居したり、あるいは仕事をやめ

るという選択を考える人たちが目立ってきました。小１の壁の前に、新たな幼稚園の壁、

そういうおかしな制度設計による壁、幼稚園に入るために仕事をやめるという壁をつくら

ないためにも、そろそろ根本的な制度改革が必要なのではないかと思います。 

 そういう意味であえて申し上げるなら、私は、案の１を支持したいと思います。最終的

なゴールという意味ではこれしかないと思いますし、また、多様な形態を認める１でいい

と思います。あと、制度はやはりシンプルな方がいいと思いますので、そういった意味で

は、１以外ですと、国民に提示したときに非常にわかりづらいというふうに思います。こ

のように根っこを同じにした上で、是非とも幼稚園と保育所が実際にお互いの施設を行き

来して交流をし、連携していくことが本当に難しいことなのかを試してみてはどうでしょ

うか。地方では非常にうまくいっている例がたくさんあると伺っております。テーブルの

上で議論をするだけではわからないことがたくさんあるので、是非とも、体温のある交流

といいますか、そういったものを行っていただければと思います。 

 長くなって恐縮ですが、それとは別に、待機児童の問題、是非これは進めていただきた

いと思います。子どもを産んで、仕事と家庭を両立することは非常に不安だと思っている

女性が今もたくさんいます。その要因の一つに、子どもを産んでも保育園に入れないかも

しれない、仕事をやめなければいけないかもしれないということを感じている人が多いの

だと思います。利用者からすれば、これは大変ぜいたくかもしれないのですが、第１希望

の保育園に入れなかった時点でかなり不満感を覚えている人がいると思います。家のすぐ

そばに保育園があるのに、なぜ遠い保育園に行かなければいけないのか。毎日の送迎を伴

うことなので、これは大きな問題だと思います。 

 仕事を続けるには保育園に入れるしかないという現状は限界に来ていて、このままでは

やはり選択肢が少な過ぎると思います。ですから、入れなかったときの受け皿、と言って

は失礼かもしれませんが、ほかの代替施設がもっともっとあっていいと思いますし、それ

は安心感にもつながると思います。人によっては最初からそちらを選ぶ人も出てくると思

います。ですから、是非とも多様な選択肢と量的な拡充、これを心より期待したいと思い
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ます。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、金山委員、お願いいたします。 

○金山委員 私は質問をさせていただきたいと思います。先ほど御説明いただきました、

資料１の８ページ目、幼保一体化の進め方について教えてください。私たちＮＰＯ法人マ

ミーズ・ネットは「子育てひろば」等を運営しまして、子育て中の親と子どもを支援する

活動を行っております。下の（２）「幼保一体化の進め方」の３番目の黒ポツ、「市町村に

おいては」というところで、「地域における満３歳以上の共働き家庭の子どもの状況、満３

歳以上の片働き家庭の子どもの状況、満３歳未満の共働き家庭の子どもの状況など、地域

の実情等に応じて、必要なこども園（仮称）、幼稚園、保育所等を計画的に整備する」とご

ざいます。また、参考資料の 16 ページにも、「幼保一体化の進め方（イメージ）②」の図

の中には、「子ども・子育てに関する需要」とされながら、この３つしかないわけです。 

 何が言いたいかといいますと、満３歳未満の片働き家庭の子どもが外されている理由に

ついてお知らせいただきたいと思います。幼保一体化の大きな目的の中には、支援を必要

とするすべての子どもと家庭が対象ということになっています。３歳未満で家庭にいれば

支援は必要ないだろうということではないと思いますので、そこのところを教えていただ

きたいと思います。 

○大日向座長 濵谷課長、お願いいたします。 

○濵谷課長 失礼しました。最後の子どもの状況は、典型的な状況ということでございま

して、本体資料８ページの③、「家庭における養育支援の充実」ということで、こども園（仮

称）については、３歳未満の専業主婦の親への支援、あるいは市町村による子育て支援拠

点事業等によりまして、３歳未満の働いていない家庭も支援することも大前提。それも計

画に基づいて、計画的に事業の推進を図っていくということでございます。 

○大日向座長 よろしいでしょうか。絵にも落としてほしいということですね。 

○金山委員 そうです。文言から抜けてしまうと忘れられてしまいそうなので、是非盛り

込んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員 意見書の５ページに資料を載せております。国公幼といたしましては、今、

御説明をいただきましたさまざまな意見をとりまとめていただきまして、一つの案に調整

していただいたことに本当に感謝申し上げます。幼児教育の重要性と、希望するすべての

子どもへの保障のためにということを、これからも考えていただきたいと思います。子ど

も・子育て新システムを、将来この国を担う人材育成という大きな視点に立って、幼児教

育が人格形成の基礎をつくること、義務教育及びその後の教育の基盤となっていくことの

重要性を十分に踏まえて検討されることを、改めて強く願っております。 
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 １番から５番まで具体的にここに記述しておりますが、それはごらんになっていただき

まして、感謝申し上げることを説明いたしまして、これからも子どもたちのために、より

よいこども園（仮称）をつくっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 では、入谷委員、どうぞお続きで幼稚園としてお願いいたします。 

○入谷委員 私どもも今回も意見書を提出させていただいております。毎回、意見書を提

出させていただいておりますけれども、この意見書は、全国各地の私学教育、幼児教育の

現場から寄せられてきている、子どもたち、保護者、教職員、更には地域の人々の思い、

願いを代弁して提起させていただいているものであります。今回示された案が、現場の思

い、願いに寄り添う内容になっているのか。更には、御説明の文章のあちらこちらで言及

されている「更なる幼児教育の質の向上」をこれで図れるのか。真摯に熟読吟味させてい

ただきまして、更にみんなと議論しながらしっかり見極めて、今後、対応させていただき

たいと思っております。 

 今、大橋委員からもお話がございましたように、一つの形にこの案をとりまとめられて

きた担当官の方々の御労苦に敬意を表します。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、菅原委員、普光院委員、そして渡邊委員の順にお願いいたします。 

○菅原委員 それでは、私から幾つか申し上げてみたいと思います。 

 この間５回程、幼保一体化ワーキングチームの検討会が開かれておりますけれども、そ

の中でかなり貴重な意見がかなり積み重なってきているのではないかと思っております。

５案が提示された以降も約３回、議論を重ねているかと思います。その中で、理念なり方

向性をきちんと持ちましょうと議論されたのは、非常に大事な点だったのではないかと思

っております。そういう意味で、今回の５案の中では、入りやすい入り方としては、３案

を出発点にすることについて、私自身もそういう方向でよろしいのではないかという意見

を述べました。しかし、最終的には、きちんとした理念に基づいた、第１案の方向性がき

ちんと見えるような仕組みづくりをすべきではないかと思っております。 

 もう一つ、議論された中でこれだけは大切にしましょう、守っていきましょうというこ

とで意見がまとまった点が幾つかあったと思います。その内容については、７項目にまと

めて、私の提出資料９ページの２のところにまとめてみました。この点は非常に大事な点

だと思いますので、今後の議論の中でも、あるいは制度設計のつくりの中でも、継承させ

ていただきたいと思います。 

 それから、今日、説明を受けた問題について幾つか申し上げたいと思いますが、まず応

諾義務についてです。応諾義務については、追加資料として私の方からも提出させていた

だいておりますので、詳しい内容、考え方についてはこれを読んでいただくことにいたし
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まして、ここで発言として申し上げたいと思いますのは、応諾義務は基本的に、こども園

（仮称）すべてに義務を課すことが大事なことではないかと思うことです。 

 この資料や説明の中に、例えば建学の精神ですとか、定員がオーバーしたときというこ

とが載っておりますけれども、定員のオーバーについてはある程度いたし方がないと思い

ますが、建学の精神というのは、保育所であっても、幼稚園であっても、それぞれの設立

趣旨があり、また例えば宗教法人ですとか、さまざまな設立した一つの伝統というのがあ

ると思います。これを大事にすることは、これまでもそれぞれの文化を大切にしましょう

ということで申し上げてきましたけれども、ただ、これを保育料なり利用料につなげたり、

応諾義務の方につなげるというのは、これは正しくないのではないか。建学の精神という

のは現在でも生きていますし、守られていますが、例えば具体的な制度あるいは法律の中

には盛り込まれていないと思います。保育内容なり教育内容というのは、基本的には、新

しくできる指針なり、これまででしたら教育要領なり保育指針で、それをもとに我々自身

は子どもに対する教育・保育を進めてきたと思います。建学の精神ということは理解はし

ますけれども、制度を議論するときは、法律に盛り込むかどうかにかかわるような形で議

論すべきではないし、料金につなげるということは特に問題ではないかと考えます。 

 あるいは、繰り返しますけれども、応諾義務につなげることも、やはり基本的な理念と

しては正しくないのではないか。それは別の形で、例えば運用として現在やられておりま

すので、そういう中で生かされていけば十分対応できる考え方ではないかと思っておりま

す。 

 もう一つ、ここで幾つか申し上げておきたいと思いますのは、利用料の問題で上限を設

けるか、設けないか、あるいは自由にするかどうかという問題ですけれども、基本的には

今まで議論をしてきましたように、公定価格を基本としながら、もしも利用料を自由化す

るなら、そこは、現在でも恐らく幼稚園関係、保育所関係ではやられているところがある

かと思いますが、例えば園服ですとか、日曜日に英語をやっていると。そういうことでし

たら私は理解しますけれども、制度の中に、自由に上限なしに取ってもよろしいという考

え方を盛り込むことは、これは理念的に違うのではないか、これはまた別の議論をするべ

きではないかと私は思います。そこをきっちりと是非押さえていただきたいということで

す。 

 ３点目は、先ほども意見が出ていましたけれども、あくまでも保育なり教育というのは、

０歳から就学前、あるいはそれ以降まできちんと継続して発展していくものであって、３

歳児以降がどうだとか云々ということは、これまでの議論経過からすればちょっと違うの

ではないか。こども園（仮称）は、小規模であろうと大規模であろうと中規模であろうと、

きちんと基準を満たしたものについてはこども園（仮称）という形で統一するべきだと思

います。もちろん、それを無理やりに入れるということは今の出発点としてはする必要は

ないと思いますけれども、基本的には規模に関係なく、あるいは子どもが０歳か未満児か

ということではなく、こども園（仮称）という形で大きくくくっていく必要があるのでは
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ないかと思います。これは、子どもの発達する特性を考えてみても、そういう形で輪切り

にすべきではないということを私は明確にここで述べておきたいと思います。 

 ですから、資料 15 ページの右の方のマルの中に「小規模保育サービス」、あるいは 16

ページの下段のところに「乳児保育所のような保育所」という言葉が残っていますけれど

も、これは正しくないし、現在、未満児保育をやっているところに対しては失望感を与え

る等、決していい効果は生まないのではないかと思います。そういう点で、希望するとこ

ろは、きちんとこども園（仮称）の基準なりを満たせば名称を名乗ることも施設として認

めていくということを、理念的にしっかりとしていただきたいということです。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 普光院委員、お願いいたします。 

○普光院委員 最初に大日向先生から、こども園（仮称）の理想というものに、皆さんの

合意があったのではないかというお話があったかと思いますけれども、その理想というの

は何だったのかというと、すべての必要とする子どもに質の高い幼児教育、この「幼児教

育」という言葉もどうかとは思っているのですが、就学前教育・保育をと、そういう理想

に皆さんは大枠の合意をされているということにとどまっていると思うのです。 

 しかし、その合意があったとした場合に、今、菅原委員がおっしゃいましたけれども、

今回配られております「幼保一体化について（案）」の６ページ目にあるような考え方が、

なぜ出てくるのかということが私はよくわかりません。すべての子どもに保障するために

公定価格とする、これは大原則だということで、皆さんそのような御意見が多数だったと

記憶しているのですが、その後の「ただし、特色ある幼児教育など付加的な幼児教育・保

育を行う施設については、その対価としての上乗せ徴収を行うことを認める」という部分

は、私はこども園（仮称）に取り入れていただきたくないというふうに思います。以前に

も私は述べさせていただきましたけれども、このような制度を設けることによって公定価

格にした意味がなくなってしまう、これによって家庭が分断されてしまう、区別されてし

まうということがあると思います。 

 ２点目に、このような制度によって、不十分な給付を付加的徴収で補う制度になってし

まうのではないかということです。これも最初に申し上げましたけれども、実際幼稚園の

方にお聞きすると、幼稚園は決して欲張っているのではなく、運営が苦しいから、そうい

った付加的な料金をいただいて質のいい教育を行おうとしているのです、というような御

説明を受けたのですけれども、それはおかしいと思います。そうではなく、付加的徴収を

しなくても質のよい教育・保育ができる制度を求めるべきだと思います。ですから、付加

的徴収を行うことが当たり前になってしまうような制度に堕していかないためにも、ここ

には一定の仕切りをすべきだと強く考えております。 

 ３点目に、このような付加的徴収ということは、普通の市場原理で申しますと、ここで

付加価値をつくってそこで利潤を求めていくと。私も民間企業に勤めておりましたから、
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そういう仕事をしておりましたけれども、そういうチャンスになっていきます。そういう

チャンスにされることによって、親にわかりやすい、しかし、子どもの発達に合わないよ

うな早期教育合戦になってしまうとか、そういう装置になってしまうおそれもあると思い

ます。そういう意味でも幼稚園教育要領や保育所保育指針が目指している保育を、こども

園（仮称）において徹底したいと思うのであれば、このような制度でいいのかということ

はもう一度じっくり考える必要があると思います。 

 それから、先ほど菅原委員がおっしゃいました応諾義務の部分についても、「建学の精神

に基づく入園児の選考を認める」という部分については大変遺憾に思います。こういうこ

とがどうしても必要だとお考えになる園は、むしろこども園（仮称）ではない形で残る方

にしていただきたい。こども園（仮称）は、分け隔てなく家庭や子どもを受け入れる、そ

ういう施設にしていただきたいと思います。そういう意味では、この案が出た段階で私は

第１案には賛成できません。ちゃんとした方針を持っておられる保育所はそうだと思いま

すけれども、分け隔てなく家庭や子どもを受け入れた上で、その園が理想としておられる

教育や保育の方針を家庭と共有するように努力する、それが本来の姿だと思います。です

から、「入園児の選考を認める」という点は大変遺憾に思います。 

 それから、うちの会の会員の方々がとても心配されるのは、市町村があっせんするとい

う部分です。保育需要が供給を上回る場合に市町村はあっせんすると。あっせんだけでは

大変不安です。もちろん、待機児童対策ということですけれども、子どもたちに保育を保

障するという制度にしていただきたいと思います。 

 そして、その優先順位は、今、住民の意見を聞きながら市町村はぎりぎりのところで調

整をしていると思いますけれども、これが、この制度のスタートと同時にガラガラポンに

なってしまいますと、すべての子どもを受け入れられる待機児童対策がまず必要なのです

が、当面整わないときの優先順位というのはどうなってしまうのか。それは大変不安に思

います。今は時間の長さに応じて優先順位が決まっておりますので、育児休業者が優先さ

れているという状況があります。これもこれで問題があるという御意見もあろうかと思い

ます。ただ、女性の正規雇用者がせっかく両立支援の整っている職場に勤めながら、保育

園のために正規雇用を失うということがふえて、仕事を持ち子どもも産むという人生の選

択を阻害していくのではないかということで、大変心配をしております。両立支援という

ところとつながった就労支援という点では、その点も是非考慮に入れていただきたいと思

います。 

 すみません、長くなりましたが、私のレジュメがありまして、各委員提出資料の 11 ペー

ジになりますが、今の話とつながっております。今回、直接契約の制度になるのかなとい

うようなことを不安いっぱいで見ておりますけれども、要綱には「市町村の権限と責務」

が５つ並んでおります。制度が変わるときに、市町村の権限と責務が後退しないように、

これをきちんと保障されるように、改めて法律で決めていただきたいということをここに

書いております。「国及び自治体は、単に、給付の制度を実施するだけではなく、すべての
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必要とする子どもに良質な就学前教育保育が提供されるように保障する責任を有すること

を、法律で明確にすべき」、「市町村の『必要な子どもにサービス・給付を保障する』『計画

的なサービス提供体制の確保、基盤の整備責任』」ということが書かれておりますけれども、

これについて、待機児童対策や過疎地での対策において、確実に責務が果たされるように

する仕組みを法律で明確にしてほしい。 

 それから、市町村の「質の確保されたサービスの提供責務」ということが書かれており

ますが、これについても、「事業者が最低基準を上回るサービスを実施できるように施設整

備や給付などを行うだけでなく、指定制による契約関係を根拠として」と。つまり、市町

村は事業者と指定制による契約関係になると思いますけれども、これを根拠として、「利用

者（子ども）の権利を守り、不適切な事業を指導する等の権限及び責任を有することを明

確にすべきである」。この最後の部分は、保育園を考える親の会ではいろいろな保護者の方

から相談を受けてまいりました。本当にこの困った状況をどうしたらいいのかというとき

に、最後に頼るところは市町村でした。そういった状況もしっかり視野に入れるべきだと

思います。 

 基本制度ワーキングチーム及びこちらでも書かれておりましたが、人員配置基準の引き

上げが提案されております。これは大変うれしいことで、是非実現させていただきたいと

思いますが、地方分権等の今の状況、そして、お金が一括交付されるという仕組みになる

ときに、基準と給付の関係を明確にしていくことも求められるのではないかと思います。 

 こども園（仮称）の設置主体についても、前回のときにいろいろ御意見が出ておりまし

たけれども、多額の公金を受け運営する事業であり、利益追求が子どもの利益と相反する

関係になりがちな事業であることを前提に、設置主体については、公益法人と書きました

が、非営利法人というのが正しいかもしれません。非営利法人もしくは公益性のための規

制、例えば運営費の使途制限、参入・撤退の規制等を受け入れられる法人とすべきである

と考えます。 

 こども園（仮称）の認可については、認可される法人に求められる要件は国が明確にし

ていただきたい。認可のプロセスの透明性を高めるために、認可に当たっては、住民や有

識者の参加のもと、子どもや地域のために公共性をもって事業を行う事業者かどうかを審

査することが必要ではないかということです。何らかの機関が、市町村が財政的な理由か

ら必要な整備を抑制している場合には、子どもの権利の視点から意見具申できる仕組みも

考えたらどうかということです。 

 情報開示については、園庭・園舎面積、子ども１人当たりの保育室面積、配置人材の詳

細（日数、資格、正規・非正規などの雇用形態、経験年数）、直近の退職者数、保育課程、

かかるお金に関すること、指導監査結果、決算のあらましなど、定型の書式で開示すべき

である。 

 評価については、現在の第三者評価は、保育所の経営コンサルティングであって、利用

者の選択に資する中立的な評価とは言いがたい。施設が評価機関のお客様であるような現
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在の仕組みでは限界があるのではないか。基準面・ハード面については、指導監査と情報

開示でチェックすることにして、第三者評価は、こども指針（仮称）を遵守し、子どもの

人格や主体性を尊重する教育保育、あるいは地域支援となっているかのみを見るものとす

るなど、整理が必要ではないか。ただし利用者アンケートは重要だと思います。東京都は

審査料を補助しておりますので、大変普及しておりますけれども、他の地域では全く第三

者評価が普及していないという状況で、これは何とかしなければならないと思います。 

 それから施設の安定運営について、前回、山縣委員が提案された基盤給付のような仕組

みを設けて、施設が安定的に運営されるように、利用の多寡で施設の収入が変動するよう

な仕組みではない仕組みを考えていただきたいと思います。 

 最後に、この制度の案の中で「幼児教育」という言葉がどうしても引っかかるのですが、

０歳から６歳までのこども園（仮称）を検討しているのに、なぜ幼児教育という言葉にい

つまでもこだわっておられるのか。この際、「就学前教育」と言いかえたらどうかというふ

うに思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 ただいま、普光院委員から数々の貴重な御意見、あるいは御心配をいただきました。そ

れにつきましては、この後、御議論をいただきたいと思います。特に応諾義務とか徴収の

上乗せ分に関しましては、いろいろ御意見もおありかと思いますので、丁寧な議論をして

いきたいと思います。 

 ただ、１点、若干誤解があるかと思いますが、私が先ほど、このワーキングチームでこ

ども園（仮称）創設については、基本的に推進すべき方向であるとする点で大方合意され

たと理解できると申しました。それは、具体的にどの案ということではなく、幼保一体化

の目的に即して大方合意されているのではないだろうか。その目的というのは、日本に生

まれ育つすべての子どもに、親の生活状況あるいは年齢にかかわりなく、就学前の子ども

に養護と教育の両方を保障したい。それは親、家庭の役割であると同時に、それ以上に社

会のみんなで守り支えようとする、この理念は合意されていますねと申し上げたことです。 

 そして、先ほど応諾義務とか上乗せ徴収が出たときに、この言葉が出た限り案１につい

ては到底納得できないとおっしゃいましたが、今日、事務方がおつくりになった資料は決

して案１ではないと思います。最初に御説明しましたが、これまで委員の皆様のいろいろ

な御意見を踏まえて、特にどれということでなく、包括的な案を示されたのではないかと

思います。それに関しまして、細かな具体に関しては、本当に大事な点を、今、普光院委

員がたくさん出してくださいましたので、引き続き御議論をお願いしたいと思います。事

務局からも、今の普光院委員の御意見、御心配にお答えできるものがありましたら、後ほ

どお答えいただければと思います。 

 それでは、渡邊委員、お待たせいたしました。 

○渡邊委員 ありがとうございます。全国町村会の渡邊です。 
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 幼保一体化については、これまでもお話があるように、複数回にわたって一体化の理念、

こども園（仮称）の在り方について議論をしてきたところであります。幼保一体化は、長

きにわたって手をつけられなかった現行の仕組みを大きく変えるものであり、また、質の

高い幼児教育・保育をすべての子どもに提供する施設としてこども園（仮称）を創設し、

新しいシステムの中に取り入れていくことについては、少子高齢化が進み、女性の就労機

会も増加している今日の社会的な状況においては、時代の要請に合っているのではないか

と考えております。 

 しかしながら、多くの関係者を巻き込みながらの制度改正であることは確かであります。

先ほど来話がありますように、案１に至る過程として、現行制度との橋渡しをする仕組み

が必要であるという側面もあることから、先ほど示された案については、ある程度現実的

な内容とも受け取れる面もあるのではなかろうかと思います。その上で制度設計に当たっ

ては、いつも申し上げるのですけれども、必要な財源の額、費用負担区分、財源確保策を

セットで議論していく必要があり、そのためには、おのおのの費用負担に応じた財政試算

が示されなければならないと考えます。これらを明らかにしていった上で議論をしていく

べきではないかと基本的に考えます。 

 加えて今回の案は、指定制度の導入などにより、少なくとも現行よりも負担が増える案

であります。初めに制度ありきで進み、いざ実施となったときに、財源がないからできな

いということがあってはならないと考えます。「税と社会保障の一体改革」を政府の方で行

われるようでありますが、地方財源の確保がなされなければ、私ども地方の理解は得るこ

とはできないのではないだろうか。子ども手当しかりでありますけれども、財源は社会で

支えることが子ども・子育てシステムを構築していく中の基本であります。仕組みはつく

っても実施する財源がないからできないということになっては、皆様方のいろいろな意見

を聞きながら、そして、この意見を構築して制度設計を図る上で、これは最低限必要なこ

とでありますので、再度申し上げておきたいと思います。 

 そして、今日示された中で、具体的に申し上げますが、契約制度の下で保育が必要なす

べての子どもにサービスを提供するとしておりますけれども、市町村の調整、あっせんに

関する権限を含めまして、どのような仕組みで行うのか。これは具体的に示していただき

たいと思います。 

 それと、保育所と幼稚園がいずれの段階でこども園（仮称）になるのか。その時期が不

明確ではないか。「二重行政の解消」という言葉が先ほどの説明の中に入っておりますけれ

ども、このまま行けば、逆に三重行政につながりはしないかという懸念さえ感じておりま

す。幼稚園、保育所、こども園（仮称）という類型があることで、市町村の事務が煩雑に

なっていくおそれがあるのではないかと私どもは懸念しております。 

 そして、これはちょっと口はばったい言い方かもしれませんけれども、今日出された案

が最終的な案ではないと認識しておりまして、今、この段階で集約していくことは、皆様

もそう思っていると思いますが、時期尚早ではないかと考えます。保育や幼児教育の現場
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を預かる私ども地方公共団体をはじめ、関係者の意見はきちんと聞く必要があるのではな

かろうかと思います。政府がいろいろな制度設計をし、法律改正をしながら実施に移して

いく段階では、どうも一方的に意見が集約されてしまって、地方の意見が置き去りになっ

てしまう。いろいろと私どもの意見は出させられるのですけれども、結果としてそのこと

が反映されていかないというのが現実にあります。子ども手当についても、全額国庫負担

でやってほしいという要望はしておりますが、現実にそれはかなわない状態になっており

ます。そういう形で押し流されてしまうようでは、この制度設計も、皆さん方の意に反す

る形になりはしないかということで申し上げました。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 今、財源の話が出ました。社会保障と税の一体改革についての議論も政府・与党で加速

化していると聞いておりますので、この点について、香取統括官からお教えいただければ

と思います。 

 ２つ目の市町村のあっせんに関して、これは普光院委員も大変御心配でいらっしゃいま

した。それから、スケジュール感ですね。いつごろ、どういう形で移行するのか。この辺

りは濵谷課長でしょうか。あっせんに関しては今里課長でいらっしゃいましょうか、事務

局からもお答えいただければと思います。 

 失礼いたしました。清原委員は、今のことに関してですか。 

○清原委員 ありがとうございます。三鷹市長の清原です。 

 今日、事務局でおまとめいただきました「幼保一体化について（案）」の最終ページ、「幼

保一体化の効果・進め方」の最後に※印がございまして、「具体的な施策については、今後、

地方自治体、関係者等と十分に協議を行う」とあります。実はこの１行は大変重要でござ

います。渡邊町長も私も、この１行に力を得ながら取組をしていかなければならないぐら

い、自治体にとって大変重い内容が、本日示されました案には示されているからです。 

 と申しますのも、具体的なことを申し上げた方がよろしいと思いますので、３点申し上

げます。何よりも幼保一体化の取組というのは、座長がおっしゃいましたように、日本に

生まれ育つ子どもすべてが、どこに住んでいても、すなわち、どの自治体に住んでいても、

日本国民として、親の就労状況や地域的な状況の影響を大きく受けることなく、質の高い

保育と教育の保障を受けるためのものであります。どの自治体に住んでいようともナショ

ナルミニマムは保障されなければならないとするならば、地域の実情に合わせて、市町村

の責務ということがここに書かれている中で、幾つか、今後協議をしていただく上での重

要な論点があると思いまして、そのことを例示させていただければと思います。 

 １点目は、指定制度の導入や給付の一体化等によりまして、財政負担の増加が見込まれ

ますが、渡邊委員もおっしゃいましたように、地方の財源をどのぐらい、どうやって確保

するのかという点について現時点では不透明です。ただし、平成 22 年 12 月 14 日に「社会

保障改革の推進について」を閣議決定されましたが、その項目の中にこのように明確に書
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かれています。「政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定強化のた

めの具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保

と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実現に

向けた工程表とあわせ、23 年半ばまでに成案を得、国民的な合意を得た上でその実現を図

る」と。 

 いわゆる工程表として 23 年の半ばまでに、社会保障と税のことについて一定の検討をさ

れるということですので、一つの目安はその時期にあるのかなと思いつつ、実は三鷹市も

そうですが、今、いずれの市町村も来年度予算に向けてさまざまな編成の最終局面にあり

ます。実は、このような新たな制度がいつ導入されるか、どのぐらい事前に準備する必要

があるのか、そのために一般財源をどのぐらい捻出するかというのは非常に現実的課題で

ございます。その意味で、お金がなければ何もできないわけではございません、知恵を絞

ればいいわけですが、財源の正当性が示される必要があるというのが１点です。 

 ２点目は、このたび、市町村が事業計画をつくるということが明確に示されました。そ

の名称については、少し御検討いただいた方がいいのかなと思う名称ではございますが、

いずれにしましても市町村が事業計画をつくるということです。現行、「次世代育成支援行

動計画」というのをやはり５年ぐらいを目安に各市町村は持っているわけでございまして、

それとの関係性はどうなるのか。その中の一部になるのか。なぜならば、私たちは胎児か

ら乳児まで幅広く対象として、妊婦さんのことも考えているのが次世代育成支援行動計画

でございますので、こども園（仮称）に象徴される幼保一体化のことに関する計画を、そ

の現行計画とどう整合性を持つのか。あるいは、計画をつくり数値目標を示しましたら、

そのためにどういうサービスや事業を行うかということを定めるのが計画です。ただビジ

ョンだけを掲げるのが計画ではございません。例えば、認可・指定権限が基礎自治体に完

全に移譲されるのかどうかというのは非常に重要です。広域自治体である都道府県と一緒

にやっていくのか、都道府県が持つのか。あるいは私たちが持つとしても、ナショナルミ

ニマムがあってその上に地域の実情をどのくらい加えられるのかということなど、必要な

権限が市町村に移譲されるかどうかによって、財源のみならず私たちの仕事の仕方が変わ

ってくるということが２つ目の点です。 

 ３つ目の点は、これは大変難しい課題を私たち自治体はいただきまして、要保育度の認

定と保護者の施設の契約という仕組みを、実際的に市町村が担い切れるかということでご

ざいます。つまり、契約ということを尊重しつつ、しかし、保育所、こども園（仮称）、幼

稚園を希望するけれども入れなかった方の場合、特に待機児が多いところでは今でも課題

になっておりますが、契約された方と、そうではなく、要保育度が高いのに受け入れ先が

なかなか見つけられなかった方に関して、需要量が供給量を上回る都市部の場合、どのよ

うに対応できるのかというのは、相変わらず課題としては残り続けると思います。そのと

きの責任はどのように果たすことが客観的に妥当なのか。今の仕組みではそれなりにさせ

ていただいているのですが、新システムの場合、契約を直接される方とそうでない方とを、
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私たちがどのように平等に適切に支援することができるかという仕組みについては、課題

が残ります。 

 以上のようなことは、今後、重要な話し合いになるわけですが、実は平成 22 年 12 月 20

日に「５大臣合意」というのが示されておりまして、その項目にはこのように書かれてお

りました。「平成 24 年度以降の子ども手当の制度設計に当たっては、厚生労働省をはじめ

とする関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場において、子ども手当及びそれに

関連する現物サービスに係る国と地方の役割分担及び経費負担の在り方を含め、子ども・

子育て新システムの検討との整合性を図りつつ、幅広く検討する。その際、国と地方の信

頼関係を損なうことのないよう、地方の意見を真摯に受けとめ、国と地方が十分な協議を

行い、結論を得る」と。このように、国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働

大臣、内閣府特命担当大臣（少子化対策）の５大臣が明確にそれを公表されています。 

 ですから、先ほどの※印に書かれていたところは、実はしっかりこうした裏付けがあっ

てのことだと市長会としては期待しております。ただ、市長会の役員におかれましては、

この間こういうことがありながら、残念ながら子ども手当について、先ほど渡邊委員もお

っしゃいましたように、事前に言っていただいたことと 23 年度が変わってしまったことに

よりまして、やや不信感がないわけではない。これは正直に申し上げなければならない。

すみません、副大臣がいらっしゃるのに。 

 そういう中で私たちとしましては、ここに書かれている※印がなければ、今、申し上げ

ました主たる３つのテーマについても前進せず、そのことが、理念と効果が定かであると

確認されている子ども・子育て新システムの中のこども園（仮称）の創設について、自治

体が担えないことによる弊害が何よりも子どもに行くことを恐れるわけでございます。子

ども本意の制度改革だと思っております。自治体が話すと、すぐ財源のこととかそういう

ことを言うと思われるかもしれません。そうではなくて、そのことに裏付けられる法的な

根拠と、私たちが各自治体で、ナショナルミニマムを地域の実情に合わせて適切に保障し

ていくための仕組みづくりに対して、根拠となるものを共に獲得していくような仕組みに

なれば幸いだと思います。 

 お時間をとってすみません。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、今、出されたもろもろにつきまして、香取統括官からお願いいたします。 

○香取政策統括官 ありがとうございました。清原市長にお話しいただいたので、あまり

私が答えることがなくなったような気がするのですが、まず、「税と社会保障の一体改革」

の全体のスケジュール、あるいは進め方の話です。内閣改造がありまして、メンバー変更

等もございましたが、新聞等で報道されていますように、金曜日に政府・与党の会合が開

かれております。お話がありましたように、全体として 23 年半ば、６月を目途に成案を得

ることになっておりまして、それに向けて政府部内の各省、もちろん政府全体、与党を含

めた調整、更には与野党協議を経て超党派での合意を得るということで考えております。 
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 そういう中で、社会保障の中身の原案に相当するものをつくる作業は厚生労働省で行う

わけですが、厚生労働省は、与野党協議の場なり、あるいは政府で議論する場に対する原

案のようなものの作成を、少なくとも４月までにはそのとりまとめを行うことを決めてお

ります。これは全体のスケジュールを見て、当然、財源問題もありますから、財政当局と

の調整も必要ですし、政府部内、その他、総務省等との調整も必要です。与党との調整、

あるいはその先の調整もありますが、そういったスケジュールを見て、少なくとも４月ま

でにはというスケジュールを立てております。子ども・子育て新システムは、こういった

内閣府の場で検討をしているわけですけれども、政府全体とすれば、いわばコンテンツに

相当する部分の議論をしていることになりますので、基本的にはそのスケジュールに遅れ

ることのないようにとりまとめていただきたいというのが、私どもの目算ということにな

ります。 

 もう一つは、成案を得るに当たって、当然、大きな制度改正を行いますので、お話があ

りましたように、幼保団体を含め、町村会、市長会、知事会等、関係団体との調整をした

上で成案を得ていくことになります。特にこのシステムは、実際にサービスを担っていた

だく当事者と制度運営の責任を負っていただく市町村、自治体との合意形成がないと制度

は動きませんので、制度形成の案を作成する過程でそのプロセスをきちんと踏んでいくと

いうことで、全体のスケジュールを考え、そこから逆算しながら一つひとつ合意を積み重

ねていって、制度設計につないでいきたいと思っております。 

 それから、今の清原市長のお話の中で幾つかあったものですが、現実に今、待機者がい

る中で、こういった形でサービスを受ける地位を保障しながら、どういった形でサービス

を保障していくかということですが、これはこれまでの議論の中で議論されてきたことで

すので、繰り返しになりますが、例えば市町村が単独ですべての責任を負って、確実にす

べての子どもに配給をするようにサービスを提供することは、もちろん単独ではできない

ということになります。それから、個々の事業者もやはり事業者のキャパがありますので、

そういうこともできないということになりますし、全体のサービスを増やしていくために

は財源手当が要るという意味では国の責任になります。 

 その意味で言いますと、問題を解決していくためには、それぞれの主体がそれぞれに役

割を果たして、合わせ技一本で問題を解決していくことになるだろうと思っております。

そのためのさまざまな仕掛け、仕組みとして、市町村がきちんとニーズを把握して計画を

立てるとか、それに見合った財源を国が用意するとか、それぞれの主体に応諾義務、その

他、一定のサービスを提供していくための責務を課す形で、それぞれに役割を果たしてい

ただくということで、制度設計の御議論をいただいているのではないかと思います。 

 もう一つ、計画との関係です。これは若干技術的なことになりますが、支援計画を根拠

づけている次世代法は、御案内のように実は時限立法になっておりまして、たしか 10 年だ

ったと思います。そういう意味では恒久的な法律になっておりませんので、今回、計画策

定についての規定を置いたときに、次世代法の計画全体をきちんと位置づけ直す、あるい
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は、次世代法全体の計画との関係で今回の計画の中身をきちんと位置づけるという作業が

当然必要になります。入れ子のような形でつくるか、次世代法のような包括的な計画を策

定することを前提に、いわば必要的記載事項としてこのシステムにかかわることを書くか。

その辺は、若干法制的な問題もありますが、そういった形で位置づけをしていくことにな

ります。 

 最後の御質問ですが、今、申し上げたことと関係するわけですけれども、さまざまな主

体が合わせ技一本で現実の問題を解決していくときに、市町村にどのくらい権限と責任を

強く持っていただくことにするのか。あるいは当事者に、より責任を持っていただく形で

調整権限のような形で付けるのか、それはまさにやり方だというふうに思っております。 

 少し長くなって恐縮ですが、今回、５案を提示するに当たって、応諾義務の話をどうい

うふうに考えたらいいだろうかということで、我々はこれまでの議論も踏まえて少し考え

ていたのですが、今回の幼保一体化の基本的な考え方として、「希望するすべての子どもに

幼児教育を保障する」という考え方を立てています。ということになりますと、保育所と

の関係で例えば福祉的な要素があるとか、ないとか、そういうことは抜きに、幼児教育固

有の世界の考え方でも、すべての子どもに幼児教育が保障されることが実現されないとい

けないということになります。 

 その考え方からしますと、今日議論になっております、個々の事業者の方の建学の精神

でありますとか、そういう要素と、それはそれとして、確実に落ちこぼれなくすべての希

望するお子さんに幼児教育が提供されることが達成されなければいけない。そういう意味

で、システムとしては幼児教育を担うこども園（仮称）なり幼稚園なり、全体としては、

確実に子どもを受けとめるという一種の応諾義務があるという理屈になりますので、それ

を個々の事業者にどれくらい義務として課す形をとるのか。個々の義務は別として、個別

の問題として市町村で解決する形をとるのか。幼稚園と保育所の関係を別にしても、幼児

教育の世界だけでもそういう議論があるだろうということもあって、実は今回のこの応諾

義務の議論をしているということになります。 

 もう一つは、先ほどの 16 ページの絵のところです。この絵を１案と見るか、３案と見る

かというのは、説明の仕方によるのですが、この案の考え方は、０・１・２に教育がある

かどうかというケア論的なことはおくとして、今の学校教育法上規定されている幼児教育

は、３歳以上の子どもということになっている。かつ、「希望するすべての子どもに保障す

る」という前提で制度を書くとすると、３歳以上のお子さんは、働き方のいかんにかかわ

らず、すべて幼児教育の需要を持つ、あるいは幼児教育を受ける地位があるという整理に

なります。そうしますと、それを担う提供体制をつくる必要があります。 

 裏返して言いますと、３歳～５歳のお子さんを預かっている保育所は、そのお子さんに

対する幼児教育を保障する責任が生じることになりますので、論理的にすべて幼児教育の

機能を持つということになります。ここは論理的にこども園（仮称）にならないと、すべ

ての子どもに幼児教育を保障するという責務が達成できないことになりますので、そこは
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全部カバーするということになります。他方、０・１・２歳のお子さんについては、学校

教育法の体系からいくと、このお子さんたちは幼児教育の需要の対象ではないということ

になりますので、その部分はさまざまな保育サービスをもってカバーする。あるいは、０・

１・２歳にのみ提供する保育所の形態が一応あり得るということになります。逆に３～５

歳のところで、働いておられない、幼児教育のみのニーズを持つお母さんというのは一定

存在することになりますので、それを頭に置いてベン図を書くと、上にあるような絵にな

ります。 

 今回、こども園（仮称）は幼児教育・保育を一体的に提供する施設ということになりま

すので、ある意味ではオールマイティの施設です。このニーズすべてをカバーするのがこ

ども園（仮称）であるということになって、その部分に関して言えば、一元的にこども園

（仮称）がすべてのニーズをカバーする施設として位置づけることができるということに

なります。 

 他方、現実のニーズとして、０・１・２歳で保育のみを必要とするお子さんとか、３～

５歳で幼児教育のみを必要とするお子さんがいらっしゃって、サービス類型として、そう

いった方々のみを対象にして幼児教育のみ、あるいは保育のみを提供する施設類型は現実

に存在しますし、論理的にも存在する。０・１・２のところは、それこそ保育所以外の多

様な保育サービスという形で、このニーズをカバーするものが存在することになりますの

で、そこはそういった形でのサービス提供類型は存在し得る。そういった方々にすべての

サービスをフルスペックで用意することを義務づけることは、実際的でもありませんし、

現実のニーズとの関係でも現実的でないということで、そういう類型は一応あり得るとい

うことになるので、右側、左側にそれぞれ、幼児教育のみの機能を持つもの、あるいは０・

１・２の保育のみの機能を持つものというものがあり得るということで、この絵を書いて

おります。 

 こういったものも含めて全部、こども園（仮称）と呼ぶか呼ばないかというのは、いわ

ば制度設計の問題ですし、新システム上はすべて幼児教育・保育を提供することになりま

すので、指定の対象となり、サービス提供の対象となり、幼児教育の目で見れば、こども

園（仮称）も幼稚園も同じように幼児教育を提供するものとして費用保障が行われるとい

う論理になる、ということでこの絵をお示ししているわけでございます。 

 こういう考え方の中で、例えば、すべてのお子さんに幼児教育を保障するという観点で、

私立幼稚園・私立保育所を含めどのような社会的な責務を負っていく形にし、権限という

か、責務というか、表裏だと思いますが、それを担保するための市町村の権限をどの程度

位置づけるかということが、基本的には論点になるのではないかということでございます。 

 あと、補足があったら課長にお願いします。 

○大日向座長 濵谷課長、今里課長、補足はありますか。 

○濵谷課長 １点だけ、計画と指定権の関係ですけれども、まず大前提は、これから市町

村関係者を含めて十分協議させていただきますので、現段階では、名称を含めて何も確定
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したものではございません。確かに指定権との関係をどうするかということは、権限移譲

の在り方、仮に広域的な観点からの指定になったとしても、その場合、計画と指定との関

係を何らかの形で整合性の確保が必要になりますので、その点を制度的に担保することは

いずれにしても必要になろうかと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 今里課長、いかがですか。 

○今里課長 私も一言だけ。市町村の調整といいますか、あっせんといいますか、今、統

括官から御説明申し上げましたように、それはまさに、だれがどのように責任を持つかと

いう設計ということで、これから十分協議をしていかなければいけないことです。例えば

具体例をもう少し挙げますと、定員を上回って人が来たときに当然、選考というのが必要

になりますけれども、そういう選考の基準を市町村が決めるのか、それとも施設が決める

のか。あるいは施設が決めるにしても、ガイドラインは市町村が決めるのかとか、そうい

うことが、今、統括官が申し上げたことの、具体的にはどういうふうにしていくのかとい

うことに反映される事柄だと考えます。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 ただいま、香取統括官から、非常にわかりやすい御説明をいただいたのですが、１点、

確認しておきたいのは、２つ表現を使われていたと思います。「すべての子どもに幼児教育

を保障する」という言葉と、「すべての子どもに幼児教育・保育を保障する」という言葉と、

２種類使われていたと思いますが、「すべての子どもに幼児教育を保障する」というのは学

校教育法体系のもとでの御説明ですね。「すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障

する」というのが、このこども園（仮称）の体系であるということです。しかも、そこに

おいては、こども園（仮称）がフルスペックではなく、多様な形を認めることも前提とし

て考えられるのではないかという御説明だったと思います。 

 そこに至りますと、先ほど、渡邊委員、清原委員、そして一部、普光院委員から出され

たことに関してはある程度お答えいただいたと思いますが、普光院委員、菅原委員がお出

しくださった上乗せ徴収の部分に関しては、重要な課題としてまだ十分お答えしていただ

いていない。あるいは、この委員会の中でほかの委員の皆様の御意見もいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、山縣委員、溝口委員代理、中島委員、佐藤委員、秋田委員の順にお願いいた

します。 

○山縣委員 ありがとうございます。山縣です。 

 今日、御説明を聞いたところで、必ずしも十分理解できているわけではありませんけれ

ども、本日の修正案についての総括的な感想をまず言わせていただきたいと思います。こ

れまでの各委員の議論をベースに私の意見も幾つか御配慮をいただいた、その５つの案か

らの修正案であるという理解をしておりまして、この点については事務局の作業に感謝い
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たします。 

 しかしながら、これまでも申し上げていたことですが、修正案におきましても、10 年後

から本格的に三元化する、そういう理解になってしまいます。10 年後が目標だということ

になっておりますので、結果として 10 年後から三元化すると。法律的位置づけも、学校教

育法、児童福祉法、こども園（仮称）法。最後のものはよくわかりませんが、三つの法律

で管理することになると思います。第３案支持で第１案反対の委員の多くには、第１案は

15 年から 20 年後の姿であるという意見があったと記憶しております。この修正案ですと、

10 年後に三元化が始まり、そこから様子を見て何十年かたって第１案の検討ということに

なるのではないか。そうすると、これまでの意見にも合わないのではないかという気がい

たします。 

 また、恐らく実態としては幼稚園の分断となり、当初は幼稚園であったものが事実上、

徐々にこども園（仮称）に変わるというのが私の認識で、幼稚園にとっては非常に寂しい

制度設計なのではないかなということです。これは前回の第５案、それはもっと寂しい案

だったのですけれども、今回においても、第２案にかなり近づきつつあると思っています

が、それでも外枠にあるということは同様のイメージがあります。少なくとも、すべての

園を一つの法律の下にこども園（仮称）として位置づけ、幼児教育機能しか果たさない施

設、福祉機能しか果たさない施設を附則等で、当面の間、例外施設として位置づけるとい

う考え方はできないのかどうかというのが総括的な私の感想でございます。 

 かといって、反対ばかりしていても議論は進みません。せっかくの事務局の裁定案を委

員としては尊重したいと思いますので、本日の説明に基づいて、私が感じたことを順不同

で５点申し上げたいと思います。 

 １点目は、こども園（仮称）における教育に関する理解ですけれども、すべてのこども

園（仮称）を学校教育法に位置づけることについては賛成いたします。その場合、こども

園（仮称）においては現行制度を前提にすると、３歳以上に対して、学校教育法に基づく

義務教育の基礎を培う教育と、保育所保育指針に基づく０歳児からを対象にした教育の２

つが存在することになります。これは、今、座長が整理されたとおりですが、これらにつ

いては是非こども指針（仮称）に関するワーキングチームの方でしっかり検討していただ

きたいと思います。また、保育所からこども園（仮称）に移行する施設には、少なくとも

義務教育の基礎を培う教育を実施できるような人的整備、あるいは研修時間の確保などが

必要ではないかという感じがいたします。 

 ２点目は、こども園（仮称）と社会福祉との関係です。すべてのこども園（仮称）を児

童福祉法に位置づけることについても賛成いたします。この場合、恐らく並行的に社会福

祉法にも位置づけられることになると思います。そうすると、幼稚園からこども園（仮称）

に移行する事業者については、社会福祉法上の規制や制度が適用されることを認識してい

ただく必要が出てきます。例えば第三者委員制度、運営適正化委員会などの苦情解決制度、

あるいは第三者評価、情報開示、透明性の確保など、利用の促進や質の向上に資する制度
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の義務、あるいは努力義務が課せられるという認識をしていただく必要が出てきます。 

 それから、幼稚園として継続される場合の預かり保育を福祉事業に位置づけることにな

っておりますけれども、こうした場合も、福祉事業ですから、恐らく社会福祉法に位置づ

けることになると思います。そうすると、幼稚園においても預かり保育をされる限りにお

いて、社会福祉法上の義務、努力義務が課せられるという認識が求められることになりま

す。 

 ただし、幼稚園から移行したこども園（仮称）が、預かり保育的なものを行うのが福祉

であるという認識については、私は個人的にはちょっと疑問があります。そんな狭いもの

なのかなという感じがいたしております。福祉機能は短時間の利用であっても求められる

というのは、前回既に資料提出をしておりますので、それ以上は申し上げません。 

 ３点目は、給付の内容に関する説明内容についてでございます。幼保一体給付（仮称）

の基本利用料に例外を積極的に認める問題点につきましては、菅原委員や普光院委員の意

見に同感です。あるいは、座長が、ここで議論したいと言われたところに私は同感でござ

います。上乗せ利用料を払えないことが応諾義務を果たせない裏の理由になることには、

やはり問題があるという気がいたします。特色ある給付は否定するものではありません。

これは菅原委員がおっしゃったように、幼保一体給付（仮称）以外で、現在同様、午後な

ど自由に行われたらいいのではないかと思います。幼保一体給付（仮称）の中で差をつけ

ることについては問題があるのではないか、そういう認識でございます。 

 また、入学金の徴収の例が出ておりますけれども、現在、保育所では、長い間かけて、

入学金の徴収は認めないということで現場では統一されていると思います。この絵を見ま

すと、保育所から移行するこども園（仮称）が、かつてのように入学金の徴収をしてもい

いと、そういう逆の理解もできてしまうことになります。その辺についても恐らく利用者

からさまざまな声が出てくるのではないかということで、やや疑問があるということでご

ざいます。 

 ４点目は、認定の基準に関してですけれども、現在の認定こども園は保育所と幼稚園の

基準を同時に当てはめ、要件がぶつかるところはできるだけ柔軟にと、そういう基準にな

っています。新たに想定されておりますこども園（仮称）については、それが基本になる

という理解をしますけれども、新しい施設として、夢を持って、子どもの成長・発達の場

にふさわしい、子どもの最善の利益に配慮した理念、物的・人的環境を整備するという考

え方をしたらどうかというふうなことを思っています。 

 最後になりますけれども、５点目ですが、実質的にシステムを担う市区町村の体制整備

と意識改革についてでございます。これも何回目かでしゃべったと思いますが、今まで所

管外であった、私立学校を、市町村がかかわる事業として位置づけるということになりま

す。制度的にどうするかは別にして、事実上、計画等ではそこは扱わなければなりません。

需要との関係での事業整備計画については、とりわけ都市部の私立幼稚園の場合、保育所

以上に利用が広域化しているという現実への対応が必要となります。すなわち、需要は居



 ２８ 

住地の市町村、利用は他の市町村という実態を組み込んだ基盤整備計画が求められること

になります。基盤整備責任を、どのような形で市町村に課するのかということです。現在、

既に周辺の市町村を利用しているから、そこは責任がないということにするのか、広域整

備という発想を持つのか。そういう点につきましては、介護保険や障害者自立支援サービ

スでの前例が、少しは参考になるのではないかという認識をしています。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 失礼いたしました。先ほど渡邊委員から、「こども園（仮称）をいつごろから」という目

途のスケジュール感について御質問があったのですが、それについてはまだ事務局からお

考えをいただいていなかったと思います。ゴールなのか、スタートなのかというところで

すが、香取さん、お願いいたします。 

○香取政策統括官 個々の園が具体的にどういうふうに移行してくるかというところの議

論はまずこっちへ置いておくとして、頭の整理をしていただくとすると、先ほど申し上げ

ましたように、すべての希望する子どもに幼児教育を保障するという観点からすると、そ

の幼児教育の保障を担うべき施設は、この絵で言いますと、３～５歳に対応する幼稚園と

こども園（仮称）ということになります。３～５歳のお子さんをお預かりしている保育所

は論理的に幼児教育を提供する機関にならないと、幼児教育を希望するすべての人に保障

するということになりませんので、論理的には、３～５歳のところを持っている保育所は

すべてこども園（仮称）に移行することになります。制度的にはそういう形になります。 

 次の問題は、こども園（仮称）が要求するサービスの水準なり基準を、個々の保育所が

カバーできるかどうかということになります。そこは、どういう基準をつくり、満たない

ところについては、移行の支援をきちんと行うことで移行していただくことになりますの

で、むしろそこは移行の支援措置と実際の保育所の行動ということになると思います。同

様に幼稚園についても、全体の７割が預かり保育をしているわけですから、保育を必要と

するすべての子どもに保育を保障するという観点からすれば、その部分については、こど

も園（仮称）の基準を満たすということになればこども園（仮称）に移行してくる。ある

いは、移行して来ていただくということになりますので、そういう前提で支援を行うこと

になります。ですから、いつまでに移行するというのは、どういう基準でこども園（仮称）

の基準を設定するかということと、支援措置をどのようにしていくかということになりま

す。 

 例えば、実際にはこういうことはあり得ないわけですけれども、こども園（仮称）の基

準が幼稚園の基準よりも低いということになれば、論理的に全部移行できることになりま

す。実際にはそういうことはないので、ありませんけれども、そこはこども園（仮称）の

基準をどういうふうに設定し、今の幼稚園あるいは保育所からの移行の支援をどのような

形で仕組むかということで、そこで経過期間なり何なりを位置づけるということになりま

す。 

 例えば療養型等、医療保険などの例を見ると、病院の居室面積を１人当たり４平米のも
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のを６平米にしますと。基準が上がるとついていけないことになりますから、そこは施設

整備の手当をしながら移行してもらう。移行期間に、別途の経過措置を付けて移行させて

いただくというようなことをやりますので、そこは、そういう形で現実に移行できる期間

を設定することになります。そういう考え方からすると、恐らく 15 年とか 20 年とかいう

ことにはならないのではないかと思いますが、どのような基準をつくるかということと、

支援措置をどうするかということで、実際的に決めていくことになろうかと思います。 

○小宮山副大臣 できるところからやるので、10 年後からということではないですね。 

○香取政策統括官 今の話からすると、論理的には移行してもらわないと理念が担保でき

ないことになりますから、本則上は基本的には移行していただく前提で、経過措置なり移

行措置の支援をしながら移していただく。法制上はそういう仕組みになると思います。 

○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。溝口委員代理、中島委員、秋田委員、佐藤委員の順

でお願いいたします。 

○溝口委員代理 山口の代理で溝口と申します。山口と大きく違いまして、私は保育士で

ございます。東京の田舎、あきる野市というところの認証保育所、１園のみを運営してい

る者でございます。１つの質問と、１つの不安と、意見書ということでお話しさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

 今朝も私のところへ赤ちゃんを抱いたお母さん、11 月に生まれたそうですが、認可保育

園の通知が来て落ちましたとやって来ました。朝、まだ９時でした。大変困っているとい

うことでした。私のところは 31 人定員で 35 名預かって、いっぱいですから、入れないの

ですけれども、何とかせねばならないと思っています。私のところは国で言うところの認

可外保育施設です。教育要領、保育指針等がお話に出ていますけれども、そこから漏れて

いるのが認可外でございます。皆さんの論議の中にありますように、「すべての子どもに」

というところに立ち返ったときに、ここはきちんと含まれてくるべきですし、大体、国の

制度の中で、認可外保育所が大きな役割を担っているなんていう国は恥ずかしいと私は思

っております。ですから、「すべての子ども」ということを考えていただきたいと思ったと

きに、ずっと論議している中の１案というのが私は一番よろしいのではないかと思います。 

 質問の１点目は、参考資料の 15 ページ目ですけれども、こども園（仮称）の姿です。い

ろいろなものがごちゃごちゃ入って、その中にこども園（仮称）という形になっておりま

す。私が勉強不足なところもあると思いますが、イメージしてきたのは、そのマルの一つ

ひとつではなく、それを含めてこども園（仮称）というイメージがありました。今はこの

ような形になっているということですが、先ほど香取さんのお話の中で、３～５歳児は学

校教育法というくくりですとか、そのようなお話の中では理解するのですけれども、この

中の緑色のこども園（仮称）ですが、これは一体何を想定しているのか、これは何のこと

なのかということを質問させていただきたいと思います。先ほどの私の話、認可外保育所

がここに入ってくるのかなということを含めて、御質問させていただきたいと思っていま
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す。 

 教育要領、保育指針がかかっていないということは告示がかかっていないわけですから、

私のところでは７名の子どもが来年小学校に行きますが、これは国の義務を果たしていな

いことになっているように思っております。保育所保育指針は準じているだけですので、

そのような形になっているのかなと思っております。 

 それから、不安の材料の１点ですが、先ほど三鷹市長からお話がありました部分は、私

も不安に感じております。あきる野市というのは東京の田舎です。26 市のうちの１つです。

こんなところで言っていいのかわかりませんが、財源等もあまりないし、すべての子ども

のために保育行政をやっているとは到底思っておりません。ですから、たくさんの方が困

っていらっしゃる。現行でもそういう状況なわけです。そのときに、基礎的な自治体がや

りやすい形にしてあげない限り、「すべての子どもに」といったものは結局は絵に描いた餅

になるのではないかと思っております。資料の８ページ、「国による制度改正及び基本方針

を踏まえ」というところですが、基礎的自治体というのですか、そういう自治体側もきち

んとこの方針を踏まえるためには、基礎的な自治体がやりやすい形の、何かインセンティ

ブが働くようなものをきちんと整備していただきたいと思っております。ここが不安な部

分です。 

 それから、いろいろな話ですみません。意見ですけれども、提出資料の 13 ページに出さ

せていただいております。先ほどの参考資料の 15 ページとも絡むのですけれども、こども

園（仮称）というものが、もっと包括的にいろんな形であってもいいのではないかなと思

っております。雑駁な言い方でよくないかもしれませんけれども、こども園（仮称）を食

堂と置きかえたときに、そこで選択肢があって、和食でもいいし、中華でもいいし、弁当

でもいいわけであって、それを利用者側が選択できる。食堂というと逆にわかりにくいか

もしれないですね、こども園（仮称）という中で選択するような仕組みにならないかなと

思っております。そうすると、ずっと論議されてきました建学の精神だとか、文化だとか、

歴史とかいうものも含めて選択肢の幅になるのではないかと思っております。もちろん、

応諾義務等は発生するべきだと思っております。 

 ２番目の方は読んでおいていただきまして、そんな意見でございますが、14 ページの下

線が引いてある部分です。いろいろな制度がイコールフッティングされない場合、論議か

らいつも漏れているのですが、我々就労している保育者側のインセンティブというのは、

実際はお金によってインセンティブされているわけではないと思っています。私たちは保

育士の専門家ですから、幼児教育もそうですが、「すべての子どものために、今、変わらな

ければならないんだ、それが未来のためなんだ」と考えたときに、必ずそれを実現する方

向に動いていくように思っております。 

 実際は、国民や、今日預けに来たお母さんもそうですが、すべての人たちが今、子ども

のために変わらなければならないのではないか。だからこそ、幼保一体化なのか、財源の

仕組みなのかということを、本当に論議できるようなことをしていけば変わっていくのか
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なと。いつも置き去りになっているのは我々現場にいる保育者、本当の保護者たち。その

意見をきちんと考えていかないと国民の総意にはならないと思います。逆にそこがきちん

と担保されて、本当に未来に進んでいく新システムの形になるのであるならば、恐らくこ

の一体化、こども園（仮称）というものは成功していくのかなと思っています。 

 その意味で、現状でさえ、幼稚園なのか、保育所なのか、認証保育所なのか、認可外な

のか、利用者はわかっていません。行政の方もわかっていません。そんな仕組みの中で、

また新たにいろいろなものが生まれてくることは混乱を招くだけです。それからイコール

フッティングしないでそういったものができた場合は、今でも実際はあると思っています。

私は保育士です。幼稚園教諭も持っています。ところが、幼稚園の先生の方がステータス

が高いのではないかと言われることもあります。別にそんなことはどうも思っていません

けれども、実際は、制度の枠があると必ずそこに格差のようなものが生じてくることにな

っております。それでは「すべての子どもに」という形でインセンティブが働くとは思え

ませんので、１案のように、すべてが同じような形で進めるようにお願いしたいと思って

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す。 

 中島委員、お願いいたします。 

○中島委員 私からも、意見と、質問について発言させていただきます。ここまでまとめ

ていただいた事務局の御苦労につきましては感謝を申し上げたいと思いますが、改めてい

ろいろな課題が浮き彫りになってきたと思っております。こうした点を踏まえ、私からは

５点、質問、意見を申し上げたいと思います。 

 １つは、今日出していただいた資料を素直に見ますと、直接契約方式が提案されている

と思います。これを素直に読みますと、保護者が施設を自ら探し、各施設に保護者が直接

申し込み、施設が子どもと保護者を選考し、場合によっては選抜を認め、入園できないと

なったら初めて市町村が調整に入るということで、入れなかった方が最後に市町村の窓口

にたどり着く仕組みというふうに読めます。何度も申し上げますが、直接契約方式では、

低所得者の方やひとり親であるとか、リテラシーの少ない方ほど手続のステップが多くな

ると思います。また、入所の優先順位について曖昧になるのではないでしょうか。このま

まだとすれば、現状よりもそれらの方に対する利用保障が後退すると思いますので、ここ

は、先ほどの市町村の実施責任と権限とセットで知恵を出さないといけないと思っており

ます。 

 ２つ目ですが、応諾義務について明確にここに示していただいたことについて、大変あ

りがたいと思っております。問題は、これが実効性として担保できるかということです。

先ほど来、皆様が御指摘になっている課題を一つひとつ精査していく必要があると思いま

す。 

 ３つ目に、公定価格で必要な質・量を担保することについては評価したいと思います。
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問題は、これも皆さんご指摘ですが、いわゆるセレブ系の幼稚園など、独自のステータス

を持っていらっしゃる施設については、「例外的に」上乗せの徴収を認めていこうというこ

とだと思います。しかし、資料の６ページのポンチ絵を見ますと、上乗せ徴収を行う施設

が「例外」なのかどうかのボリューム感が見えてこない。公定価格を基礎とした「幼児教

育・保育給付（仮称）」に加えて上乗せ徴収を行うＸ施設と、「幼児教育・保育給付（仮称）」

のみで運営するＹ施設が当たり前のように混在するというふうに見えてしまいます。例外

としてこういう上乗せ徴収を行うＸ施設もあり得るというふうに見えてきませんと、お金

持ちとそうではない人のすみ分けというふうに見えかねないのではないかと思います。 

 また、公定価格として示されているオレンジ色の部分の中に、利用者負担の問題も書い

ていただいていますが、利用料との関係がそもそも見えません。例えば上乗せ徴収が可能

な施設で「低所得者には一定の配慮」というのは、論理矛盾ではないかと思います。この

点は是非、これからきちんと議論すべきと思っております。 

 それから、ここで確認です。給付にかかわる公定価格についてはここでお示しいただき

ましたが、利用者負担の在り方、応能負担か応益負担か、あるいは、だれにどのように払

うか、低所得者対策、この辺はこれからの議論というふうに理解をしておりますけれども、

それでよろしいかという確認でございます。 

 ４つ目です。これも先ほど来、皆様御指摘ですが、地域ごとの質・量のコントロールが

それなりに必要になると思います。一つは、待機児童問題が発生している都市部と子ども

過疎が発生している地方部の状況を分けて考えるということがあるかと思います。もう一

つは、市町村で「新システム事業計画（仮称）」をつくったときに、既存の計画との関係や、

あるいは、市町村が権限と責任を持ってコーディネート機能を発揮するための具体的な仕

組みついてもこれから整理をする必要があると思っております。少なくとも市町村の権限

が今よりも低下することがあれば、先ほど利用保障のところで申し上げたように、仮に「こ

ども園（仮称）」に入所できなかった子どもや保護者の利用保障をどのように担保していく

かを検討すべきです。これは非常に悩ましい問題だと思いますけれども、入所の優先順位

にかかわる考え方や契約方式、市町村の権限と責任、それを担保する仕組みが課題になる

と思います。 

 最後ですが、５つ目として、幼保一体化の実現のためには、学校教育法と、新システム

にかかわる「こども園法（仮称）」、それと児童福祉法、おもに３つの法律がかかわってく

るということだと思います。事務局整理によれば、３歳以上を扱う幼稚園、フルパッケー

ジの「こども園（仮称）」、０～２歳の保育所という形になっております。法的な適用関係

だと当然こうした整理になると思いますけれども、例えばフルパッケージの「こども園（仮

称）」で提供される０～２歳の保育内容と、０～２歳だけを行う保育所の保育内容は、施設

の種別にかかわらず違いがないというふうに考えてよいかという確認でございます。 

 とりあえず、以上でございます。ありがとうございました。 

○大日向座長 今、幾つかよろしいでしょうかと確認された点、いかがでしょうか。今里
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課長でしょうか、濵谷課長ですか。 

○濵谷課長 確認点、２点あったと思います。まず、利用者負担の在り方については、今

後、具体的に資料を提出して検討させていただきます。今後の検討課題として位置づけて

おります。１点目でございます。 

 それから、０～５歳で教育・保育の内容については、施設の種別にかかわらず同じ内容

を保障するという前提でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、秋田委員、佐藤委員、小田委員、お願いいたします。 

○秋田委員 ありがとうございます。今日、出された案で大変明確になり、その上、うれ

しいことに、香取さんの説明を聞いて元気をいただいたと思っています。 

 まず１点目は、私は、35 年とか期間を限定した図が出てくることに大変不安を覚えてお

りましたけれども、今、お話がありましたように、いつまでというよりも、その基準、質

を現在よりも上げ、そこにすべてが向かうためにインセンティブを加えていくということ

が明言されている。しかも、参考の 16 ページでございますけれども、従来、幼稚園、保育

所、こども園（仮称）が３分割のような絵でございましたが、基本はやはり市区町村、基

礎自治体というものが中心になって、今後の保育の計画を立て、そこのさまざまなネット

ワークというか、リソースをフルに活用しながら、すべての子どものための質の高い幼児

教育・保育の一体的提供がなされる。そういうことが明確に図に出されたということが、

私は極めて重要な点ではなかったかと思っております。 

 質を上げるということは何なのかというときに、先ほど濵谷課長からもありましたし、

私は意見にも出しましたけれども、ここの会でも、保育と幼児教育という語が、それぞれ

の制度が抱えるイメージがまだ不明確であるかと思っております。こども指針（仮称）に

おいて早く検討していただくことが大事で、今回出された幼保一体化案で、７ページの「施

設の一体化」、オという最後のところに「内容の統一を図る」ということが出ています。本

来的に言えば、質の高い保育・教育の一体的展開をするためには、その内容はどうあるの

か、それを実現していくために制度がどうあるべきなのかという議論がなされるべきです

けれども、「こども園（仮称）の創設により、次の内容を実現する」と、アがあってイウエ

と来て、オに、おまけのように最後に保育内容について書かれている。本来は、アがあっ

て、学校教育法上の教育であったり、福祉としての実現というためには、オに書かれてい

る内容部分がどうあるのか、それをすべてに保障するためにどう量的に拡大していくのか

というものが、秩序として論理的には議論されるべきではないかというふうに思っており

ます。 

 一番重要なところは、現状にある幼稚園、保育所、そこから移行するこども園（仮称）

というものを、いかに、だれが、どのような責任を持つかという議論であります。今、現

実にあることを生かしつつやっていくということを考えると、先ほどの保育料の問題です

が、応諾義務と公定価格ということはきちんと守られるべき問題だと思いますけれども、



 ３４ 

プラスアルファ、公定価格のために低所得者に一定の配慮がなされることが公的な責任と

して極めて重要だというところは同意しています。それから、実費徴収がなされて、そこ

も低所得者に対してちゃんと給付を行いますということが、質を上げていくために極めて

重要であろうと思います。 

 また、図としては、上乗せ徴収の部分が厚いところが問題なわけです。保育の質をあげ

るための上乗せの根拠説明ができる範囲にもう少し薄く限定すればいいと思いますが、そ

この図的な問題が、現在、幼稚園が実際に行ってきている部分でもある。そういう現状を

持つと、幼保一体化の問題としては、やはりここを現在のところでは認めながら進めてい

くのが妥当なのではないかと思います。実は調べましたら、ＯＥＣＤで既に幼保一体化、

一元化を遂げた国のうち、最も先進的と言われているスウェーデンは自由価格です。ただ

し、保育料自由価格ですが、一定の上限を求めています。また、ノルウェーにおいても自

由価格設定です。すべての子どもに保障するためには、低所得者、必要とする人たちに対

する公的投資は行うのが基本の大前提です。しかし、セレブを助長するのではなく、保護

者の選択として、自由部分についてはある一定程度認めていくという形をとっています。 

 すべて先進諸国をまねればいいということではなく、現在あるそれぞれの市区町村の姿

の中での保育を生かしつつということを考えれば、この部分をこのように書いていくこと

は、現状では妥当ではないか。しかし、賢い保護者であれば、公定価格による質の高い保

育がなされるならば、わざわざプラスアルファのところに行くのはごく一部の層というふ

うな方向で、確かな一体化に向けて実現可能なことをしていくべきではないかと思います。 

 ３点目です。先ほど山縣委員も言われましたが、幼保一体化の進め方の広域調整という

ところの県の役割です。ここでは市区町村の役割と国の役割は書かれていて、都道府県に

ついては、一応広域調整を行うということは書かれているのですが、この辺りをより明確

に、国の責務、都道府県、それから市区町村と、それぞれがどういう責務を負うのかとい

うのをもう少しきちっと記述してもらいたい。 

 最後に、出口規制です。今回、多様な事業参入を認めていくことによって、入り口のと

ころも一定の公益性のための制限を課すべきだと思いますが、出口規制を強めることで保

育の質を向上させていくということになります。ここは、普光院委員も出されていました

けれども、現在のように、投資した部分について勘定として見合うだけのことをやってい

るかというアカウンタビリティだけの議論ではなく、公的な教育を行うというのは、レス

ポンシビリティ、応答責任としてきちっと保育のプロセスを保障しているということの開

示が必要です。そのような形の、保育課程の質の向上に資する第三者評価としての評価制

度をきちっと入れていただき、それを個別の園に任せるのではなく、自治体が指導・監督

していく形。計画すると同時に、実施した後の評価への責任も循環的に負っていくという

形が必要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。 
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 それでは、佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 全国保育協議会の佐藤です。 

 まず、議論の進め方について、今日は資料を提示していただきましたが、最初に大日向

座長からお話があったように、子どもの育ちを社会全体で支えていくという基本に立ち返

って議論すべきです。そういう意味では、私たちの団体は２万以上の認可保育所を会員と

していますので、当日資料を配付され、その資料に対して意見を述べるというようなこと

では、団体の意見として話をすることはできない。つまり、保育の現場の意見を踏まえて

子どもの育ちを保障するという視点から、議論を丁寧にすることにはならないと思ってい

ます。事務局は大変な御苦労をなさっているとは思いますが、そういう意味からも準備段

階の資料は早めにいただければということが一つ。 

 それから、幼保一体化の目的ですが、３つほど挙げられている中で「保育の量的拡大」

とあります。これはこの場でも確認しましたが、「質の確保された」量の拡大ということが

きちんと読みとれるように書かれるべきだと思います。また「支援を必要とするすべての

親子が」というのは、施設で提供するサービスだけではないので、対象となるすべての親

子に求められているサービスをどう提供するかということも書き込むべきだと思います。 

 幼保一体化の具体的な仕組みですけれども、市町村の関与については、これまでも主張

してきたことですが、市町村の責務として示されている事項が確保されるように、具体的

内容を検討し、明確にする必要があります。また、公的幼児教育・保育契約（仮称）につ

いては、保護者が自ら施設を選択し契約する仕組みとするならば、子育ての支援を支えて

いく専門員なりコーディネーターを、市町村の責務としてきちんと配置するべきだと思い

ます。 

 応諾義務については、正当な理由は限定すべきではないか、特に障害を持った子どもな

ど、特に支援が必要と考えられる子どもが排除されない仕組みにするべきであり、排除す

ることを正当な理由とできるような書きぶりは、よくありません。 

 建学の精神等については、たくさんの方が申し述べておりますが、そこについては私も

同感に思っています。例えば定員を超えるような選択の場合は、必要度の高い子どもから

入園できるようにすることが必要であり、定員を超過する場合に選考を行う場合も、建学

の精神とかいうことではなく、やはり必要とする子どもから先に優先して利用が確保され

るような仕組みをつくるべきです。 

 次に、幼保一体給付（仮称）についてです。公定価格については、「質の確保・向上が図

られた幼児教育・保育を提供するために必要な水準の給付を」とされていますから、水準

が確保されるのであれば、付加的な幼児教育として認める内容や上乗せ徴収については、

限定的にするべきではないかと思います。 

 質の向上については、これも前から申し述べておりますが、研修時間とか、教材準備時

間、開所時間中にわたって、基準を満たすことができる保育士配置等はきちんと確保して

いただきたい。 
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それから、前も話させていただきましたが、今回の目的の一つである待機児童の解消を

考えると、満３歳未満児の受け入れは義務とすべきではないかと思います。量的な拡大と

言いいながらここを外してしまうことは、効果が得られないということです。 

 それから、今回でなくてもいいのですが、事務局に答えていただきたいのが、参考資料

の 12 ページに図柄があって、「新制度・こども園（仮称）の認可」に「保育を必要としな

い」「保育を必要とする」と書いています。この「保育を必要としない」というのは、今ま

での保育制度でいくと「保育に欠けない」と読み取ればいいということですね。「保育を必

要とする」というのは、今までの保育所でいくと、「保育に欠ける」という文言を置き変え

たというふうに読み取ればいいということだと思います。だとすれば、例えば現行制度で

いくと、長時間保育の幼稚園で行っている預かり保育は、今までは「学校教育の教育課程

を越えて教育を行う」と説明されてきました。今日の幼保一体化の資料の案にあるように、

ここの預かり保育部分を児童福祉法上の保育と位置づけるのであれば、その上の方にあり

ますが、「保護者の就労時間等に応じて、保育を必要とする子どもには保育を保障」という

部分は、この条件整備はまだ示されていませんが、どういう条件になるのでしょうか。今

まで、「保育に欠ける要件」は、例えば就労だとか、さまざまな条件になっているわけです。

だとすれば、幼稚園の預かり保育を利用している方たちについてはどういう条件が考えら

れるのか。児童福祉として読むにはどう読みとれるのかというのを、事務局の方で、後日

でもいいので説明していただければなと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、小田委員、お願いいたします。それから柏女委員、佐久間委員。では、そこ

で、ひとわたり終わったということにさせていただきます。 

 小田委員、お願いいたします。 

○小田委員 何か言わないと帰れないというプレッシャーがあるために、ずっと悩みなが

ら、この委員になることでこんなにやせることができて、大変感謝しております。今まで

一生懸命やせたかったのにやせなかったのですが、ここの委員になって２キロほどやせた

理由がどこにあるのか、よくわかりませんが、基本的には風邪をひいたせいかと思います

が。時間がないのにすみません。 

 まず、今日の「幼保一体化について（案）」というワーキングチームに出された資料１は、

非常によく今までの議論がまとめられた、一つの哲学になっているような気がしています。

個々について賛成する、賛成しないということはたくさんある。でも、生意気な言い方を

して本当にお許しください。私たちが議論した幼保一体化ということについての大枠は、

全部出てきているのではないかと思います。個々に関してどうするのかという問題が残っ

ていて、今後は、大きな幼保一体化の哲学としてこれをみんなで受けとめながら、これを

哲学として位置づけられるかどうか、という議論の方向へ持っていっていただけるとあり

がたいと思っています。あっち行ったりこっち行ったりではなく、やはり哲学はすごく大
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事で、幼保一体化への哲学はこの中に出ていると思います。しかし、一つひとつにかかわ

って、よいか悪いかではなく、この問題をどう考えるかということについてはそれぞれの

意見がある。それはもっと出すべきだと思います。 

 一つだけ例を言いますけれども、私が一番気になっているのは、すごくすばらしい考え

方の中で非常に問題があるのは、地域における幼児教育・保育の計画的な整備という問題

です。市町村新システム事業計画（仮称）と、言葉は非常に美しいのですけれども、過去

に厚生労働省の時代にも、次代育成という時限的な形で計画を立てなさいと言っておいて、

実際にはうまく立てられなかった。文部科学省も実際に何かしているかというと、実は幼

児教育振興計画というのを 10 年ごとに出させているわけですけれども、現実には何らのイ

ンセンティブもないわけです。次世代については、会を開くと、それに対する会議費とい

うのは出た。それに対して文部科学省の幼児教育振興計画にはそういうものは出ていない

という形で、省庁の中でも、同じことを考えようよと言っていることについても少し差が

ある。 

 そういう問題が、この幼保一体化という議論の中で何か平等になってくるような気がし

て、両方の議論が非常に豊かになる可能性がここに十分に考えられる。特にこの市町村新

システムというのは、先ほど秋田先生は国とおっしゃいました。国の責務は絶対にあると

思います。国の責務が、ただ言うことだということではなく、インセンティブにかかわっ

てどうするのかという形を明確にしておかないと、いくら市町村や地方に出しても、イン

センティブがなければ難しい。 

 そういうことがきちっとすることで、どんな小さなところでも、どんなところでもとい

う、これは文部科学省が持っている学習指導要領です。学習指導要領というのは、どんな

場所で、どんなところに行っても、確実にこれをやらなければならないという形になって

いる。それはすごいシステムだと思います。この形のものがきっちり生きるという点。そ

の質には問題がありますが、でも、日本じゅうどこに行っても必ず学習指導要領の恩恵を

受けて、学校教育法の恩恵を受けられるという形と同じで、まず、地域における幼児教育・

保育の計画的な整備というのが、きっちりインセンティブがあって、国の責務があって、

地域にどの程度責務を持たせるか。そして、市町村にどういうふうな形を持たせ、それを

開く各園の側でどういう責任がとれるのか、という辺りのシステムをつくっていくことで

うまく見えてくるものがあるのではないか。私は是非、この辺の大きな哲学の中で、一つ

ひとつをどうつぶしていくのかという議論に持っていっていただきたいと思います。 

 そのときに、今日はやや出てきましたけれども、１がいいとか、３がいいとか、５がい

いと、こういう議論ではなかったはずなんですね。結果としてどうなってくるか。５つは

考える一つの材料であったかもしれないけれども、今はもうそれがなくなっている。幼保

一体化を一番理想的な方向へ持っていくにはどうしたらいいか。その窓口があって、その

出口までどういう形で行くのかという辺りの議論で、やはり１案がいいとか、３案がいい

とか、５案がいいという議論になってしまうと、また見えないものが出てくる。 
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 やはり子どもにとってどうあるべきかという議論を進めていくことで、今日の議論をや

っていても、何となく見えるような気もするし、まだ議論が足りない部分もある。でも、

かなり見えてきたものもあるという点で、私は、事務局の方々が大変苦労なさったのでは

ないかという点で、生意気な言い方ですけれども、年寄りですから言わせていただくと、

感謝したいというふうに思っています。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、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。出た意見で、同じ意見は繰り返さないようにしたい

と思いますけれども、第１点は、今回の提案について、まだ幾つか議論されていない点、

不明なところもありますが、当面、この方針に沿って幾つかの修正・追加を行いながら進

めていくのがいいのではないかと思います。特に今日、出なかったものとしては、臨時休

業制度の有無の問題、障害児加算の有無、あるいは質の向上のための基盤整備の機関補助、

こうした点については、今後、議論をしていきたいと思っています。これが１点です。 

 ２点目は、障害児関係のことです。先ほど来、認可外の施設に通っている１割の子ども

を何とか保障してほしいということが出ていましたけれども、障害を持った子どもたちも

同じで、その子どもたちも「すべての子ども」の中から排除しないということ。そのため

には、障害児加算の問題もありますけれども、もう一つは、12 月 10 日の児童福祉法の改

正の中で、障害児のための支援サービスを市町村が決定するに当たっては、ケアプランの

作成を前置にすることが決まっております。そうしたことを考えると、ケアプランを作成

する事業者の選定等に、幼保一体化と深くかかわる、理解を持った方々あるいは事業者を

指定していかなければならないと思います。 

 それに関連して、この際ですけれども、障害を持った子どもたちがこども園（仮称）に

入るときに、ケアプランが前置という形にもしなるとするならば、それ以外の虐待を受け

た子どもたちや貧困家庭の子どもたちについてもケアプランを前置にしていく。すべての

子どもが必要だというふうには毛頭思いませんけれども、10 人のうちの１人等については、

そうしたケアプランの作成を親と一緒に考えながら伴走していける人を付けていくことが、

とても大事なのではないかと思っていますので、市町村の行政の責務の明確化、あるいは

利用者支援の仕組みの中に、そうした点を検討していただければというふうに思っていま

す。 

 ３点目ですけれども、この案によりますと、こども園（仮称）の保育者は学校教育法上

の教師という形になります。これから、保育士と幼稚園教諭の資格の共通化、専門職の議

論が行われていくだろうと思いますけれども、保育士は 18 歳未満が援助の対象です。そう

いう意味では、学校教育法上の専門職と位置づけられてしまいますと、就学後の子ども、

家庭、福祉のケアワークを担う専門職がなくなってしまうという形になります。そうした

点も勘案しながら、専門職議論を進めていかなければならないと思っています。ここもお
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願いしたいところです。 

 最後です。今回の制度改革は、利用方法の変更、施設類型の変更、サービス供給方法の

変更、財源構成の変更という、４つの大きな変更を伴う非常にドラスティックな制度改正

になるかと思います。これまでは施設類型、サービス類型ごとに特徴を持って、いわばす

み分けをして、その中ですべての子どもをすくい取ってきました。 

 しかしながら、これからはこども園（仮称）という形にほぼ収束していく形になります

と、こども園（仮称）にいろんなタイプが出てきたり、あるいは、その間に落ちてしまっ

てサービスを受給することができない、いわば社会的排除が生じてしまう危険性があると

思っています。先ほど申し上げました臨時休業制度についても、例えばこども園（仮称）

では臨時休業の制度がなくてもいいということがもし起こったとしますと、災害時に災害

復旧に当たる方々や、そこでケガをした方々のケアをする医療スタッフの子どもたちを見

るところがなくなってしまったり、実際にもあったわけですけれども、そうした排除がな

されないような慎重な議論を、本当にドラスティックな改正になると思いますので、そう

したきめ細かな議論もしていくことが必要だろうと思っております。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、佐久間委員で最後とさせていただきます。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。 

 複数案のどれがよいのかと考えた時に、まずは直面している待機児童の問題をどのよう

に解決したらいいのかを考えるべきであると思っており、できる方法からというような気

持ちになったこともありました。しかし、最終的には将来の日本ということを考えたとき

に、親の生活状況にかかわらず、すべての子どもに養護・教育の両方を支援していきたい

というところが、自分の中にも落ちておりまして、こども園（仮称）への一本化という構

想に向けて考えていくべきであると思います。 

 その中で、「すべての子どもに」ということが示されており、溝口委員代理も言われたよ

うに、ここに示されているのは、幼稚園、保育所、認定こども園という「認可園」という

枠組みの中で語られております。認可外で通っている子どもたちもたくさんいるというこ

とを忘れないでいただきたいということとともに、今、認可園は企業としては参入させて

いただいておりますが、そこがなぜか外されていっているような気がしております。こど

も園（仮称）という一定の質を保つ基準の中で、また、評価、監査なども含めてやってい

ただくことを前提に、法人類型にかかわらず、ここには参入規制がかからないようにとい

うことを是非お願いしていきたいと思っております。 

 それと、こども園（仮称）への移行を考えたときに、やはり待機児童の問題というのは

一つあると思っております。参考資料の 16 ページには、保護者の状況によって、幼稚園、

こども園（仮称）、乳児保育所と分けられています。先ほど佐藤委員も少し言われていまし

たが、働きながら子育てをする人たちが今は保育所という選び方になっていて、何が違う
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かというと、もちろん、教育の部分が学校教育法としては違うのかもしれませんが、お預

かりをする長さのところが違っていると思います。こども園（仮称）となっていったとき

には、ある程度の時間は基本的には開所していくことを前提にしていかないと、今の幼稚

園、保育所の枠組みと大きく変わらなくなるのではないかと思います。 

 また、こども園（仮称）への移行に当たっては、そこに移行するべくインセンティブを

付けていくということは必要なことなのかなと思います。その中に配置基準などの話も入

っていますけれども、今、まさに保育士の採用が非常に困難になっています。首都圏では

かなり保育園数が増えているということもありまして、本当に困難な状況にあります。そ

の中で、参考資料の９ページに平均給与月額というのが載っていて、給与額の高さに愕然

としているのですけれども、企業としては、認可園であってもこの給料をお支払いしてあ

げていないというのが現状です。 

 そう思うと、どの法人類型にかかわらずイコールフットになっていくような、日本のす

べての子どもたちが同じ教育・保育を受けられるようにというところを、是非検討してい

ただきたいと思っております。それには、清原委員も言われていたようにやはり財政の問

題というのが大きいです。私たちは市町村、自治体とのお話をさせていただいて、運営を

させていただいておりますので、そこに対しての今後の進め方というところは、財政のこ

とも含めて十分御検討いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 本日も、委員の皆様から活発な御意見をいただきまして、ありがとうございました。ち

ょうど予定の時間となりました。 

 本日、事務局から提出されました資料につきましては、これまでこのワーキングチーム

で皆様と議論をしてまいりました、幼保一体化の目的、理念、あるいは小田委員の言葉を

お借りしますと、「哲学」ですね。それに沿った形で、多様な類型を認めたこども園（仮称）

の在り方を目指された資料ではないかと理解できるかと思います。この点に関しては何人

かの委員から、「評価したい」あるいは、「事務局の御苦労に感謝したい」という声がござ

いました。 

 その一方で、改めて議論すべき課題が明確になったという御意見も、数名の委員から出

されたと思います。具体的には、利用保障をどうするのか、応諾義務の在り方、公定価格

と給付の在り方に関して、公定価格と上乗せ徴収に関しては、今後の大きな議論だという

ことが出されたと思います。特に私は個人的に、給付の在り方、上乗せ徴収に関しては、

こども園（仮称）の今後の在り方を大きく左右する重要なポイントの一つだと考えます。

秋田委員は、上乗せ部分を厚くするか、薄くするかの問題だとおっしゃいました。一方で、

山縣委員、普光院委員、菅原委員のお考えは、給付の中にそもそも上乗せ徴収が入ること

自体、いかがなものかという御意見だったと思います。この辺は非常に重要な問題ですの

で、引き続き、皆様に御検討をいただきながら、成案を得るべく検討していきたいと思い
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ます。 

 それでは、今後の日程につきまして、事務局から御説明いただければと思います。 

○藤原参事官 本日は、先ほど大日向座長から締めくくりの御発言をいただきましたけれ

ども、一歩進んだ形でということで、また、更に細かい課題も浮き彫りになりましたので、

２月以降、また日程を確保させていただきたいと思っております。日程につきましては、

後日、事務局から御案内をさせていただきたいと思います。失礼いたしました。 

○大日向座長 それでは、本日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。本日

はこれまでとさせていただきます。 
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