
 

 

 

 

 

 

 

 

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８回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（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８回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 23 年 5 月 11 日（水）9：33～11：59 

               場 所  中央合同庁舎 4 号館 12 階共用 1208 会議室 

 

  １. 開 会 

  ２. 議 事 

   （１）幼保一体化について 

   （２）意見交換 

  ３. 閉 会 
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○大日向座長 皆様、おはようございます。 

 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８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す。 

 初めに、子ども・子育て新システム検討会議作業グループの主査でいらっしゃいます末

松内閣府副大臣より、このワーキングチームの再開について一言いただきたいと思います。 

○末松副大臣 まず開催に先立ちまして、３月 11 日に発生いたしました東日本大震災から

本日で２か月となりました。この災害によってお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈

りし、黙祷を捧げたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 では、御起立をいただきたいと思います。 

 では、黙祷。 

（黙  祷） 

○末松副大臣 黙祷を終わります。御着席くださいませ。 

 お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族に対しまして

深く哀悼の意を表したいと思います。 

 また、被災された方々に対して心からお見舞いを申し上げたいと思います。今、政府と

しても被災地の復旧・復興に全力で取り組んでいるところでございます。 

 さて、この震災の影響もございまして３月、４月はワーキングチームを中断しておりま

したけれども、本日から再開させていただきます。 

 全体の流れですけれども、社会保障と税の一体改革、これは予定どおりこの６月末に結

論を得るという形で進んでおります。そういったところで、厚労省の案が提出されるのは

４月中ということでございましたけれども、これは少し遅れておりますが、基本的には予

定どおりに結論を得るために今、作業を鋭意小宮山副大臣の下で進めていただいていると

ころでございます。 

 この動きをにらみながら、この子ども・子育て新システム、そして幼保一体化のチーム

もしっかりとした結論をいただけるように、また皆さんの御助力をお願い申し上げたいと

思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の委員の御出欠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 それでは、本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 全日本私立幼稚園連合会政策委員会委員長の入谷幸二委員、全国国公立幼稚園長会副会

長の大橋由美子委員、全国知事会高知県知事の尾﨑正直委員、大阪市立大学教授の山縣文

治委員につきましては、本日所用により御欠席と伺っております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全日本私立幼稚園連合会より同会副会長の

北條泰雅様、全国国公立幼稚園長会より同会会長の池田多津美様、全国知事会より高知県

教育委員会教育次長の岡﨑順子様に、それぞれ代理で御出席をいただいております。 
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 また、本日、東京大学大学院教授の秋田喜代美委員からは少し遅れての御出席になると

伺っております。 

 以上、御報告させていただきます。 

 それから、前回の会議のときに御了承いただいておりますように、本日の会議からワー

キングチームの議論の模様を内閣府のホームページで動画配信いたします。そのためにカ

メラが設置をされておりますので、御承知おきいただければと思います。この内容につき

ましては明日からアップをされますので、内閣府のホームページから閲覧をすることがで

きるようになりますので合わせてお知らせさせていただきます。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。初めに、事務方から資料の確認をお願いいた

します。 

○藤原参事官 資料の確認をお願いいたします。 

 本日お配りいたしておりますが、配布資料といたしましては資料１が「子どもや家庭の

状況に応じた子ども・子育て支援について(案)」。 

 資料２－１が、「幼保一体化について(案)」。 

 資料２－２が、その「参考資料(案)」でございます。 

 資料３－１が、「こども園給付(仮称)の具体的制度設計について(案)」。 

 資料３－２が、その「参考資料(案)」となっております。 

 また、資料４といたしまして、各委員から事前にいただいております資料をとじたもの

をお配りしているかと思います。 

 以上、資料１から４まで配布資料となっております。 

 また、お手元、その下でございますけれども、参考資料といたしまして参考１から３ま

でです。 

 参考１は、「現行制度の概要」。 

 参考２は、11 月のワーキングでお配りをしておりました「幼保一体給付(仮称)について

Ⅱ(案)」という資料です。 

 参考３は、７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取

りまとめたものとなっております。 

 資料に不備等はございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。以上でご

ざいます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 前回のワーキングチームにおきましては、こども園（仮称）の在り方について、皆様か

らさまざまな御意見をいただきました。それを踏まえまして、事務局において幼保一体化

の全体像を再整理し、本日資料を提出していただきました。これを基に、本日は再度御議

論いただきたいと思います。 
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 また、前回の会議で十分に御議論をいただけなかった、施設における応諾義務の在り方

や保育料の上乗せの可否、市町村の権限と責務の在り方などにつきましても、改めて御意

見をいただきたいと思います。 

 それでは、これらの資料につきまして事務局から御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、まずお手元の資料１から御説明を申し上げます。 

 「子どもや家庭の状況に応じた子ども・子育て支援について(案)」ということでござい

ます。これまでの議論を踏まえまして、さまざまな子ども、家庭の状況に応じた支援の在

り方について改めて整理をしたものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、「子ども・子育て家庭の現状」でございます。まず、現在

３歳未満児を持つ家庭の約８割が保育所等を利用しておらず、家庭で子育てを行っており

ます。また、一方で満３歳未満児の約２割は保育所などを利用しているという現状でござ

います。 

 ただ、具体的に見ていきますと、例えば乳児、０歳児を持つ家庭におきましては約９割

がいわば家庭での子育て、１歳児を持つ家庭では３割程度が保育所等の利用、約７割が家

庭での子育てということで、年齢が上がるに従いまして保育所等を利用する割合が徐々に

増えていくという現状にございます。 

 また、３歳児になりますと、保育所に加えまして幼稚園の利用がございますので、約８

割が幼稚園または保育所等に通うことに、４歳以上児になりますとほとんど９割以上、す

べての子どもが幼稚園または保育所に通っているという状況でございます。 

 このように、一言、「小学校就学前の子ども」と申しましても、家庭の状況についてはラ

イフスタイルに応じまして、例えば典型的には育児休業期間中は保育所等を利用せず家庭

で子育てを行い、その終了後に保育所等を利用する家庭、０歳児から保育所等を利用する

家庭、それから保育所等を利用せず家庭で子育てをして満３歳から幼稚園に通園させる、

いわゆる専業主婦家庭など、ライフスタイルに応じてさまざまな形態があるものと考えら

れるということでございます。 

 ２ページは今、申し上げたものをデータで見たものでございまして、現状では保育所に

ついては３歳未満児では約２割、３歳以上児については大半が幼稚園、または保育所に通

園ということでございますけれども、年時系列で見ていきますと保育所の利用家庭は徐々

に増えて、特に０～２歳では増えているのではないかということでございます。 

 ３ページでございます。このように、子ども・子育て家庭につきましては乳幼児の子育

てをしている育児休業期間中の家庭、共働きの家庭、いわゆる専業主婦家庭など、さまざ

まな状況の子ども・子育て家庭があるものと考えられます。この新システムにおきまして

は、すべての子どもに良質な成育環境を保障するということで、これは仮称でございます

けれども、それぞれの子どもや家庭の状況に応じ、必要な「子ども・子育て支援給付（仮

称）」を保障することとしてはどうかということでございます。 

 この子ども・子育て支援給付（仮称）でございますけれども、具体的にはそれぞれの子
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ども・子育てのニーズに応じた施設や事業及び給付を保障するということで、その内容に

ついては大きく２つの種類で整理してはどうかということでございます。 

 １つは、こども園（仮称）ということでございます。これは、指定によりこども園給付

（仮称）の対象になるというものでございまして、下に※印でございますけれども、これ

までにおきましては施設類型といたしまして幼稚園、保育所、それから総合施設としての

こども園（仮称）という３つの類型がそれぞれあるという整理で、いわば一体的な機能を

持った施設をこども園（仮称）と呼ぼうということでございましたけれども、前回の議論

の中で０～２歳の乳児保育所などがこども園（仮称）とは名乗れないのはいかがか。ある

いは、基準を満たしているけれども、認可を受けていない施設についてもこども園（仮称）

という名称を使用できるようにすべきではないかなどの御議論がございました。 

 こういったことも踏まえまして、今回の整理ではこのこども園（仮称）につきましては

いわば新システム法上の指定を受ける施設としてのこども園給付（仮称）の対象になるも

のを広くこども園（仮称）と呼ぼうという内容でございます。 

 ３ページの下に※印がございますけれども、この指定の対象になるこども園（仮称）と

いたしましては、質の担保のための客観的な基準を満たした施設を広くこども園（仮称）

と呼ぶということでございまして、具体的にはこれまでこども園（仮称）と称していまし

た総合施設（仮称）、それから幼稚園、保育所、それ以外の客観的な基準を満たした施設、

これらを総称してこども園（仮称）と呼ぶというようなことでございます。 

 また、家庭の状況に応じましては、特に３歳未満児については多様な形態でのサービス、

保育の提供の在り方があるだろうということで、これまでも御議論いただいております小

規模保育、20 人に満たないような小規模な保育、保育ママ、それから訪問型の保育など、

こういったものについては仮称でございますけれども、地域型保育給付（仮称）という名

称といたしまして、これにつきましても指定により給付の対象にしようということでござ

います。 

 また、前回、特に３歳になった時点あるいは学齢期となったときなどに支援が切れるの

ではないか、円滑な切れ目のない支援が必要ではないかという御議論がございました。こ

ういったことから、こういった節目、節目におきまして円滑に切れ目のない支援を行うた

め、施設間、事業間の連携、提携等の仕組みについても検討してはどうかということでご

ざいます。 

 例えば保育ママと保育所、あるいは幼稚園との間で連携、提携で、３歳になったときに

スムーズに施設につながるような仕組みの検討をしてはどうかということでございます。 

 ここまでは個人給付としての給付の保障関係でございますけれども、それ以外にも当然

すべての家庭への対応ということで、特に子育てに孤立感、負担感を感じている保護者が

多いということを踏まえまして、すべての子ども、家庭に、いわば事業としてそれぞれの

子ども、家庭の状況に応じた子育て相談などの必要な支援を行うということでございます。 

 今、申し上げましたことを図にいたしましたのが４ページの図でございます。真ん中に
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「子ども・子育て家庭の状況及び需要」とございますけれども、満３歳以上か未満か、片

働きか共働きかということで、それぞれ丸の中にニーズと書いてありますけれども、必要

な支援、ニーズといたしましては、満３歳以上の子どもについては学校教育と子育て支援、

共働きについてはプラス長時間保育がニーズとしてある。満３歳未満については、いわば

保育と子育て支援、それから専業的な家庭についても子育て支援といったニーズがあると

いうことです。 

 こういったニーズに対しまして、上の方は個人給付としての子ども・子育て支援給付（仮

称）として施設を利用する場合のこども園給付（仮称）、その他の地域型のサービスを利用

する場合の地域型保育給付（仮称）という形で施設、事業、給付を保障する。それから、

市町村の事業として家庭の状況に応じた必要な支援を行っていくということでございます。 

 青印で四角囲いの中に書いてありますけれども、こういった相談、支援的なソフト的な

事業につきましては、市町村が自ら相談等に応じることもあろうかと思いますが、こども

園（仮称）という施設を拠点としながら応じる場合もありましょうし、こども園（仮称）

以外のその他の公共施設等を利用する場合もあろうかと思いますけれども、これについて

は市町村の実情に応じて適切なネットワークを地域単位で組んでいく。こういうようなイ

メージでございます。 

 総括的な全体像は以上でございますけれども、資料２と３につきましては、こういった

全体像の再整理に伴いまして、資料２－１につきましては１月 24 日に提出をいたしました

幼保一体化についての資料を今、申し上げた整理に従いまして所要の修正を加えたもので

す。 

 それから、資料３－１につきましては２月 24 日に提出をいたしました応諾義務や上乗せ

徴収あるいは市町村の関与を中心とした内容についてでございますけれども、その内容に

ついて所要の修正を加えたものでございます。簡単に修正点のみ御説明いたします。 

 資料２－１でございます。１枚めくっていただきまして、２ページまでは基本的には修

正はございません。 

 ３ページでございますけれども、幼保一体化の目的でございます。(１)は「質の高い学

校教育・保育の一体的提供」で、「世界に誇る学校教育・保育を全ての子に」としておりま

す。前回の資料では、「幼児教育」という一般的な教育基本法上の用語を使用しておりまし

たけれども、保育の中にもいわば教育基本法上の教育は含まれるということがございます

ので、ここで言う教育とは学校教育法上の集団的な学び、学校教育を意味するものとして

明確にしたということで、「学校教育・保育」というふうにいたしております。 

 ※印で一番下に欄外にございますけれども、ここで言う「学校教育」とは当然、小学校

以上の教育ということではなく、学校教育法に位置づけられる小学校就学前の子どもを対

象とする教育を言うものでございますし、「保育」とは児童福祉法に位置づけられる乳幼児

を対象とした保育という定義でございます。 

 それから「保育の量的拡大」、「家庭における養育支援の充実」、この点について修正点は



 6 

ございません。 

 それから、４ページは「給付システムの一体化」ということで、地域における計画的な

整備ということで、新システム事業計画（仮称）の内容が書いてございますけれども、こ

こにつきましても教育の定義について「学校教育」とする。あるいは、こども園（仮称）

について幼稚園、保育所、認可外を含めて指定されたものが広く含まれるものとして定義

をし直すというような所与の修正を行っております。 

 それから、５ページ、６ページにつきましては、１月 24 日の資料では給付についての具

体的な内容がまだ入っておりませんでしたので、これは２月 24 日にお示しをいたしました

給付の具体的制度設計のエッセンスをまとめて整理をしたものでございます。 

 まず給付の名前でございますけれども、これまで幼保一体給付（仮称）あるいは幼児教

育・保育給付（仮称）、保育給付（仮称）というような幾つかの用語を使っておりましたが、

この施設に対する給付につきましては、施設の類型を問わず基準を満たしたものについて

はこども園（仮称）ということで整理をいたしましたので、給付の名称につきましてもこ

ども園給付（仮称）という名称に再整理したものでございます。 

 その上で、このこども園給付（仮称）を創設することによりまして、財政措置に関する

二重行政の解消、公平性の確保を図るというものでございますし、個人給付であり、法定

代理受領というのもこれまでと同じでございます。 

 それから、公的契約につきましては、市町村が客観的な基準に基づき保育の必要性を認

定する仕組みとし、契約については保護者が自ら施設を選択し、保護者が施設と契約する

公的契約とするということで、これにつきましても公的幼児教育・保育契約（仮称）とい

う名称にいたしておりましたけれども、端的に市町村の関与がある契約、公的な性格を持

つ契約ということで「公的契約」という名称に変更いたしております。 

 それから、６ページのところは応諾義務の話、空きがない場合、定員以上に応募がある

場合などの正当な理由がある場合を除き、応諾義務を課すこと。定員以上に応募がある場

合の選考については国の基準に基づき選考を行い、選考基準については保育の必要性の認

定を受けた子どもについては必要度の高い子どもから、受けない子どもについては施設の

設置者が定める選考基準、あるいは選考法に基づいて選考を行うこと。それから、そうい

った選考基準、施設の設置者が定める基準、方法につきましては指定制度の一環である情

報開示の標準化の開示項目として開示すること。入園できなかった子どもについては、必

要な学校教育・保育が保障されるよう、市町村に調整等の責務を課すこと。これは、これ

までの事務局の原案のとおりでございます。 

 それから、７ページでございます。公定価格あるいは給付の一体化・強化についてでご

ざいます。これも２月 24 日の資料のエッセンスを整理したものでございまして、給付につ

きましては質の確保・向上が図られた学校教育・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。基本的には、公費をも

って必要な経費が確保されるという考え方でございます。 
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 ただし、上乗せ徴収も一定程度認めるということで２つございます。１つは、特別な教

材費や制服代などの実費徴収につきましては、国がその範囲と上限額の基準を定め、低所

得者に対しては公的な補足給付を行うということ。それから、それにプラスアルファでさ

らなる上乗せ徴収、少人数学級などによる教育活動など、一層の質の向上を図るための費

用、実費徴収以外の上乗せ徴収については、上限は定めませんけれども、低所得者につい

ては免除することを要件とするということでございます。 

 ちなみに、※印でございますが、上乗せ徴収については当分の間、市町村及び社会福祉

法人以外のものが設置する施設に限るということでございます。 

 それから、「給付の一体化及び強化」ということでありますが、こども園給付（仮称）に

おきましては現行で言います認定こども園のいわゆる認可外部分についても基準を満たせ

ば財政措置を講じるということ。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

直し等を行うということを通じまして、これまでこども園（仮称）と言っていたもの、総

合施設（仮称）と現在仮称にいたしておりますけれども、総合施設（仮称）への移行を始

めとして各施設が学校教育・保育機能を強化し、質の確保、それから待機児童の解消が図

られるよう、政策的に誘導する、さらなる質の向上を図るということでございます。 

 それから、最後に「施設の一体化」でございます。こども園（仮称）改め、現在仮称総

合施設、この名称については今後具体的な名前を検討いたしますけれども、それにつきま

しては新たに創設をするということでございます。学校教育・保育、それから家庭におけ

る養育支援を一体的に提供する総合施設（仮称）を創設するということで、この創設によ

りまして次の内容を実現するということで、これもこれまでどおりでございます。 

 保育所における幼児教育に対し学校教育としての位置づけの付与、一方で幼稚園の預か

り保育に対し児童福祉としての位置づけの付与をすることによりまして、それぞれの基準

を適用し、双方の教育、学校教育、保育の質を高めていく保障をしようということでござ

います。 

 ちなみに、※で書いてございますけれども、３歳以上の幼児を対象とする保育所につい

ては総合施設（仮称）への移行が前提ということでございます。 

 また、幼稚園が保育機能強化、０～２歳も含めて保育をするということによって量的拡

大を図る。それから、地域の先ほどの拠点として相談など、すべての家庭の支援をこうい

った施設が行っていく。それから、認可についてもこれまで例えば認定こども園では幼稚

園、保育所、認定こども園という３つの認可・認定がございましたけれども、こういった

ことを一本化することにより、二重行政、三重行政の解消を図るということでございます。 

 ９ページ以降でございますけれども、「幼保一体化の効果・進め方」については基本的に

は変更はございません。「質の高い学校教育・保育の一体的提供」、「保育の量的拡大」、「家

庭における養育支援の充実」を図るということ。 

 「幼保一体化の進め方」については、国の方針に基づき、都道府県の調整、それから市

町村の計画により、計画的な施設・事業の整備を行っていくということでございます。 
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 資料２－１については以上でございます。 

 最後に、簡単に資料３でございます。これも変更点だけでございますが、まず資料３－

１でございます。表題は「幼保一体給付(仮称)」となっておりましたが、この議論の整理

に伴い、「こども園給付(仮称)の具体的制度設計について(案)」ということで名称を変更い

たしております。 

 開いていただきまして２ページを見ていただきますと、下のオレンジの図を見ていただ

きますと、左が幼児教育・保育給付（仮称）、右が保育給付（仮称）となっておりましたが、

いずれもこども園給付（仮称）として名称を統一するということでございます。 

 ３ページ以降、３、４ページについては保育の必要性の「認定基準」、「認定手続」、それ

から「保育の必要性の認定を受けない子どもの受給手続」については前回御説明したとお

りでございます。 

 ちなみに４ページの一番下の※でございますけれども、保育の必要性の認定を受けない

お子さんについて受給者証を出すかどうかにつきましては、今後実務を行う市町村を中心

とした地方自治体関係者と、更に詰めながら検討してまいりたいということでございます。 

 ５ページ、６ページは「公的契約」の「正当な理由」と選考の実施の内容でございます

けれども、これは先ほど申し上げましたし、前回御説明いたしましたので省略をいたしま

す。 

 ７ページ、８ページも基本的にはこども園給付（仮称）ということで、名称を変更した

以外については前回と同じでございます。 

 ９ページ、10 ページ、それから 11 ページまで、名称の変更以外の変更はございません。 

 事務局からの資料の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。 

 ただいま事務局から、前回までのこの会議で委員の皆様から御指摘いただいた箇所につ

いて織り込んだ修正点等を御説明いただきました。 

 この後、皆様から自由に御意見をいただきたいと思いますが、ひとつ確認を改めてして

おきたいと思いますのは、これまで就学前のすべての子どもたちに質のよい養護と教育を

保障したい。その思いで皆様とこれまで心を一つにして議論を進めてきたのではないかと

思います。そうした思いで今まで議論されてきた中で幾つか懸念が示されておりましたが、

その点を修正された案が、ただ今、濵谷課長から御説明されたわけです。私なりに簡単に

まとめてみますと、例えばこども園給付（仮称）というものを新たに設置していただいた。

そのことによって、給付上の二重行政を解消できるのではないか。また、名称もこども園

（仮称）ということを使えることで一本化できるようになる。それから、用語上もこれま

では「幼児教育・保育」だったのを、「学校教育・保育」とすることによって、保育の中に

も教育基本法上認められている大切な教育が入っているということを織り込んでいただけ

た。 

 簡単なまとめでございますが、このようなことで皆様が一番心配されていたところの幾
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つかは改善していただいた案を出していただけたかと思います。 

 この震災を受けて、改めて幼保一体化ワーキングチームの議論の意味の重さというもの

をそれぞれの委員の方がお持ちになって、今朝お臨みくださっているのではないかと思い

ます。その思いを、どうぞこれからの自由な意見交換の中に出していただければと思いま

す。 

 最初は、できましたらこども園(仮称)の在り方について、ただいまの事務局からの修正

点に関連し、なおもう少しこの辺りをというところがありましたら、どうぞ御意見をいた

だきたいと思います。後段の方になりましたら、もう少し具体的な上乗せ徴収とか応諾義

務、その辺りの問題、あるいは先ほども申しました市町村の責務、権限の在り方について

御意見をいただきながら、今日は何とか一つの方向が出せたらと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、山口委員、古渡委員、佐藤委員の順で、まずこちら側からいっていただいて

よろしいですか。その後に北條委員代理、普光院委員、渡邊委員ということでどうぞ。 

○山口委員 最初に御指名いただきましてありがとうございます。山口でございます。 

 私の方から４点、質問と、それから意見の方を述べさせていただきたいと思います。 

 まず１つ目が、今、濵谷課長の方から御説明ございましたが、資料２－１の４ページに

ついてです。エッセンスを拾って内容をまとめられたということでございました。箱書き

の上のポツの２つ目のところでございます。「市町村は」云々の後ですね。「多様な保育事

業を行う事業者を」というようなことで、私にとっては初めて見る文言が出てきているわ

けです。これは、以前は「多様な事業主体の参入」という文言であったと思うのですが、

それがいつの間にか何の議論もなくこのようにどうして変わったのかということについて、

まず第１点目の質問でございます。 

 それから、全体として国の規制緩和から 10 年間たちました。しかし、残念ながらいまだ

に 70％近くの地方自治体が恣意的な運用によって事業主体の参入を妨げるというようなこ

とが起こっております。それに対して、国としては何ら通達等を出していらっしゃらない

わけですが、そういった恣意的な運用というものが望ましいということで、国としては是

認されているのでしょうかということでございます。 

 もしそうでないのであれば、今回の改正の中にそういった内容を盛り込んでいただきた

い。何も盛り込まないということは是認されているということ、不作為で行っていらっし

ゃるというふうに考えざるを得ないということでございます。これが２点目でございます。 

 それから３点目、今回使途制限の一部緩和を厚生労働省の方でされまして、それから義

援金等に一部お金が回せるというようなことをされました。こういったフレキシブルな対

応というものは非常に感謝しております。 

 ただ、被災地に対する支援というのは義援金だけではございません。例えば、私どもで

は被災地以外のところでもありますが、今回、水の摂取制限があったときにたまたま備蓄

していた水を近隣の方に配ったりとか、これは提案しただけなのですが、一時的な里親を
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申し出たとか、それから被災地に対してメンタルヘルスケアの職員を派遣したりとか、い

ろいろなことをしております。そういったフレキシブルに我々、民間は民間でいろいろな

ことを考えながら今回も対応してきたわけでございますが、こういった使途制限そのもの

を緩和されれば、一々これはいいのかどうかということを判断されなくても済むと思いま

す。 

 更に申し上げますと、今回、震災とは関係ないわけですが、私どもではこの４月、５月

で 19 か所の認可保育所を開園させていただきました。それに伴う資金というのは約 25 億

円でございます。私どもにとっては非常に大きなお金だったわけですが、そのうち助成金

等がありまして、実質的に必要だった資金が 18 億円です。そのうち 13 億円は株式市場か

ら調達させていただきました。 

 これから量的な拡大が必要というときに、こういった社会資本である資本市場をどうし

て利用することができないんでしょうか。「勝手にすればいい」というふうにおっしゃるか

もしれませんが、こういった資本市場を利用しようと思えば、当然それに伴う調達コスト、

資本市場で言えば配当というものが必要になってまいります。こういったものがいまだに

認められていないというのは、これだけ大きな民間の資本を利用していないというのは非

常にもったいないことだと思っておりますので、是非ここの点を今回も加えていただきた

いということでございます。 

 それから４点目、今回の震災に伴いまして電力の配給であるとか、こういったものが非

常に問題になっております。それによって、産業界では土曜、日曜の出勤であるとか、サ

マータイムの導入とか、いろいろな時間帯に事業を行おうとしておりますが、それに対し

て保育の側、労働者のお子さんを預かる保育の場がそれに対応することはできるのかとい

うことがございます。 

 現実的には、今まで延長保育であるとか、長時間の開園であるとか、それから土曜、日

曜の開園であるとか、こういったところは認可外がほとんど担ってきております。それに

対して認可だけでは今までは担えなかった。また、これからも同じようなシステムでいく

のであれば、私は担えるとは思いません。ですから、是非この改革の案の中でもう少し認

可外のところの議論をやっていただきたい。 

 以上、４点でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。事務局からお答えいただくところはあとで幾つか

まとめてお答えいただくということにしたいと思いますので、続けて古渡委員お願いいた

します。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の古渡です。 

 今回、東日本大震災という大きな震災が福島、宮城、岩手、もちろん茨城、青森、千葉

も含めて発生した中で、実は私は福島ですが、そういう観点で、今回震災後に子どもの問

題を現場で探ってまいりました。 

 その中でまず今日最初にお話ししなくちゃいけないと思ったのは、本当にこの大きな震
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災が今回この新システムという大きな意味の中で、「もしこれが数年前に前倒しであったな

らば」という観点を考えたことがあります。まず、１つは今回の震災で私が現場で直接感

じたのは、本当に行政もすべて混乱の中で最初にスタートした。ネットワークも電話も何

も通じない。そういう中で、子どもたちの安全とか、地域の安全とか、かなり多くの時間

を 11、12、13、14、15 日と、最初の１週間は本当に何が何だかわからない状況の中で進み

ました。 

 でも、実際にそこで我々が現場で感じたことは、まず就学前の施設のネットワークがき

ちんとできていなかったということが１つあります。それは、幼稚園、保育所、認可外、

すべてそうだと思うんですけれども、子どもの安全・安心という観点を確保しているネッ

トワークが全然成り立っていなかったということが１つです。 

 あとは、そういう中で実は我々が現場の中でやっていたのは、もちろん福島県の場合は

今回の原発の問題で７万人近く……。 

 私は資料を出していますので、委員提出資料の 15 ページを見ていただくとすぐにわかる

と思います。ラフな絵ですみません。15 ページの２ページ目のところですけれども、例え

ば原発避難エリアとか津波災害エリアと書いてあります。それで、実はこの原発避難エリ

アと津波災害エリアから７万人ほどの方が中通りと会津の方、あとはもちろん県外に避難

されています。 

 そうなったときにものすごく大きな問題がたくさん起きまして、もちろん子どもの問題

もそうですが、行政そのもののいろいろな混乱がたくさん起きました。１つの町に２つの

市町村が一緒になってしまったりとか、または全然知らない土地の中に子どもがぽんと投

げられるわけですね。そうなったときに、既存の幼稚園とか認定こども園とか保育所もす

べてそうなんですけれども、何がそこでできるかということを現場の中で皆さんと考えた

時期がありました。 

 そのときに、実はもう幼稚園、保育所と言っていられないので、「とにかく今は子どもた

ちを安定させることというか、安心させることが重要だね」ということで、近くの幼稚園

とか保育所の方たちに応援いただきまして、避難された子どもたちを受け入れたりとか、

または避難所での子どもの遊びをよくしてあげようということで、幼稚園とか保育所に誘

ったりとか、いろいろなことをやってまいりました。 

 でも、ちょっと前に言いましたけれども、今回この新システムがもし２、３年前になっ

ていて、地域ネットワークとか、もちろん幼稚園、保育所とか総合施設（仮称）とかが機

能していたならば、もしかするとかなり早い時点で子どもたちの居場所が確保でき、かつ

ある意味で復興のいろいろなスタートになったんじゃないかということを若干感じており

ます。 

 その中で、資料２－１の３ページの一番上の「質の高い学校教育・保育の一体的提供」

というところでちょっと気になったことがあります。なぜ気になっているかといいますと、

私の資料の４ページ目を見ていただきたいと思います。４ページ目の中段に「震災後」と
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あるんですけれども、「震災後、４月の小中学校の対応は、ある意味組織の連携が取れてい

る文部科学省の機関としてかなりスピード感があったと感じられるが、就学前の子どもた

ちに対する対応は、既存の制度では対応が困難であり、早急に見直しが必要である」とい

うふうに書いてあります。 

 これは、簡単に言いますと、県内の小学校、中学校の入学式は４月６日に大体できたと

思います。でも、実は幼稚園、保育所、認定こども園もそうなんですけれども、そのネッ

トワークとか組織がきちんとできていないがゆえに情報が全然うまく通らないし、逆に子

どもの安全という観点を踏まえても全然共有化できない。それで、小学校とか中学校の教

育委員会制度だと県の通達とか、ある意味で直轄型というのでしょうか、そういう形でぽ

んといくんですけれども、就学前の施設は全然それがない。それは、逆に言うと今回の放

射能の問題もそうだと思うんですけれども、あえてしっかりできていないと何も対応でき

ないのが実はこの就学前の施設だったんだなということをすごく実感しています。 

 ですので、そういう意味ではここに書かれている「質の高い学校教育・保育の一体的提

供」というふうな意味づけの中の「学校教育」に入れるのであれば、本当の意味できちん

と体系づけた意味にならないと、実は今回の事例からわかるように機能しないということ

を、今日まず最初にお話をしておきたかった点です。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、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。 

 今日、最初に黙祷いたしましたように、ちょうど震災から２か月たちました。私は青森

ですので、ちょうどその日は翌日に控えた卒園式の準備をしておりました。すぐ隣県の岩

手や宮城の仲間に連絡を取りましたが、当然ですが、連絡は通じません。 

 でも、その後わかったことは、やはりその地域に住んでいらっしゃる保育者たちが何と

か保育機能が失われたとしても保育を引き続き再開したいという強い意思を持っていた。

それは、私は今回のこのシステムの中でも是非このシステムの中にそういう仕組みをしっ

かりと入れ込むべきだということを改めて感じました。そういう意味では、全国保育協議

会でこれまでもずっと言っておりましたが、子どものセーフティネットとして、児童福祉

の機能としての役割をしっかりと持った仕組みであることが必要だと思っています。 

 そういう意味では、今回もう一度整理をなさってくださって、「学校教育」と「保育」を

提供するということで、狭い意味での法律上の「学校教育」と児童福祉法上の「保育」と

いうふうに文言を整理したのはわかりますが、これまでも言っていましたように子どもた

ちにとっては、例えば「教育」という言葉で言えば、教育の受益者ではなくて学びの主人

公だと私は思うんです。そういう意味では、子どもにとっての生活と教育というのは切り

分けて議論をするべきではないということは、これまで同様申し述べさせていただきたい

と思います。 

 そして、繰り返し言いますが、児童福祉施設としての機能をしっかり持ったものが今は

新たにいわゆる名前が付いた総合施設（仮称）というものになるのだと思いますが、学校
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教育法上の学校でもあり、児童福祉法上の児童福祉施設であるような仕組みであるべきだ

と思っています。 

 そういう意味で、冒頭説明を受けた資料１の４ページ、３ページのところに書かれてい

る新たな給付の一体化は、座長がおっしゃいましたように一本化されたのは十分わかりま

す。 

 それでいながら、施設とすれば幼稚園もあり、いわゆる総合施設（仮称）があり、保育

所があって、それらをすべてこども園（仮称）と呼ぶ。そうすると、今のような災害があ

ったときに、もしかするとすぐ閉じてしまうような保育所だったり、こども園（仮称）だ

ったり、夏休みがあったり、何かの理由でセーフティネットとしての役割を果たさないも

のも全体ひとくくりの中でこども園（仮称）として称されてしまうというものに対して、

利用者本位であるという仕組みをつくるという前提からすると、利用者にとってはやはり

わかりにくいのではないか。 

 給付の一本化は当然わかります。給付をこども園給付（仮称）として、どの類型にもこ

こから出していくというのはわかるのですが、それでいながら幼稚園あり、総合施設（仮

称）あり、乳児保育所があるという仕組みというものが、どうも私は利用者にとってはわ

かりにくいのではないか。 

 それで、真の意味での幼保一体化というものが今、説明されたもので言うと、いわゆる

総合施設（仮称）しかないということですね。ですから、そのところも正直わかりづらい

というところがあります。 

 それから、児童福祉施設という機能から考えますと、資料２－１のところにありますよ

うに、総合施設（仮称）の創設により、現行の幼稚園の預かり保育に対して児童福祉とし

ての位置づけを付与すると書いているんです。これも、さまざまな資料を読めば限定的に

本来書かれているはずだと思うんです。現行の幼稚園の預かり保育に対して、「保育を必要

と認定された場合」という限定が付いての児童福祉のような気がするんです。認定要件を

見ればそうですから、認定要件であれば今の言葉でいくと「保育に欠け」ないとここは認

めないはずですから、現行の幼稚園の預かり保育のすべてが児童福祉ではなくて、「保育の

必要性を認定された場合のみ」というふうにどこかでただし書きでも入れてもらわないと、

ここは書かれていることの拡大解釈をされてしまう可能性の方が強いかなという気がしま

す。 

 それから、これまでも文言の整理がされていない中で主張してきたつもりではいますが、

今回「学校教育」、例えば「保育」は児童福祉法上の児童福祉の「保育」というもので文言

を整理したとすれば、今、資料の中にあるようなこれまでも使ってきたもので「標準的な

教育時間」と書いていますね。標準的な教育時間は３歳以上すべてに付与するということ

であれば、「標準的な学校教育時間は付与する」というふうに限定的に読み取らないと理解

不能なような気がするんです。ですから、その辺の文言の整理をもう一度なさっていただ

ければいいのかなと思います。 
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 あとは、これまで同様述べていましたように、きちんと質を担保して質を向上させてい

く仕組みであるということのための財源は設けていただくことと、最低基準等の改善が含

まれるような仕組みであるべきです。 

 それから、何よりも大日向座長がおっしゃいましたように、０歳から就学前のすべての

年齢の子どもたちにこの国の形としてそういう仕組みを提供するのであれば、狭い意味で

の学校教育で今は分断されていくような総合施設（仮称）、３歳未満だけの総合施設（仮称）

はないわけですから、就学前の時期の３歳で分断することのないような、子どもたちの育

ちの発達の連続性に留意したような仕組みというものを再度検討していただくことができ

ないのか。 

 それから、繰り返し言いますが、利用者本位ということであれば、その利用者にわかり

やすいような仕組みであることも是非お願いをしたいと思います。 

 とりあえずここまでとさせていただきます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 ここまでで被災地からの委員のお声をいただきました。私もニュースなどを見ていまし

て、小学生や中学生の子どもたちの姿は１か月くらいたちますと入学式を迎えたとか出て

きて、本当によかったと思うのですが、他方でどうしても就学前の子どもたちの姿が見え

ない。本当に心配しておりました。やはり就学前の子どもたちが育つ環境のネットワーキ

ングなりシステムの一本化が弱かった。この幼保一体化がもう少し早くできていたらとい

う、特に古渡委員のお言葉は胸が痛い思いで伺いました。 

 だから、なおのこと、この会で、これから子どもたちのために、就学前の子どもたちの

ためによりよいもの、パーフェクトなものでなくてもとにかくよりよいものを一刻も早く

つくって動かしたいと願っております。 

 今、お３人からいただいたいろいろな御指摘は事務方の方でも再度検討いただいて、新

たにもう一度資料の整理等でお考えいただくことをお願いしてみたいと思います。 

 それでは、こちらの方でお手を挙げてくださった北條委員代理、渡邊委員、普光院委員、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○北條委員代理 ありがとうございます。まず最初に御確認いただきたいことは、従来工

程表のようなものがあったはずでございます。６月通常国会提出、その後、実施時期等を

含めて工程表があったわけで、現時点でそれは変わっていないのかどうかということの御

確認をいただきたい。これがまず第１点でございます。 

 第２点は、古渡委員の方から被災地での大変御苦労されたことを承りました。本当に大

変だったと存じます。５月２日、私どもの私立幼稚園の団体でも被災地６県の方々にお集

まりいただき、または昨５月 10 日、全国理事会を開催いたしまして、被災地の大変厳しい

状況を私どもは現地視察も含めてさまざまに伝えられたところでございます。 

 既に御承知と存じますが、私立幼稚園の中で既に 60 名を超える園児が亡くなっておりま

す。最終的には 80 名になってしまうのではないかと思っております。そうした中で、地域
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に１か所しかない幼稚園が津波に流され、そして現在再開ができていない。今、古渡先生

がおっしゃったような状況の中でそういうことも起こっております。私どもは、一日も早

く地域の幼稚園教育を再開するために全力を挙げて頑張っているところでございます。 

 そうした中で、今回の経験を踏まえますと、私は幼保一体施設があれば何とかなったと

いう面もあるとは思います。しかし、全般的にはそういうこと以上に公私間の取扱いの違

いというものが大変大きかったと思っております。私立の施設に対するしっかりとした行

政の支援体制というものが大変弱かったということは、私どもも身に染みてわかっている

ことでございます。そういう経験も踏まえて、今後学校教育体系というものをしっかりと

つくり上げていく。その中で、子どものセーフティネットをつくっていくということにつ

いて同じ気持ちで承っておりました。 

 ３点目でございますが、資料１と、それから資料２－１の６ページに関わることでござ

いますが、私は本日はこちらのワーキングチームでは代理出席でございます。通常、基本

制度のワーキングチームの方に出席しておりまして、その折、既に２度発言をさせていた

だいていることがございます。それは、専業主婦に対する支援あるいは家庭で子育てをし

ている子育て家庭に対する支援というものが明確でないということでございます。 

 本日、示された資料の１の３ページを見ますと、①、②のところで、これは「すべての

子どもなんだ、すべての子育て家庭が対象なんだ」ということであるわけです。すなわち、

「子ども・子育て支援給付(仮称)の対象はすべての子どもだ」ということが明確に書かれ

ておりますが、しかしながら③にまいりますと、そこから家庭での子育て家庭、あるいは

専業主婦の家庭がここからは抜け落ちているという問題があると思います。専業主婦等に

対する支援については、今後しっかりとした方向を出していくと基本制度ワーキングチー

ムの中ではお答えをいただいておりますので、こういうところに「専業主婦を対象外とは

していないんだ」という明確なメッセージを入れていただきたいと思います。 

 それから４ページのところで、前からこれは気になっていたんですけれども、「片働き家

庭」という言葉が出てまいります。このワーキングチームに出席するまでこんな言葉は聞

いたことがない。変な言葉だなと今でも思っておりますけれども、この言葉の響きが、私

は「専業主婦」という言葉もあまり好きじゃなくて「フルタイムマザー」だと思っており

ますが、いわゆる専業主婦の方は働いていないというメッセージがこの「片働き家庭」と

いう言葉には入っていると思いますので、これは是非とも言葉を変えていただきたいと存

じます。 

 最後に、ただいま申し上げたこととの関連で言えば、資料２－１の６ページのアとイの

問題につながってまいります。要するに、保育の必要性の認定を受けた子ども、受けない

子どもという問題、先ほどの保育所の先生の御発言とも関連いたしますが、ここで極端な

公費負担の不公平を生むのであるならば、公平な制度設計という観点から大変問題がある

と考えております。是非御配慮いただきたいと存じます。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。確かに、「片働き家庭」というのは言葉としても違
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和感はあるかもしれません。「在宅子育て家庭」とか、そういうのは使っていましたか。村

木統括官、何かありますか。 

○村木政策統括官 今、ごもっともと思いつつ、私も「専業主婦」という言葉も嫌いで、「専

業主婦」があるならば「兼業主婦」という言葉も是非広めたいと思っているのですが、嫌

な言葉だなと思いながら事務方も実はこの言葉を使っていますので、もし何かいい御提案

があれば是非お願いをしたいと思います。 

○大日向座長 それでは、事務方の方にお届けくださいますように。 

 それで、先ほど工程表のことについて触れられましたが、冒頭、末松副大臣がざっくり

とおっしゃってくださったのですが、皆様も気にされていると思いますので、その工程表

について改めてもう一度事務局から言っていただければと思います。 

 それから、工程表と関連しまして、やはり先ほども財源をしっかりつけてほしいという

お考えもあって、確かに今後の議論は財源が付くか、付かないかも大きなところだと思い

ます。その辺りについても、できましたら末松副大臣、そして小宮山副大臣の方からお願

いいたします。 

○末松副大臣 工程表につきまして、確かに大震災が起こってから審議も遅れてしまって

いるというのは事実でございます。 

 ただ、６月末の社会保障と税の一体改革をにらみながら、そこでさまざまな財源の観点

もかなり固まってくるような状況がございます。それを仕組みとしては淡々とやって、作

業を急いで、そしてできれば私の印象ですけれども、この５月末から６月の頭くらいまで

には大体基本的なものが固まって、そして６月末くらいまでには財源との関係をにらみな

がら固めていく。 

 そういった後に、今度は国会延長の話がどうかということは別途ございますけれども、

そこの中で国会がもし延長されているということであれば、そこに提出をしていくという

ようなことも今、考えられるのかなと。これは可能性ですし、政治は生き物なので確定的

なところは申せませんけれども、一応私としてはそういった印象でございます。 

 小宮山さんから補足はございますか。 

○小宮山副大臣 今、厚労省の方での社会保障の改革案を子どものところは私が責任を持

ってまとめさせていただいていますが、中身のおおよそのところはここでやっていただい

ていることがそのまま入ると思っていただければといいと思います。 

 先ほど座長からも財源の話がありまして、恐らく皆さんもそれを一番心配されていると

思うんですが、この社会保障と税の一体改革にこれまでの年金、医療、介護だけではなく

て、子どもを入れた、若者も入れたというのがこの政権の大きな核になる部分だと思って

います。 

 もちろん財源面で復旧・復興に 20 兆を超えるお金がかかると言われている中で、私も末

松副大臣も、ここに参加している政務が力を合わせて、やはり社会保障はきちんとしない

と、特に子どものところをきちんとしないと、これからの復旧・復興を支える日本の社会
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自体が揺らいでしまうということだと思っていますので、しっかり話していきます。何と

しても、時期は例えば２段階とか、少し最初よりは全額確保できるのが延びるとしまして

も、５月末の社会保障改革、そして６月末までの社会保障と税の一体改革の中で、当初考

えていたとおり、超少子高齢社会は待ったなしでございますので、そこでしっかりと子ど

ものところにも財源を確保して、もともと考えていたあるべき形をつくる。 

 ただ、それについて実際面としては復旧・復興の方に最初考えていたよりも少しお金を

取られてしまうかもしれない。でも、完成形としては必ずこういうものが要るんですよと

いうことはきちんと皆様の御協力もいただいてつくり上げたいと思っています。 

 国会の状況については末松副大臣からもありましたけれども、延長はないのかなという

話もある中で、６月末の税制改正を待たないと出せないのかどうかとか、その辺りは事務

方からもし何かあればお願いします。 

○村木政策統括官 今、両副大臣からお話があったとおり、５月中に社会保障の制度改革

の絵を描き、６月中には社会保障と税の在り方の絵を描くという最終のスケジュールとい

うのは途中、遅れはあったけれども、後ろは変えない方針だ、決意だというふうに私ども

は伺っておりますので、この会議も５月中に何がやりたいかをきちんと固め、６月になれ

ばその費用の負担の議論もし、その議論にしっかりついていくというか、入っていくとい

う形でやりたいと思います。 

 それで、法案が実際に出せるかどうか。さっきお話があったとおり、会期がいつまであ

るのか。それから、会期中にこなさなければならない優先順位の法案が当然震災関係、そ

の他で出てまいりますので、そういうものとその優先順位の問題ですね。 

 それからもう一つは、社会保障と税のほかの分野の法案をどういう形でいつ出していか

れるのかということを見ながらということになろうかと思いますので、社会保障全体の改

革の動きをよく見ながら、政務と御相談しながら、またこの会議に情報提供しながら進め

ていきたいと思っております。 

○末松副大臣 すみません。更に補足であれなんですけれども、私は社会保障と税の一体

改革の担当を与謝野大臣の下でやっているわけですが、御議論は集中検討会議を聞いてい

ますと、震災は確かに小宮山副大臣が言われたようにそこの費用的な観点は入ってくる可

能性があるんですけれども、やはり「社会保障全体をだれが担うんですか」という、この

議論が非常に今、強く打ち出されております。 

 明日また私も補足説明を集中検討会議で言いますけれども、やはり社会保障を担う若者

とか、女性とか、あるいは将来の若者である子ども、こういった方々がしっかり担えない

と社会保障全体をだれが担うんだと。この議論がどうしても大きく出てきますので、そこ

を充実させるという意味で子ども・子育てについては特別に皆様の御議論を踏まえながら

強調していきたいと思っております。 

○大日向座長 ありがとうございます。今、両副大臣、そして村木統括官から非常に力強

い御説明をいただいたと思います。当初の工程表のところは変えない方向でという強い決
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意の下で、特に両副大臣からは財源は子どものためにしっかりと取ってくださるというお

言葉もいただきました。子どもや子育てに財源を取っていただくということは日本の未来

のことであり、社会保障そのものでもあると思います。そのためにも、私たちはここでの

議論をしっかりと建設的に実り多いものに進めていきたいと思っております。どうぞ、こ

の残りの時間もその方向でよろしくお願いいたします。 

それでは、お待たせいたしました。渡邊委員、それから普光院委員の順でお願いいたし

ます。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。 

 まず、冒頭被災地の亡くなられた方の御冥福を祈りつつ、黙祷を捧げさせてもらいまし

た。また、今なお行方不明になっている方々もおり、被災地の皆さん方の現状を察するに

余りあるものがあります。政府の皆さん方の力を一致しながら、一日も早い復旧・復興に

ついて全力で取り組んでいただきたいということをまずお願い申し上げたいと思います。 

 また、残念なことでありますが、原発事故によって特に福島県の南相馬、いわき市付近

の方々が私どもの町にも一時 350 人前後の方々が避難されてきました。今なお 170 人前後

の方々が、避難所を閉鎖したものの、町内の民宿やいろいろな宿泊施設に避難されて生活

している実態にあります。 

 特に、この度の避難所を開設し、支援させていただく立場で我々が感じたことは、自然

災害に対して被災された方であっても、被災していない我々の立場であっても、いかに今

の高齢者福祉、そして子ども・子育てのシステム、これがやはり社会で制度化されて保障

されるという仕組みがちゃんとしていなければだめなんだということを痛感させられまし

た。 

 特に、私どもの町には 300 人を超えた方々の中の半数以上が要支援の方とか、要援護者

とか、それから認知症の方、知的障害的な方々、いわゆる福祉避難所に匹敵するようなお

世話をしなければならないような状況にありまして、町の福祉関係者が一堂に会して一時

期、２か月間ぐらい対応を迫られた実態があります。 

 本当に１週間ぐらいは顔を見るのも嫌になるほど厳しい顔をしておりました。しかし、

今は顔も穏やかになって、皆さん方の生活はまだまだふるさとには及びませんけれども、

頑張っている姿を見て、私どももさらなる御支援をしていかなければならないと実感をし

ているところであります。 

 今日は新たに子ども家庭の状況に応じた子ども・子育ての支援という、ちょっとこれま

での表現と視点を変えた形の中での説明をいただきました。この説明そのものが、今まで

の議論と特に整合がとれていないということを決して申し上げるものではありませんけれ

ども、ただ、私どもがこの議論に入る前に基本制度案要綱というのが示されてきたわけで、

その要綱で５点ほど示された視点があったわけでありますが、その中で幼稚園、保育所、

認定こども園の垣根を取り払い、新たな指針に基づいて幼児教育と保育をともに提供する

こども園（仮称）に一体化して新システムに位置づけていくんだという前提がありました。 
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 また、家庭における子育て、それから教育に資するための幼稚園教育要領と保育所保育

指針、これを統合して新たなこども指針（仮称）を策定するんだという提起もありました。

そして、それらの資格の共通化を始めとしたこども園（仮称）を機能的に一体化していく

んだという位置づけがありました。 

 それらを考えますと、今日の説明で幼児教育、学校教育法、そして児童福祉法というよ

うな形で位置づけがありましたけれども、果たしてこれまでの議論とのかみ合わせと、そ

れからこれから制度設計、法律化していくということになるわけでありますが、それらは

果たして整合がとれているのかどうかという疑問を感じます。 

 それから、２点目は名称であります。従来、先ほど申し上げたように、要綱の中ではこ

ども園（仮称）化していくということでありましたけれども、今日の説明ではこれは仮称

でどういう表現になるかはわからないという説明でありましたが、総合施設（仮称）とい

う言葉が出てきました。質の担保のための客観的な基準を満たして、指定された施設の総

称をこども園（仮称）としてこれまでどおり継続していくんだということでは整理はされ

ておりますけれども、しかし、学校教育と保育及び家庭における養育の支援を一体的に提

供する施設というイメージだけが何か先行してはいないか。具体的な制度設計がまだ伴っ

ていないのではないか。今の段階になって、なぜこの総合施設（仮称）という言葉が出て

きたのか。その辺がちょっと不可解であります。 

 それから、幼保一体化の目的の一つに待機児童の解消、そして二重行政の解消という言

葉が言われてきました。ところが、施設面では幼稚園、保育所がそのまま残って、そこに

従来のこども園（仮称）に当たる、先ほど申し上げた総合施設（仮称）が加わり、法律面

では学校教育法に基づく「学校教育」という言葉が、これは前進ですから評価できるかも

わかりませんけれども、学校教育法、それから児童福祉法上の要件を満たす総合施設（仮

称）という位置づけをしている。 

 それで、これまでの議論の説明の中で子ども家庭省（仮称）の創設に向けた検討をして

いた当初の前提が何か崩れてはいないのか。このままでは、二重行政どころか三重行政に

もつながりはしないかという懸念があります。 

 また、一元化しないとするならば、給付を行う際に省庁間ではどのような連携が図られ

るのかということも、いろいろと省庁の中で連携、または議論をしているんでしょうけれ

ども、その辺の中身がまだ全然見えていないということを疑問に感じます。 

 総合的に申し上げさせてもらえれば、いわゆる幼保一体給付（仮称）、給付事業、サービ

スの展開、これについてはそれぞれのこれまでの議論をきちんと積み上げた中で、指定制

度というものをいろいろな意味でこれまでのサービスを更に強化した形の中でまとめ上げ

られておりますから、評価に値することもあります。 

 ただ、総論的に見てこれまでの議論の積み上げを考えますと、全体的に後退してしまっ

たのかなと。この６月の法案提出に至って、また社会保障と税の一体改革の関係の中で、

政府として、または省庁間との調整の中で何かあるのかなという疑問すら、ちょっと垣間
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見るような感じがあります。以上です。 

○大日向座長 今、渡邊委員から出された幾つかの問題点、制度案要綱との整合性はどう

なっているんだというようなことですね。これは先ほど佐藤委員が御指摘になった、ある

いは御質問になったことと同じ方向での疑問、御懸念かもしれません。 

 給付が一本化され、名称使用も一本化され、指針上も一本化されていて、なぜ幼稚園、

総合施設的なこども園（仮称）、そして３歳未満児の保育所が残るんだろうか。そこを佐藤

委員はわかりづらい、利用者から見るとわかりづらいという表現をとられましたし、今、

渡邊委員は、制度案要綱の理念との整合性がちょっと心配だというご意見でした。これは、

多くの委員がこれまでもいろいろな形でおっしゃっていらして、そこがなぜか乗り越えら

れなくて、のどに骨が引っかかっているような思いでいるんだと思います。 

 どうしてそこのところがもう少しすっきりできないのか。どうしたら整合性がとれた方

向に見やすくできるのだろうか。事務方もいろいろ御苦労されていることと思いますが、

その辺りは率直にお話をいただければ、今この会議で完璧なものを求めなくても私はいい

と思うんですね。とにかく幼保一体化の形を走らせながら、理想を目指して修正していく

というやり方もあると思うんです。 

 でも、その辺りで皆が何となく思っているところは、今なぜだめなんだろうかというと

ころも一度、白日の下にさらして、「そうか、それならばここで協力しよう」とか、「ここ

は手を打とう」ということになるのかなと思いつつ、今、渡邊委員、そして先ほどの佐藤

委員の御質問にもしお答えいただけるものであれば事務方からお答えいただけないでしょ

うか。 

 急に振って無理でしょうか。濵谷課長、よろしいですか。それとも、村木統括官からお

話いただきますか。 

○濵谷課長 ちょっと事務的に整理をしたところで固いかもしれませんけれども、事務的な

整理をまずお話をさせていただきたいと存じます。 

 基本制度案要綱との関係では、確かに幼稚園、保育所、認定こども園を一体化し、指針

に基づく新たなこども園（仮称）として一体化するということでございますけれども、そ

の一体化の仕方といたしましては２つあろうかと思います。そういう意味では、本当に抜

本的にやる場合には施設そのものを完全に一本化、一体化するというやり方、それから今

回の新システムが基本的には給付体系・補助制度としての一体化ということで、そういう

やり方もあろうかと思います。 

 そういう意味では、基本制度案要綱との関係では、幼稚園・保育所・認定こども園は発

展的に新たなこども園（仮称）に吸収されることになろうかと思いますけれども、いわば

給付面での一体化として全体的に一体化していく。 

 それから、指針の位置づけについてはこども指針（仮称）ワーキングチームで現在議論

中でございますけれども、指針についても一体化した中で、こども園（仮称）として一体

的な教育、保育を提供していくというような整理だということでございます。 
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 いわば、各施設に対する補助、あるいは給付体系につきましては、正直申しまして柔軟

な制度設計が可能でございます。例えば、老人福祉の分野でも個人給付である介護保険給

付もございますれば、特別養護老人ホームへの入所措置については引き続き委託費という

形の財政支援がなされております。学校教育体系の中でも、例えば高校の分野では個人給

付としての無償化の就学支援金という個人給付と、機関補助である私学助成との組合せと

いう形で財政支援しております。 

 今回の一体化につきましては、就学前の学校教育、保育に関する給付面での二重行政の

解消、公平性の確保の観点から、既存の給付を一体化したこども園給付（仮称）を創設し

て、こういった給付の対象となる施設については先ほど山口委員からもございましたけれ

ども、認可外の基準を満たした施設も含めてすべて指定施設とする。なおかつ、０～２歳、

３～５歳を問わず指定対象とするということで、全体として給付体系上の一体化を図ろう

ということでございます。 

 なぜ、その規制面での事業法、学校教育法、児童福祉法での整理がなかなか一体化で難

しいかというところは、かなり法制面での整理になってしまいますけれども、いわば給付

面については事業者に対する規制ということではなくて、事業そのものは基本的には自由

にできる中で、財政支援として公的に支援するのはどうかということでありますので、比

較的自由な制度設計が可能でございます。 

 一方で、規制については事業規制でございまして、国民や事業者の権利を制限するとい

うものでございますので、基本的には各教育体系や福祉体系の施設や法体系の性格に基づ

いて何が必要な規制かというものはやはり厳格に考慮して、その必要最小限の規制にする

というような必要がございます。 

 具体的には今回の総合施設（仮称）、もともとこども園（仮称）と言っていたものでござ

いますけれども、これは学校教育法に基づく学校、それから児童福祉法に基づく児童福祉

施設、両方の性格を有するということでございますので、これは次回以降の議論で資料を

お示しして御議論いただきたいと思っておりますが、設置基準の在り方、それから行政庁

の監督の在り方、あるいは公立施設の職員の身分などについて、学校としての規制と児童

福祉施設としての規制がそれぞれございますので、その両方を考慮して必要な規制を新た

に行う必要があるということでございます。 

 こうやってぎちぎちと規制の在り方として考えていきますと、０～２歳のみの施設につ

いては学校教育としての対象年齢が現在３歳以上でございますので、学校ではなく児童福

祉施設としての性格のみを有するということで、そういうことで新たなものが学校教育と

児童福祉の双方を考慮した規制を行うということからしますと、０～２歳の施設について

学校教育としての規制を事業者にかける必要性がない。逆に言いますと、児童福祉法だけ

の規制をかければ足りるということでございますので、新しい学校教育と児童福祉の双方

の規制を考慮したものに、例えば０～２歳のみの施設を位置づけるのはなかなか法制上難

しいということがございます。 
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 こういったことを考慮しまして、事業としての規制はそれぞれ実際にそういう事業がち

ゃんとできるかどうかというところについては必要最小限と言いますか、必要な規制は事

業規制として行いながら財政支援としては全体として一体化し、整合性のとれた指針に基

づいて、実質的には給付体系、財政指針を通じて全体的に一体化を推進していこうという

考え方でございます。 

○渡邊委員 今の説明ですけれども、総合施設（仮称）ということで学校施設、それから

児童福祉施設を総合するような形での施設化を図るんだというふうな言い方がありました。

これはちょっと飛躍したとらえ方なのかもわかりませんが、今の政府では学校教育法に基

づく施設というふうな位置づけをするならば、いわゆる義務化という前提があるのかどう

かということを私は疑問に思うんですね。 

 というのも、小学校、中学校は義務化されているわけでしょう。それを総合施設（仮称）

というふうなとらえ方で、学校教育法に基づく施設とか、児童福祉法に基づく施設とかと

いうとらえ方をしていくならば、当然、国としての義務化をしていくという前提が何か見

えてくるんです。ちょっと飛躍したとらえ方なのかどうかはわかりませんけれども、いか

がですか。 

○大日向座長 先ほどから小田委員が手を挙げていらっしゃいますが、今のことについて

濵谷課長から先にお答えください。 

○濵谷課長 まず、学校教育体系の中では小・中学校は義務教育でございますけれども、

幼稚園については義務ではございませんが、幼稚園、それから高校もそうですが、学校教

育体系上の学校ではあります。ただし、義務ではないというのが現状でございます。 

 学校教育、就学前教育の義務化については中央教育審議会などで過去にも議論がなされ

ておりますけれども、現段階では国民的なコンセンサスなどについて慎重な検討が必要と

いうことでございまして、これまでの議論では義務化との関連も少しございますが、幼児

教育の無償化という形で、実質的に義務に近い形で利用者の立場で無償で教育が受けられ

るようにしようということはこれまでも政策課題として挙がっております。 

 ただ、義務そのものについては、例えば無償化をした場合にはその状況なども踏まえな

がらというのが現在での状況ではないかと思っております。 

○小田委員 もう濵谷課長が御説明されたので基本的には私はあれですが、今日出された

資料が、最初に大日向座長がまとめられたように幼保一体化、ここでの一体化ということ

に関わっての一体化の理念みたいなものを３つおっしゃいました。給付を一体化するとい

うことの問題とか、こども園（仮称）という全体像の中の一体化の問題、そしていわゆる

子ども自体のさまざまな選択ができる形での一体化です。 

 「一体化」というのは「一元」をすることではないと何回も申し上げてきたと思います

けれども、あまりにも１施設にしてしまうことが幼保一体化するというイメージが先に進

んでしまって、何か１施設の中に全部を網羅するという形になってしまうと、何回も私は

ここで申し上げましたけれども、基本的にさまざまな子どもたちやすべての子どもたちに
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応じるという、多分この一体化の議論の最前線の最初の議論の中には教育基本法があって、

教育基本法の中には今まで幼児期のことが書かれていなかったんですね。それが、幼児期

のことが第 10 条に書かれたことによって、本当に国がすべての家庭の子どもたちの責任を

取っていこうという方向の中でこの一体化というのも生まれてきたんだと私は思っていま

す。 

 ですから、本当の一体化という意味は、国が本当に責任を持って今後の子育てや乳幼児

期への教育を含めて責任を取っていこう、その姿をシステム化していこうという形の中で、

乳幼児期だけが少し混乱した状況に見えるという形の中でそれを整理していくということ

が一体化で、イメージとしてはよくわかりますけれども、１つの施設にしてしまってそれ

に押し込んでしまって、１つの乳幼児期でいったら安心だろうと。 

 それは、私はいろいろなシステムがあって、そのシステムで、後からも議論になるんだ

ろうと思いますが、都会の状況での子どもたち、地方での状況の子どもたち、さまざまな

形の違いがある。その形の中にあっても常に動ける形の一体化のシステムが存在していて、

そこに必ず生きていかなければならないのは児童福祉法であり、学校教育法なんですね。

この学校教育法と児童福祉法はきっちり位置づいていることがとても大事なことなんです。

それが今回の一体化の中できちんと裏付けられている。 

ただ、問題は、学校教育法でない部分というのは児童福祉法でカバーできるという形で

０、１、２歳が存在するわけですね。それから、３歳以降は一緒になる。そのときに両方

の形がやっていくという形の中でいくということで、このシステムがきちんとできると、

こども園（仮称）という形の大きな網があった中にさまざまあるけれども、そこで動いて

いるシステムというのは一本化されてくるだろう。 

ただ、私も阪神・淡路の大震災のときに非常に困ったのは、確かに学校教育法だけの施

設と、児童福祉法だけの施設だという言い方の中で非常に困ったわけです。私はちょうど

政府にきたときが大震災だったんですけれども、そのときに出てくる乳幼児期のことをま

とめようとしても、実際上、全然違う施設の形の中で出てくるものは、今でもそうなって

いるんですけれども、文部科学省が出してくる情報と、厚生労働省が出しているものが一

体化していないわけですね。それでお互いが「こうだ」と言う。だけど、それに関わって

この一体化が遅れたことは残念だったと、先ほどおっしゃったとおりだと思うんです。 

だから、今回はそのことをずっとやっていこうということで、特にこの子育て支援給付

（仮称）は全家庭を中心として、つまり施設にいる子どもだけじゃなくてすべての家庭の

子どもたちにとって、すべての子どもたちに良質な教育をという形、保育をという形、そ

こに子育て支援が入っている。 

そういう形の中にあると、１つの施設の一体化をあまりイメージしてしまうと、さまざ

まな子どもたちがいる。一人ひとりのとても有能な子どもたちがいることに、何か１つの

中に入れられてしまっていることで見えなくなってしまうということがあるので、何回も

そのことについては気をつけましょうと。 
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ただし、将来的に子どもが少子化していって全体像が少なくなっていくと見えてくるも

のというのは、１つの施設になる可能性は十分にあるだろう。でも、そこになったとして

も必ず生きていかなければいけないのは、児童福祉法と学校教育法というのは成立させな

ければいけない。ここの中で一体化をしている話の中で、この２つを１つにするような話

になって、施設も一緒にしてしまって、児童福祉法と学校教育が１つになるような錯覚で

私たちがしたことはないはずなんですね。 

やはり両方とも絶対に生きていなければいけない。すべての子どもに必要な法律ですか

ら、児童福祉法と学校教育法というのは絶対にすべての子どもが生きていくことに対して

必要な法律なので、この法律を活かした形の中で一体化するという、このシステムの全体

像というのは、私は今日出てきている理念というのは 100％賛成ではありませんけれども、

かなりの理念がきっちりと出てきているものだというふうに思って、ここをそれ以上押し

てしまって今のような、大変失礼になりますが、施設を一体化するようなことの議論に持

っていってしまうと、子どもたちはどこにもいなくなってしまう。 

○大日向座長 ありがとうございます。大変、幼保一体化に関して貴重なおまとめをいた

だいてありがとうございます。 

 今、小田委員のお話を伺いながらこのワーキングチームの議論を振り返ってみたんです

ね。そうしましたら、こども園（仮称）の在り方について５つの案が出されたこともあっ

たと思います。その段階で、こども園（仮称）というのはフルパッケージですべてのもの

を一体化したものという案もあったと思います。 

 でも、議論を重ねていく中で今、小田委員が言われたように、そういうものでなくて、

多様な親の生活を認め、子どもの生活を認めた多様なこども園（仮称）があっていいとい

うところに皆さんの大方のお考えはほぼ一致したのではないかと思います。 

 では、その多様な形を何とか一本化するために、一体化するために給付を一本化してい

ただく。あるいは名称使用も一本化し、指針上も一本化というところまでいったときに、

なお改めてもう少し残っている懸念というのは、小田委員がおっしゃるように学校教育法、

児童福祉法に何か手をつけて一本化しろということでは私はないと思うんですね。 

 ただ、特に未満児、３歳未満の子どもたちのところに教育というものがもっとあるんだ

ということがよりはっきりとわかる形で見えたらもっといいかなという思いは、私はあり

ます。給付が一本化され、名称も一本化され、実態は本当に一本化に向かっているんだ。

一体化と言った方がいいんでしょうか。先ほどの濵谷課長のお話にあった、法律は規制な

んだから０～２歳に変な規制をかけてはいけないという御説明も、私はなるほどと思って

伺いました。 

 ただ、そうしますと児童福祉法に教育基本法上の教育というのがちゃんと認められるん

だというようなことがいずれきちんと書かれれば、未満児の保育所に、いわゆるそれがこ

ども園（仮称）になったときに、そこに預ける親たちも「ここに預けても養護と教育が一

体して保障されるんだ」という安心感があって、それが結果的に利用者サイドにわかりや
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すくというふうな筋書きになっていくかなとは思っているんです。 

 私が法制度上のことをお尋ねしたのは、その辺りのところに何とか工夫の余地があるの

か、ないのかというところもちょっと伺いたかったところではあったんですが、そこにこ

だわらずに次のご意見に進めていただいても結構です。 

 では、普光院委員さん、先ほどからお手を挙げてくださいました。それから、清原委員、

中島委員の順でいきましょう。 

○普光院委員 「幼保一体化ワーキングチーム提出意見」ということで、１枚ぺらを出さ

せていただきました。 

 いろいろ書いてしまったんですが、なるべくこれまでのお話に絡むところだけをピック

アップしたいと思います。資料としては、資料２－２の６ページに絡む部分をちょっとお

話ししてみたいと思います。 

 先ほど来のお話をずっと伺っていまして、古渡委員のネットワークがちゃんとできてい

なかったというお話。それから、幼稚園の方で公立幼稚園はまだネットワークができたけ

れども、私立幼稚園に対する支援が非常に希薄であったというようなお話。そういうこと

を聞きましても、やはりこのこども園（仮称）というものは市町村の関与というものが非

常にいろいろな意味で大事だということを改めて思ったわけです。 

 それで、資料の２－２のところには、新たな制度としてこの三角形は従来より書かれて

いたものですけれども、これは市町村の立場が外側になってしまっている。つまり、給付

を出す認定をし、給付を出すということしか書かれていないような気がするんですね。 

 私はこの図にいろいろ付け加えて書いておりますけれども、私のレジュメの方に書いて

おります三角形は市町村も同じようにこの公的契約の中にあって、三者がそれぞれに責任

を持つ、支え合うような関係なんだというようなことをイメージしております。 

 私は、保護者と保育所の関係性についてこのところずっといろいろと考えたり、文を書

いてきたりしたんですけれども、そういったときも実は保護者が単にサービスの受け手に

なり、保育所がサービスの提供者になるという一方的な関係では保育の質が上がってこな

いということ強く感じているんです。 

 やはりスターティング・ストロングⅡでも家庭を巻き込むことが重要だと書かれている

わけですけれども、保護者も参画する、保護者も責任を持っていく。それで、保護者もこ

ども園（仮称）や市町村に対して子どもの最善の利益を求めて養育していくというような

責任を負っていると思うんですけれども、市町村もそこに関わってきて、市町村がこども

園（仮称）に関与するということは当然である。こども園（仮称）の側も市町村の関与を

受ける。指導監査等ももちろん受けていただくということも当然である。そういったお互

いの関係性というものをもと具体的に書き出せると思うんですけれども、法律的な関係だ

けではないかもしれないのですが、もう一度整理してみるといいのではないかと思いまし

た。 

 三者は子どもの最善の利益のために連携する関係であるという密な関係をつくっていき
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たい。地域復活のためにも、保護者の参画を支援していくべきではないか。今、保護者は

保育所との関係においても、保護者同士との関係においても非常に関係性が希薄になって、

保護者の発言の中にはそういった中で不安を抱えたり、逆に保育サービスに対する不満を

抱えたりというような現象も見られております。 

 そういった関係性の強化ということが重要で、この中に震災では私たちは日本国じゅう、

ひょっとしたら地球全体なのですが、運命共同体であるということを本当に実感したと思

うんですけれども、その実感を基に支え合うというものをもう一度制度検討の中にも持っ

てきたいと思いました。 

 それで、私のレジュメの２つ上の丸のところに「保育料は、応能負担が望ましいのでは

ないか」と書いてあります。湯水のようにお金が使えるのであれば一律低負担であるとか、

無償ということもあるのでしょうけれども、もしそうでなければ所得に応じて子どもたち

のために質の高い教育・保育が保障され、適切な関係が保障されるように家庭も負担をし

ていくというようなことを考えますと、所得に応じた負担というのは今の時代、コンセン

サスが得られるのではないかと思ってこの丸のところを書いています。 

 それから、裏側にまいりまして今ほど来の議論と関係してくるんですけれども、まずこ

ども園（仮称）というのは全部の名称になり、その中で３歳以上児の保育をやっていると

ころが総合施設（仮称）というものになるプランであるというふうに今、把握したんです。

つまり、学校教育法の適用を受けるのが総合施設（仮称）なわけですね。それだから、児

童福祉法と学校教育法の両方の適用を受けるのが総合施設（仮称）なのかなというふうに

ちょっと思いました。 

 その辺のことをどう考えるかとか、今ほどありました子ども家庭省（仮称）というもの

は当面ちょっと無理なのかなというお話などは私の中では整理できていないのでここでは

お話ししませんけれども、先ほど大日向先生がおっしゃったように、ここで私はやはり３

歳未満児も教育は行われているのだということは必ず明確にしなければいけないと思って

います。０歳児でも保育士が子どもに応答的に関わることは重要な教育の一環だと思いま

す。生活的・養護的な営みの中で、保育者が子どもの声や動きにこたえて運動を促してい

ったりすることなども、この時期の子どもの発達にとってはとても重要なことで、３歳未

満児にこういった教育が必要ということは前提にしなければならない。 

 今、保育所保育指針にはもちろん書き込まれているわけですけれども、こういった３歳

未満児には教育がないんだと言ってしまいますと、これらの子どもの発達に欠かせない保

育内容を否定することにもつながりかねない。実践者に対しても、食事や排泄の世話だけ

をしていればいいという誤解も与えかねないと思っております。そういった３歳未満児の

教育ということの定義づけが必要ではないかと思いました。 

 幼稚園教育要領においても保育所保育指針においても、乳幼児期の教育手法は学校教育

とは違うということを細心の注意を払って書き込まれていると思うんです。私は今回の資

料を見ましてちょっと不安に思いましたのは、学校教育法の適用を受けているということ



 27 

を直接的に「学校教育」というふうに言い表してよいのかということです。学校教育とは

手法的には違うんだ。乳幼児期の保育というのは教科を教えるのではなく、子どもが生活

や体験を通して自らの主体性で獲得していくのだという、その定義づけを何か「学校教育」

ということがかぶることで否定してしまうのではないかということをとても心配します。 

 書類上、どうしても何か呼び分けが必要であるのであれば、例えば「これまでのしくみ」

という図の中では、「従来の学校教育法上の教育」とか、「従来の保育所保育指針上の教育」

とか表記すればよいだけであって、将来的にこれから詰めていくこども園（仮称）の保育

というところにこの「学校教育」という言葉をわざわざ持ち込む必要があるのかなと思っ

ております。「新しいしくみ」には新しいこども園（仮称）の「保育」、それは教育と養護

が一体として展開されるというものなどとして表記するなど、言葉の整理というものがも

う一段必要ではないかと思っています。 

 それから、それに絡んでですけれども、これは大ざっぱな意見なのですが、施設を区別

してはならないとか、施設を区別することで差別意識が生まれるみたいな意見もずっとあ

ったかと思うのですが、先ほど佐藤委員もおっしゃってくださったように、利用者からは

やはり一定の明確にされた基準と制度面、制度面というのは施設の種別名ですね、それが

対応していないと、すごく混乱すると思います。 

 一体、この施設はどういうことが保障されていて、どういう仕組みの下にどういう給付

を受けて行われている施設なのかということは、やはり利用者にわかりやすくしていただ

きたい。同様の基準を満たし、同様の公的な関与及び給付が行われている施設に同じ公的

名称を付すというような形で、やはり看板は同じだけれども、専門家だけはその中身が違

っていることを知っているなどという体制にはしていただきたくない。そこにはきちんと

した、こども園（仮称）にふさわしい基準はナショナルミニマムできちんと引いていただ

き、そこにそれを行うに足るだけの給付をきちんとしていただくことによって、一つの国

が保障するシステムが一つの名称で、すべての子どもに質の高い教育・保育という形で実

現するのだと思っております。 

 ほかにいろいろありますけれども、今後の議論のことだと思いますので、また後ほど発

言したいと思います。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。今の普光院委員の御意見で、後段の方はこども園

（仮称）の在り方に関することで、前段の方でいただいたのは市町村の関与とか負担の話

の方にも広げていただきました。時間の関係もありましたので、そちらの方にもまだ御意

見のない委員の方、どうぞおっしゃってくださればと思います。 

 それでは、清原委員お願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。全国市長会から選出されております三鷹市長の清原

慶子です。 

 市町村の権限と責務の在り方について、この幼保一体化を進めていく上で大変重要であ

るという認識を持っています。その権限や責務に関わる前に、幅広く幼保一体化に向けて
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の市町村の役割に関する幾つかの点を発言させていただければと思います。 

 まず第１点目は、私はやはり市町村が今まで以上に保育所との関係はもちろんのこと、

幼稚園との関係を首長部局が、より一層意識して持っていかなければならないというふう

に再確認しているところです。三鷹市は人口 18 万人の自治体でございますが、子ども政策

部に昨年から教育委員会で所管してもらっておりました私立幼稚園対応の業務を移しまし

て、首長部局で一元化をしています。 

 その中で、私は教育委員会で所管されているころから私立幼稚園に幼稚園教育をお願い

して公立幼稚園を廃止した立場から、絶えずコミュニケーションをしていたわけですが、

今回３月 11 日午後２時 46 分に発生しました地震は三鷹市でも震度５弱を記録し、保育所

にも多くの子どもがおり、学童保育にもおり、また私立幼稚園でもちょうど降園時に当た

ることから、多くの子どもたち、すなわち子どもたちの命を預かっている場が保育所であ

り、学童保育であり、幼稚園であるということが再確認されました。 

 直後に私立幼稚園の園長先生からも私は直接報告などを伺いましたが、まさに就学前の

子どもたちにとってのセーフティネット、ライフラインである場所がこれらの保育機能あ

るいは幼児教育の機能を果たす場であった。そのことについて、やはり一体的に市町村の

首長部局が、より一層連携を持ちながら把握していくということの必要性を再確認いたし

ました。 

 具体的な例では、三鷹市では JR がストップしましたので、保護者がほとんど帰宅困難者

となったわけです。したがいまして、帰宅困難者の避難所も設置しましたが、保育所、学

童保育、各小中学校では保護者がお迎えに来るまで、とにかく職員は残って預からせてい

ただくということで、一番遅いケースでは翌朝になったわけでございます。 

 このように、被災地ではもっともっと命が失われる深刻な事態が発生していたわけです

けれども、都市部においても更に保護者との密接な連絡方法の再確認、災害時の対応の時

間軸を通した取組など、施設の個性を超えて共通して自治体が災害対策の中に、あるいは

業務の継続計画の中に保育所や幼稚園をしっかりと位置づけたものをつくらなければいけ

ないということも再確認をしたところです。 

 また、水道水に一部放射性のヨウ素が発見されましたので、東京都の水道局から乳児の

飲用をやめるようにという通達が出されましたので、ペットボトルに入った水を用意する

などいたしましたが、そのときも公立保育所のみならず私立保育所等、乳児を預かってい

ただいているところには認証保育所、保育ママさんを含めて配置し、あるいは職員が直接

配布するなどのことを、乳児がいる世帯を含めてさせていただきましたが、改めまして多

くの方が御指摘されましたような、まさに就学前の子どもをお預かりしている公共施設の

みならず、世帯とも密接な連携をとれるのが基礎自治体であるということも再確認いたし

ました。 

 したがいまして、まとめますと１点目には、これから計画をつくる主体として位置づけ

直される市町村が計画づくりをするときに、文言としての計画づくりではなくて、平常時
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のみならず災害時も含めたしっかりとした適切な計画づくりを公立、私立を問わずしっか

りとつくっていくことの必要性がこのような緊急時に再確認されたということです。 

 ２点目に、本日資料１ですべての子どもに対して公平に平等に支援するためのこども園

給付（仮称）及び地域型保育給付（仮称）を含む子ども・子育て支援給付（仮称）が提案

されました。これは０、１、２歳を排除しない総合的な支援体制として事務局で大変御苦

労いただいた設計図として、その御苦労に敬意を表したいと思います。 

 ただ、１点だけ問題提起をさせていただくとしますと、すべての子どもに公平に平等に

ということなのですが、地域型保育給付（仮称）という名称については保育ママさんなど

を含みますので、「狭い地域を含むのだ」という意味で「地域」という言葉を反映されたと

思うのですが、基礎自治体は「地域」という言葉に非常に敏感になります。どのぐらいの

権限を持って関わることが望まれるのか。あるいは、無認可の保育所はどのようにしたら

よいのかなど、したがいまして「地域」という言葉を使う場合に地域の裁量性、あるいは

自治体の裁量性がどのようにあるのかなどについての吟味が今後は必要になってくると思

います。 

 ただ、できる限りすべての子どもにという趣旨が二重行政を解消する方向で提案された

ということについては、一定の評価をさせていただきたいと思います。 

 最後に、私たちは何よりも分け隔てなく子どもたちのことを考えますと、今回の枠組み

で認定証あるいは受給者証を基礎自治体である市町村が発行して、そして皆様を保障して

いくという仕組みが仮に提案されている、その責務についでです。これは、三鷹市のよう

に人口が比較的少ないところですと、すべての保護者にそれぞれのサービスを受ける権利

の証として認定証あるいは受給者証を発行することはそんなに事務的に負担がないのでは

ないかとは認識しています。 

 ただ、全国市長会では子ども・子育て新システム検討のチームを発足させまして、大所

高所から地域規模など、あるいはいろいろな財政力などを吟味して、これらのことについ

ては今後積極的にどうすれば具体的に可能なのかを議論していく予定でございますので、

あまり三鷹市長が「やれる、大丈夫」ということを言い過ぎるとよくないのですが、ただ、

権利保障ということを考えますと、できるだけのことはしたいなと考えています。 

 ただ、この認定証や受給者証をいつ交付するのか。そして、施設にいつ提出するのかと

いうのは非常にデリケートでして、ネガティブな差別情報になってはいけないので、この

辺りのタイミングとか権利保障ということ、すべての子どもたちのためにということをど

うしたら仕組み的に保障できるのか。無用な差別を引き起こすことなく、障害のある方や

被虐待児であるとか、そういう方に保障できるのかということについては、今後実務の点

ではやはり国と地方の協議の場などで、しっかりやり取りをする必要もあると思いますし、

私も全国市長会の議論などをこの場でも御紹介しながら、できる限り大日向座長が言われ

るように建設的に提案はしていきたいと考えているところです。 

 以上です。ありがとうございました。 
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○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、中島委員、それからあと 30 分ちょっとですが、まだ御意見を出していただい

ていない方を優先的にと思います。菅原委員、それから木幡委員、秋田委員、池田委員代

理ですね。皆さんが手を挙げていらして、皆さんが順番を覚えておいていただくと大変あ

りがたいのですが、とりあえずは中島委員、菅原委員までは私の頭の中に入りました。そ

の後は、順番をまた確認しましょう。よろしくお願いいたします。 

○中島委員 連合の中島でございます。ありがとうございます。 

 私からは、末松副大臣が全世代型の社会保障の必要性を述べてくださったことに関わっ

て、３点発言をさせていただきたいと思います。 

 １つ目は、幼保一体化については、さまざまな切り口から具体的な御意見をいただいて

いると思いますが、アプローチの仕方としては、地域で暮らし育つためにすべての子ども

と親の「利用保障」を基本とすべきです。プロセスはいろいろあると思いますが、やはり

子どもにとっての「利用保障」という観点から見ていけば、実務的な答えを出せるのでは

ないかと、私は今日の議論を聞いておりまして改めて感じたところでございます。 

 そして２つ目ですけれども、「全世代型の社会保障」ということが、今やっと具体的に子

どもや若者、現役世代のところに社会全体の問題として日がきちんと当たってきました。

その大変大きな要素が子ども・子育て支援であり、その柱の１つがいわゆる「幼保一体化」

であると思っております。 

 したがいまして、プロセスの工夫というのはいろいろあると思いますけれども、「全世代

型の社会保障」の構築という問題意識を持って、幼保一体化の姿なりその合意の意思を、

私たち今ここにいるチームがもっと発信をしていく。力強く発信をしていく必要があると、

このさまざまな状況を踏まえて改めて思っているところであります。 

 ３点目ですけれども、なぜそういうことを実感するかといいますと、私も実は昨日の夜

まで２週間、ボランティアとして福島に入っておりました。子どもや高齢者や障害者、そ

して被災されている方たち、受け入れている自治体や地域の皆さん、いろいろな形で支援

活動をしながらお会いすることができました。古渡委員もおっしゃっていましたが、就学

前のお子さんたちの安全と安心のネットワークが不十分であり、今般のような非常事態に

必ずしも十分に対応できなかったということを痛いほど感じております。 

 そして、先ほど渡邊委員が、避難所で高齢者やお子さんや障害者の方たちを見ていて、

やはり平時であっても非常時であってもそこの支援の仕組みがきちんとしていないと、社

会の安心や安全にかかわる問題が起きるということも指摘をされました。今、復興の問題、

それから社会保障と税の一体改革の問題、財政再建の問題、いろいろな問題があり、どう

いう順番でこれをやっていこうかという議論もありますが、復興に向かっていくに当たっ

て、こうした問題を置き去りにして先に財政再建をやろうとか、先に社会保障の制度改革

だけやろうということは、成り立たないんだろうと思いますっております。 

 むしろ子どもの切り口で言えば、復興計画の中に例えばお子さんたちの安全・安心をど
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う再構築していくかということを改めて考えると、単なる復旧ではなくて、むしろ先取り

で「子ども・子育て新システム」の考え方やプロセスをきちんと組み込んでいく。そうい

う実践に私たちは直面をしているのではないかということを、かなりリアリティを持って

感じてきたところでございます。 

 したがいまして、私たちが今、求められていることは、大日向先生も何度もおっしゃっ

ていますけれども、できるところから確実に復興計画の中にむしろ先手、先手で「子ども・

子育て新システム」の考え方を実践していく。そして、幼保一体化の趣旨を徹底していく

形で、具体的にできることを考えて組み立てていくということが必要ではないか。まさに

セーフティネットとライフラインを子どもの視点できちんとつくり上げていく。そこを加

味した議論を今後まとめていくに当たってしていけば、具体的な姿が出てくるように思っ

ております。 

 具体的な話は、次の後段のところでさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○大日向座長 ありがとうございました。菅原委員、お願いいたします。 

○菅原委員 私の方から２、３申し上げたいと思います。 

 私も震災後の岩手の釜石、山田町辺りを実は視察に行ってまいりました。その中で一番

多く感じたことは、やはり保育所の役割の大きさと申しますか、これを改めて感じてまい

りました。特に被災に遭われた保育所が、昼は保育をして夜は避難場所ということで、地

域の一つのセンターになっているということの役割は改めて大きいということを感じたと

ころです。 

 それから、もう一つ大事なのは、先ほどから出ていますように、これは東京にいても感

じましたが、未満児のところで、例えば公私の違い、公立、私立の違いですが、この辺が

制度的に非常にあいまいな位置づけになっているということを、震災を通して改めて感じ

ました。特に、民間に対する行政側の対応の仕方の問題で具体的には申し上げませんが、

これからの制度の改革の中では非常に重要なポイントになってくるだろうということを最

初に申し上げておきたいと思います。 

 もう一つ、先ほどから出ていますように、教育と保育、学校教育ということをかなり整

理されているという点は私は前向きに理解したいと思っています。ただ、これまでの議論

の中でどなたかもおっしゃられたかと思いますが、乳幼児期の養護と教育と、学校教育と

はつながりを明確にしなければならないと考えます。内容的にはかなり性格が違うのでは

ないかということです。特にこども指針（仮称）のワーキングチームでは議論されている

と思いますが、その辺の内容をどうやって法律的な、あるいはこの内容の中に入れ込んで

いくのかについて、私はもう少し明確に見えるようにしていただきたいと思います。そう

しないと、今までの議論を含めて現場にいる保育士、あるいは利用されている父兄の方た

ちが、結局は学校教育で保育所は統一化されていくのではないか、かえって不安感が出て

くるのではないかと思います。その辺のところは、もう少し丁寧な整理を私はしていただ
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きたいと思います。 

 それからもう一点は、私たちは一体化ということを議論し、さまざまな歴史的な文化を

尊重し合わなければいけないということを議論してきたと思います。そういう意味で、幼

稚園なり、認定こども園なり、保育所なり、さまざまな事業体の違い、個性を活かしてい

くという点では、先ほど小田先生が言われましたように、一体化の中で非常に大切である

ということを改めて私自身も認識しました。 

 ただ、その中で一体化を考える場合は４つのポイントがあるだろうと思います。１つは

差別、区別のない乳幼児の制度をつくるということでは給付をきちんと整理していく。あ

るいは、名称を統一化しつつ、実際の中身はそれぞれの個性を活かせるように保障しなけ

ればならない。それから、基準の問題は特に少子化対策特別部会で議論されてきたように、

今よりもよりよい基準を創る必要がある。これは 12 月にも提起されていますし、１月 24

日にも保育所なり施設の配置基準が議論されたと思いますが、保育の質を高めることが大

きな目的でありそうした基準の改善案を組み込んで頂きたい。具体的に最終局面では財源

との関係が出てくると思いますが、そういったものが見えるような制度設計を是非我々は

責任を持ってやっていかないと、いわゆる国民的な協力なり、利用者の理解が私はいまひ

とつ得られないのではないかと思います。その点を是非お願いしたいということです。 

 それから、最後に申し上げたいと思いますのは財源の問題です。財源の問題は今の震災

との関係でいろいろ御苦労があろうかと思いますが、被災地の復興というのはやはり５年

とか 10 年という短期、中期で行わなければならない事業だと思います。社会保障改革、あ

るいは子どもの問題というのは、将来を見通した日本のこれからの姿を考える新たな改革

であり、復興の財源と、社会保障と新システムの財源は関連しますが、区別しながらしっ

かりとした財源計画を立てていただきたいということを切にお願いしたいと思っています。 

 それから、これまでの議論では、この制度改革は財源の担保のないものは実行しないと

いうことを常に言われてきたと思います。このＷＴの我々としては制度設計をすることが

非常に大きな目的だと思いますが、それができる前に、例えば先行してさまざまな不十分

な点を残して、急いで法律に持っていくことはかなり慎重にあるべきではないかと考えま

す。特に今の震災問題、あるいは税と社会保障一体改革の議論を見ていると、納得のいく

制度設計ができるかが大切であり、財源の具体的な裏づけをしっかりさせることにより、

全体的な理解というものが私は得られると思います。財源が確保されない中で法律だけ先

行することは不十分となるので、制度の内容・しくみを整理構築する中で是非しっかりと

した財源計画を立てていただきたいということで、私の発言といたします。以上でござい

ます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、秋田委員、池田委員代理、金山委員、木幡委員、岡﨑委員代理、佐久間委員、

ここで大体一度皆さん終わるはずです。よろしくお願いいたします。 

○秋田委員 日本保育学会の方でも、いろいろ東北地方のそれぞれの園の情報をちょうだ
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いしまして、本当に心を痛めることが多々ございました。そういう中で、今回「子どもや

家庭の状況に応じた子ども・子育て支援について」という資料そのもののタイトルにある

ように状況に応じた支援であり、すべての子どもに保障していくのだという強い決意の出

たこの図と資料が出たことを高く評価したいと私自身は思っております。 

 ただ、私が今回の震災で学んだことは、例えばこれは基礎自治体が市区町村になってお

ります。しかし、今回のような震災のときに、特定の市が打撃を受けたりしたときにどの

ように機能したか。例えば、私は学校教育にも関わっていますが、今、東京都は宮城県に

70 名の教員派遣を県と県の間で行うというように対応しており、やはり市町村だけででき

ることと、国が規制すべきことと、間の県がすべきことというのがあると私は思っており

ます。 

 この案全体に反対をしているわけではなく賛成しているんですが、もっと質の保障とい

うことを考えたときに書き込まなければいけないのは、資料の２－１の最後のページに都

道府県の役割というのが「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１行しかございません。 

 しかしながら、例えば学校教育の場合であれば教育委員会の役割というのは市区町村と

県と、それぞれにやはりそれぞれの役割がきちんとあるわけで、これは今後、児童福祉と

学校教育と両方が関わってくると思うのですが、基礎自治体は市町村にあったとしても、

すべての子どもの質の保障を国の方と市町村だけではなく、やはり監督をしていく県の役

割として、指導監督の役割を調整だけではなく書き込むことで、何段階にも質の保障を機

能させるためにしていくのかということを、やはりこの１行で進んでしまっていいのだろ

うかという思いは私の中にはあります。今回の総合施設等は質の担保のためにというとこ

ろで、県が何をすると我々が考えていくのかを１つは書き込んでいただくことが必要だと

思います。 

 それから２点目ですけれども、具体的な資料の８ページ目でございます。先ほど佐藤委

員の方からもございました総合施設（仮称）が、多様な中でもやはり理念としてこども園

（仮称）から言われてきた児童福祉と、それから学校教育の両方を保障できる施設として

重要な意味を持っているのですが、ここの案の部分の「現行の保育所における幼児教育に

対し学校教育としての」というように「幼児教育が」残った書き方になっていたり、やや

矛盾があり、ここだけ「幼児教育」という言葉が使われています。それから次に佐藤委員

が言われた「現行の幼稚園の預かり保育に対して児童福祉としての位置づけを付与する」

と書いてあるんですが、預かり保育が児童福祉なのかというのではなく、児童福祉になる

ために預かり保育をどのように質を高め、きちんと保障することによって児童福祉として

位置づけることができるかを議論しない限り、かなり乱暴な議論になるのではないか。こ

れは今後の詰めの部分だと思いますけれども、質の保障のためには重要なことだろうと思

っております。 

 私個人は普光院委員が言われるように、乳幼児の保育というのは行為としては「保育」
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しかあり得ないのであり、「学校教育」という言葉にはとても抵抗を感じております。ただ

少なくとも財源の給付並びに施設制度に関しては学校教育法上である、児童福祉法上であ

るという、その法律に根拠があるのだという意味での学校教育法なんだという説明の言葉

であり、やはりこども指針（仮称）なりが今後つくられるときに本当に営みとして親に対

して、やっているのは、先ほど大日向座長が言われたように、乳児から養護と教育の一体

となった保育という営みであると伝えることであり、それは幼稚園でも同様で幼稚園は養

護がないのかと言えばそうではないので、そこの両面を書き込む形で次元をきちんと分け

つつ、やはり制度的に法律上で説明をせねばならないところと、保護者や保育者に対して

説明していくときのことばをきちんと今後詰める必要があるのではないかと個人的には思

います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。池田委員代理、お願いいたします。 

○池田委員代理 ありがとうございます。今、秋田先生の方からお話いただいたことと大

分、重複するかなと思っておりますが、私も今回、事務局から示していただいた政府案は、

子ども・子育ての現場と言いますか、現実の母親のそういう状況も踏まえ、または子ども

の発達段階に応じた教育、それから保育を安定的に保障していくという点ではとてもよく

考えられた御提案だったのではないかと思っております。 

 そして、教育と保育については、今までずっと議論してなかなか歩み寄れなかった部分

なんですけれども、そのことを今回、「学校教育」と「保育」ということで、「学校教育」

という言葉を使っていただいたことによって、私は大変よく頭が整理されたんですね。で

すから、どこの施設にいても３歳以上の子どもが学校教育としてその集団の作用を効果的

に働かせた教育を保障できる。そういった意味で、この言葉を使っていっていただくとい

うことはすごく大事なことなんじゃないかと思っております。 

 そして、０歳～２歳、３歳～５歳と、育ちでそこに切れ目があるなんてとても思ってい

るわけではありませんが、やはり０歳から２歳の本当に特定といいますか、身近な大人に

本当に愛情深く支えられて育つ個別対応の教育と、集団の作用で体験を豊かにしていくよ

うな学校教育としての幼児教育を頭で少し整理していくことが非常に大事ではないかなと

いうことを１つ思います。 

 それともう一つは、今回の震災で地域コミュニティの大切さということをすごく私も感

じました。そういった点では、今回資料で１ページ目に出させていただいた中に保護者の

多様な生き方、そして地域で社会貢献して生きる、その生き方を認めてほしい。その価値

をもっと大事にしてほしいということをここに書いたんですけれども、その地域コミュニ

ティの担い手となっていく人はだれかというときに、確かに就労支援、働く保護者も大事

なんですけれども、地域の中で子育てをしながら地域社会に貢献していく。そういう人た

ちが地域のコミュニティをつくっていくんですね。 

 子どもの育ちを幼児期から児童期、生徒、そういうふうに長く支える、見守る大人とし

て、地域の大人がそこに存在するということが子どもが豊かに育つためには非常に大事だ
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と思います。ですから、そういった点で十分考えていただいて、新しくつくられる設計が

本当の意味で質の高い、それから将来の国を支えていく人材を育成していくようなシステ

ムとなっていただけたらありがたいと思っております。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。地域を支える人というのは、すべての人が支えた

いものですね。そのためにも、働き方の見直しということも含めて一方で議論はしていき

たいと思います。それでは、金山委員お願いいたします。 

○金山委員 ＮＰＯ法人マミーズ・ネットの金山です。よろしくお願いします。 

 まず、私も今日示していただいた、子どもや家庭の状況に応じた子ども家庭支援のイメ

ージが、前回よりも具体的に示されていたことにとても感謝しております。私たちはＮＰ

Ｏ法人として、地域子育て支援拠点事業の運営をしております。上越でも、地震のときは

震度５弱のかなりひどい揺れでした。他県の広場でも同じように、広場が終わる時間ぎり

ぎりまで家に帰ろうとせず、「夫が帰宅するまでここに残っていてもいいですか」とか、「家

に帰って子どもと２人きりになるのが不安なのでもうちょっとここにいます。」という保護

者の姿がたくさんあったと聞いております。 

 自宅で就園前の子どもを育てている人たちにとっての地域子育て支援拠点がとても大切

な役割を果たしているということを感じました。 

 拠点事業の重要性を再認識している中で、資料２－１の中で確認させていただきたいこ

とがあります。４ページ目です。「家庭における養育を支援する事業（地域子育て支援拠点

事業等）」について、「広く財政措置の対象とし、当該計画に基づき、計画的に推進する」

とありますが、この「広く財政措置の対象」の「財政措置」は具体的に何を示しているの

か。「当該計画」というのは何なのかということが、私の中であいまいなので、後で教えて

いただければと思います。 

 次に、意見を２つ述べさせてください。まず、用語についてのお願いです。「専業主婦」

という言葉や「共働き」、「片働き」という言葉に対しての御意見もありましたが、家族の

多様化を考えますと、ひとり親家庭も増加しておりますので、それを考えるとやはり「共

働き」、「片働き」には限界があるような気がいたします。家庭での養育が可能か、そうで

ないかというような観点から言葉を考えていただけるといいのではないかと思います。 

 もう一つは子育て支援、または家庭に必要な支援について資料１の３ページの一番下に

もありますが、よく「子育て相談など必要な支援を行う」というような言葉で家庭支援が

書かれているのですが、家庭に必要な支援というのは子育て相談だけではありません。普

光院委員さんも先ほどおっしゃいましたが、保育や学校教育への保護者の参画、または未

就園の子どもたちと保護者が地域、コミュニティにつながっていくという地域への参画も

支援しています。拠点は子育て家庭にとってのもう一つの居場所であるという役割を考え

ますと、「子育て相談など」の「など」に集約してしまうのではなく、違う役割も果たして

いるという部分も見えてくるような表現をしていただけるとありがたいと思っております。 

 もう一点ですが、菅原委員さんからもお話がありましたように、私もこの幼保一体化の
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中でとても期待している部分は質の向上という部分です。資料で言いますと資料２－２の

８ページから「幼児教育・保育の更なる質の向上」という案が示されていますが、今後こ

この部分をもう少し具体的にどんな質の向上が望めるのかということを話し合えるといい

なと思います。今後の社会保障を担っていく子育て世代の人たちや、若い世代の人たちに

それを周知していくことで理解を得られるのではないかと思います。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。 

 次は木幡委員、そして佐久間委員、岡﨑委員代理、そこで時間とさせていただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

○木幡委員 フジテレビの木幡です。働きながら子育てをする立場で意見を述べさせてい

ただいておりますが、この新しい制度になることで保育所に通わせても教育的要素がしっ

かりと保障されるということは大変ありがたいことだと思っております。 

 ただ、できましたら、０歳から２歳を扱う施設でも名前が同じであるならばやはり同様

の位置づけにならないと、利用者にとってはいささかわかりにくいかなというふうな感想

を持っております。 

 それから、私が今、一番心配しておりますのは、今回の大きな目的の一つであります量

的拡大という部分です。資料２－１の８ページにありますように「保育の量的拡大」、「幼

稚園が保育機能を強化することにより、保育の量的拡大を図る」とあるわけですが、この

制度改革によりまして、どのぐらい幼稚園が保育所の機能を強化してくれるのかという点

がとても気になっております。 

 ３歳以上の幼児を対象とする保育所についてはすべて総合施設（仮称）へ移行するとい

うふうになっておりますが、幼稚園についてはどうなんでしょうか。「保育機能を強化して

ください」というふうに言うのか。それとも、そこは自主性に任せるのか。その辺りを教

えていただければと思います。 

また、０歳、１歳、いわゆる乳幼児を扱う施設というのは、この改革ではなかなか増え

ていかないのではないかと思うんですが、ここが増えませんとやはり職場復帰の第一歩を

なかなか踏み出せないという点があるかと思いますので、この点をどう考えていらっしゃ

るのか、合わせてお伺いできればと思います。以上です。 

○大日向座長 時間が限られておりますが、今の点についてだけもし事務方からお返事い

ただければありがたいと思います。要するに、幼稚園が総合施設（仮称）に移行するイン

センティブは何かというようなこと、どのようにしたら移行するかということだと思いま

す。 

○濵谷課長 最終的には各園の判断というところはございますけれども、今、座長が言わ

れましたように、市町村の計画の中でどの程度０～２歳の保育が足りないのかという中で

幼稚園、それから多様な保育、小規模保育とか、保育ママとか、そういうものも組み合わ

せながら全体的にカバーできるようにということを計画的に進めるというのが基本でござ
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います。 

 その中で、実際に幼稚園が０～２歳の保育に参入しやすいように、今回、例示で出して

おりますのは調理室等への補助ということでございますけれども、そのほかにも運営費も

含めてさまざまな観点から財政的なインセンティブを講ずることも含めて検討をいたした

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す。それでは、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。時間も少ないので、３点だけお話をさせてくださ

い。 

 まずは、今回の資料において、また説明において、認可外保育所も含めて指定により給

付の対象とする施設をすべてこども園（仮称）と呼ぶ案を提案していただきましたことに

関しては、私は非常に賛成しておりますし、感謝をしているところです。 

 今回の震災で本当に被災地の皆様の気持ちを思うと、そこまでではなかったですけれど

も、首都圏も本当に大きな揺れで保育所は大変な思いをしてまいりました。それは認可外、

認可園、いろいろな形態で運営をしておりますが、どこも変わらず、「子どもを守るんだ」

という強い思いで、何も言わなくてもいろいろなことをしてくれていました。 

 清原市長もおっしゃっていましたが、最後のお迎えにいらっしゃったのは翌朝の８時ぐ

らいでした。それまでしっかり子どもたちを見てもらったこと、または地域の皆さんにお

いても保育所に来た方が安心だという方を中に入れて一緒に時間を過ごしていたことなど

を思うと、認可外とか認可園とか公立とか私立とかは関係なく、やはり子どもを預かる施

設として機能していっていたのだと思います。 

 そう思うと、こども園（仮称）という名称に一本化され、給付も一体化になるというこ

とですので是非、法人類型や、認可外、認可園にかかわらない給付水準の一本化というと

ころをもう一度確認をさせていただければと思います。財源も確保していただけるという

力強いお言葉もありましたので、そこも含めて是非、今後もその視点での検討をお願いし

たいと思います。 

 最後に、最初に山口委員も言われておりましたが、使途制限のことです。今回の震災も

そうですけれども、いただいているお金の中でどのような創意工夫をしていくのかという

ところはそれぞれの地域、それぞれのエリア、それぞれの事業者によっても違ってくると

思います。そこを、今後の制度改革の中では使途制限はなくなっていき、自由に使えるも

のになるということで理解をしておりますが、それで間違いがないのかというところもい

ま一度確認させていただきたいと思っています。ありがとうございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。岡﨑委員代理、お願いいたします。 

○岡﨑委員代理 都道府県の立場で、尾﨑知事に代わりまして今後の検討に向けまして要

請という形で申し上げておきたいことがございます。 

 まず、秋田委員がおっしゃいましたように、やはり都道府県の役割、市町村の役割でご

ざいます。権限、具体的な内容を全般的にしっかり協議をした上で、今後明確にしていた
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だきたいということがございます。 

 これと関連しますが２点目としまして、現在多様な事業主体も検討されていますけれど

も、今後の指定に当たりましては幼児教育、保育の安定供給、これは継続的かつ確実に保

障されなければならないと考えております。そのためには、やはりサービスの質を担保し

ていく客観的な基準、あるいは規制とか情報開示といったルール化、更には指導監督権限

の所在、そういったものの具体的な内容と所在を明確にしていただきたいという思いが非

常にございます。どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、人口減少地域などにおきます保育サービス等の提供につきまして、少し提案

でございます。人口減少地域はきっと今後総合施設（仮称）化していくだろうという想定

のイメージ図をいただきましたが、例えば放課後児童クラブとか子育て支援拠点等と連携

したサービスなど、やはり地域の実情に応じた小規模多機能なそういうサービスができる

制度というものを少し考えていただいて、財政措置を講じていただけないかという思いが

ございます。 

 また、取り分け人口減少地域では保育のみならず介護といった他の社会福祉サービスの

ニーズとの整合というか、連携とか、そういった形、幼保の制度の枠を超える話になりま

すけれども、将来的にはやはり地域では子どもから高齢者まで一体的にとらえました小規

模多機能なサービスの提供も要るのかなというような意見も、過疎地を抱えました都道府

県がございますので、どうかその辺も一つの提案として申し上げておきたいと思います。

以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 申し訳ありません、時間がきてしまいました。まだまだ皆さん本当にいろいろな思いが

おありかと思いますが、今月末にもう一回予定されております。 

 今日、事務局が出してくださった資料に対して、感謝したいとか、評価したいというお

声もたくさんいただきました。これは、これまで委員の皆様が出してくださった意見を事

務局がまとめてくださったものです。しかしながら、完璧でないことは何度も申します。

まだまだ検討してほしいところ、修正要望、いろいろ出たと思います。どうかそれを次回

までに具体的なワーディングに落として、ここのところをこういうふうに直してほしいと

いうような建設的な意見を事務局にお届けいただければと思います。 

 先ほど中島委員もおっしゃいましたけれども、復興支援に向けて子どもを中心とした子

どもの視点で町を、自治体を、地域を再生創造しなくてはいけない。そのためにこのワー

キングチームの議論が先手、先手で一つの道筋をつけていきたいというご意見は大変心強

く伺いました。そのための作業をまだあと１回は最低あると思いますので、どうかそれに

向けてお力を結集していただければと思います。 

 最後に村木統括官の方から、今後のスケジュール等を含めてありましたらよろしくお願

いいたします。 

○村木政策統括官 ありがとうございます。月内に、是非もう一度やらせていただきたい
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と思っております。今日、いろいろいただいた議論の中で受け止められるものはしっかり

受け止めていきたいと思いますし、更に次回は指定制度の在り方ですとか、総合施設（仮

称）の具体的な制度設計について御議論をいただけると、更に新しい制度のイメージがし

っかりしてくると思いますので、是非それをお願いしたいと思っております。 

 それから、今日の議論の状況等は適宜、基本制度ワーキングチームの方にもお伝えをし

ていきたいと思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。 
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