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認定こども園制度の在り方に関する検討会（第２回）

１．日時 平成２０年１１月７日（金） １０：００～１２：００

２．場所 中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室

３．出席者

秋田 喜代美   東京大学大学院教育学研究科教授

池本 美香    日本総合研究所主任研究員

長田 朋久    横川さくら保育園園長

井戸 敏三    兵庫県知事

駒村 康平    慶応義塾大学経済学部教授

齋藤 正寧    秋田県井川町長

田村 哲夫    認定こども園青葉学園野沢こども園園長

中澤 卓史    高知県教育長

無藤  隆    白梅学園大学教授

森  貞述    愛知県高浜市長

山縣 文治    大阪市立大学生活科学部教授

吉田 敬岳    自由ヶ丘幼稚園園長

吉田 正幸    （有）遊育代表取締役

若盛 正城    認定こども園こどものもり園長

渡邉 英則    認定こども園ゆうゆうのもり幼保園長
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４．議事要旨

○山縣座長 皆さん、おはようございます。若干、出席予定の方が遅れておられますけれども、定

刻になりましたので、第２回「認定こども園制度の在り方に関する検討会」を開催したいと思いま

す。

 本日は、前回御欠席でした小渕少子化担当大臣の方に御出席いただいておりますので、まず、最

初に大臣の方からごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○小渕大臣 皆様、おはようございます。少子化対策を担当する内閣府特命担当大臣の小渕優子で

ございます。

 委員の皆様方には大変お忙しい中、御出席をいただき誠にありがとうございます。

 今回で２回目となるこの検討会には大変大きな期待をしておりますが、第１回目は国会の日程と

重なってしまったために出席できず大変失礼いたしました。今日は時間の許す限り出席させていた

だいて、先生方の御意見をしっかり承りたいと考えております。

 私事で恐縮でありますけれども、私自身、今、１歳の息子を抱えております。大臣の仕事と育児

の両立というのは、なかなか大変で、私の一日は、まず、我が子を保育所に預けるところからスタ

ートします。自分自身のそうした一人の母親としての経験を大切にしながら、また、私だけのやり

方では一つの方法にしかすぎませんので、いろいろな現場に足を運ぶことによって、さまざまな

方々から御意見をいただきながら、今の少子化対策のさまざまな課題にしっかり取り組んでいかな

ければならないという気持ちでやっております。

 先日も、この検討会の委員もしていただいています、渡邉園長さんの認定こども園のゆうゆうの

もりを拝見させていただきました。また、保育所型の認定こども園である、品川区にあります五反

田保育園も訪問して、いろんな御意見を伺ったのと同時に、実際に通っている保護者の皆さんから

も、まさに現場の生の声というものを聞かせていただきました。認定こども園の有効性や課題につ

いて、改めて認識をしたところであります。

 私は、文科省の政務官を務めていたこともあり、こうした幼児教育または保育の状況については

以前から大変興味・関心を持っております。

 委員の先生方の活発な御議論を伺って、しっかり勉強させていただきたいと思います。

 委員の皆様方には、何といっても子どもが元気に伸び伸びと過ごせる園、そして利用者のニーズ

にしっかりこたえられる園としていけますよう、利用者の視点に立った御議論を期待しております。

 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

○山縣座長 ありがとうございました。通常なら、ここで大臣は公務多忙のためと立たれるところ

なのですが、非常にありがたいことに、しばらく御同席をいただけるということで、大臣の認定こ

ども園に対する期待も強く感じているところでございます。よろしくお願いします。

 それでは、事務局から資料の確認と、本日の委員の出席状況につきまして、報告をお願いしたい

と思います。

○川又参事官 内閣府少子化担当参事官の川又と申します。よろしくお願いいたします。
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 お手元に配付しています資料の確認でございますが、

議事次第がございまして、その下に

資料１「『認可』『認定』『認証』の用法について」

 資料２「就学前教育・保育制度の国際比較」

 資料３「田村委員提出資料」

 資料４「若盛委員提出資料」

 資料５「渡邉委員提出資料」

 資料６「長田委員提出資料」がございます。

 このほか、吉田敬岳委員より、メインテーブルの出席委員への配付資料といたしまして、自由が

丘学園の子育て支援事業という青い冊子。

 それから、中澤委員より配付資料をいただいております。御確認をお願いします。

 次に、本日、初めて御出席いただきます委員を、私の方から御紹介させていただきたいと思いま

す。

 東京大学大学院教育学研究科教授、秋田喜代美委員でございます。

兵庫県知事、井戸敏三委員でございます。

 なお、白梅学園大学教授、無藤隆委員ですが、若干遅れるという連絡を受けております。

 また、安藤委員、猪熊委員は、本日は御欠席との連絡をいただいております。

 以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。

 それでは、議事の方に入っていきたいと思います。

 今、事務局からの紹介にもありましたけれども、前回の検討会で委員から質問がありましたもの

に対する解答を準備していただいているようでございます。

 担当の方、よろしくお願いいたします。

○濵谷幼児教育課長 幼児教育課長でございます。

 それでは、資料１と２について御説明をさせていただきます。

 まず、資料１でございます。長田委員から認可、認定、認証という法律の用法についてどういう

違いがあるかというような御質問がありましたので、用意した資料でございます。

 まず、認可でございますけれども、いわゆる講学上の法律行為的行政行為の一つでございまして、

法律上の効力を完成させる行為ということでございます。したがいまして、認可を受けないでした

行為については無効というのが、法律上の効果でございます。

 認定でございますけれども、一定の事実または法律関係の存否を有権的に確認することというこ

とで、言わば法律関係も含めての確認行為ということでございまして、例といたしましては、公益

社団法人、公益財団法人の認定。それから、例えば介護保険法でいいますと、要介護認定といった

用例がございます。

 認証でございますけれども、これは法律の中では余り多く例はございませんけれども、一定の行

為または文書の成立、記載が正当な手続によってなされたことを公の機関が確認、証明する行為と
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いうことであります。確認という意味では認定に近いわけでございますけれども、文書の成立ある

いは記載といったより事実関係に近いものではないかということでございます。例といたしまして

は、ＮＰＯ法人の設立の認証、それから、一般社団、一般財団の定款についての公証人の認証とい

う例がございます。

 続きまして資料２でございます。

 前回、池本委員から諸外国の就学前教育・保育制度についての所管なり仕組みについての御質問

等があったところでございますが、その関係の資料でございます。

 就学前教育・保育についてでございますけれども、日本は御案内のとおり、３～５歳が幼稚園、

文部科学省、保育所が０～５歳で厚生労働省ということであります。

 欧米でございますけれども、まず、イギリスにおきましては就学前教育、おおむね２歳～４歳が

保育学校等、０歳～４歳が保育所ということで、そういう意味では対象については、言わば重なっ

ている例でございます。所管については、子ども学校家庭省ということで一元化されておりまして、

主として教育を所管する省庁ということでございます。なお、備考にございますけれども、イギリ

スにおいても幼保の統合施設としてのチルドレンセンターというものの設置が推進されていると

いうことで、保育学校と保育所というものが２つあることを前提に統合していこうということでご

ざいます。少し古い資料でございますけれども、現行では 70 弱を 2008 年までに 1,700 ぐらいまで

増やそうというような計画があると聞いております。

 アメリカにつきましては、幼稚園、保育学校が３歳～５歳、保育所は０～４歳ということで、日

本と同じように、言わば二元的な体制であるということであります。

 フランスについては、年齢で区切られておりまして、３歳以上が教育施設、幼稚園ということで、

国民教育省の所管。０歳～２歳が保育所等ということで、労働社会関係家族連帯省、福祉的な省の

所管ということであります。

 ドイツにおいては、連邦ごとに違うということでございましたが、実態は、教育所管省において

一元的に所管している例が多いと聞いております。なお、ドイツにおきましても、幼保の総合施設

であるコンビ施設という施設がございまして、０歳～５歳まで保育所と幼稚園を統合した施設がか

なり多いということで、数的には幼稚園が一番多く、その次に統合施設。単純な保育所というのは

非常に数が少ないと聞いております。

 韓国につきましては、日本と同様、幼稚園が３歳～５歳、保育所が０歳～５歳ということで、そ

れぞれ所管が分かれているということでございます。

 なお、今日の資料にはございませんが、池本委員から御指摘がありましたように、ニュージーラ

ンド、スウェーデンにおいては、それぞれ 80 年代、90 年代において、幼稚園と保育所で所管が分

かれていたところを教育所管省に統一したというような経緯があるということでございます。

 以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。ただいまの説明につきましては、皆さん方、御意見とか御

質問があろうかと思いますけれども、今日のメインが実践をしておられる方々の現場の報告を、ま

ず、聞こうということですので、その後に、含めて質疑という形にさせていただきたいと思います。
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 それで、今日は５人の方ということで、小１時間お時間を取ろうかと思います。１人 10 分程度、

それぞれの御報告をいただきいと思いますので、協力願えたらと思います。

 まず、最初は田村委員の方からお願いしたいと思います。

○田村委員 田村でございます。発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。

 それでは、私どもの野沢こども園というこども園の活動状況についての報告と、その中で経験し

たこと、お願いみたいなことも含めて申し上げてみたいと思います。

 先生方は御存じのとおり、21 世紀というのは、いわゆる就学前教育、ほとんどの国で５歳～７歳

を義務教育としている中で、その前の子どもをどうするかということについての考え方が、一斉に

対応が起きてきた。きっかけは、北欧あるいはフランスがきっかけだと言われていますが、ＯＥＣ

Ｄ諸国では、ほとんどそれに取り組んでおりますということになります。

 私たちの国では従来その部分は、３、５の教育部分は文科省所轄の幼稚園、そして０歳～５歳ま

での保育の部分は厚生労働省の保育園という形で対応してまいったわけですが、世界的なそういう

流れの中で、統合的にいわゆる子育て支援あるいは就学前教育というものを教育の観点で考えるべ

きだろうという考え方が出てまいりまして、それがこども園、これは小泉改革で生まれたとは言い

ながら、世の中がそれを支持した、背景にはそういう動きがあると理解するべきだろうと思います。

 したがって、今回のこういった経験は、21 世紀に向けて私たちの国が世界の中で、教育制度をど

う考えていくか。特に修学前教育をどう考えていくか。いろいろ考えがあると思います。私は個人

的にはやはり教育をキーワードにして、それをかぎにして、就学前教育を考えるべきだろうと思っ

ているんですが、これは御意見の中でまとまっていく方向だと思っております。

 そこで、今までにやってきた経験等を踏まえて御報告を申し上げたいと思います。

 私どもの野沢こども園というこども園は、世田谷区が従来公立幼稚園として利用していた施設を

こども園に改組するに当たって、運営については民間の力を利用したい、活用したいというお考え

で、世田谷区が公募をしまして、幾つかの民間団体が、30 近かったと思いますが、公募をして、私

どもが選ばれて運営に当たったというのがスタートでございます。

 したがいまして、運営については、随時世田谷区とも相談をしながらやってきておりますが、ほ

とんど区の考え方では、こども園の運営者が考え方をしっかりと思って運営していってほしいとい

う基本線を守ってくださっております。ですから、かなり思い切っていろんなことをやれたなと思

います。

 スタートするときは、東京都の認可をいただいたわけですが、東京都では第１号という立場であ

りました。現在、来年の４月に第１号で入園してきたこども園の卒園児が小学校に進学いたします。

したがって、そういう意味では３歳～５歳というのを対象にして始めました。

 現在、準備をしておりますけれども、来年の４月から１歳、２歳の受入れを計画しております。

そして、その先ある時期に０歳もやりたいと考えて準備をしているわけですけれども、そういう状

況に現在あるということを申し上げておきます。

 やってきてもらいました中で認定こども園について、内部評価をさせていただきました。同時に、

区と相談して外部評価を設けまして、評価書がほぼでき上がっております。評価書を見ますと驚く
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べき数字が出てきます。つまり、父母に調査をした結果、９割近い親が非常に満点に近い点を付け

るわけです。是非こういう制度を充実していってほしいと。こういうのは非常に珍しいと言われま

したけれども、ですから時代には確実にこのやり方はているんだということが実感できました。

 内容的に申し上げますと、その意味で言うと認定こども園の意義としては、１つはレジュメをお

手元に差し入れてありますので、これを見ながら御確認いただきたいと思いますが、就労の有無に

かかわらないで施設が利用できるというのは、１つの大きなユーザー側の、親側の意識としては非

常に高く評価しております。

従来の保育園ということですと、パート勤務なので、ポイントが足りないということで、保育園

に入れないというケースがかなり多いんですけれども、こども園の場合には、幼稚園枠と保育園枠

がありますので、幼稚園枠で入園して、そして預かり保育を利用する。これは保育園の内容と変わ

らないものですから、実際に保育園に預けたのとほとんど変わらないで、実際にその施設が利用で

きるということで、親としては非常にいいということでございます。

 現実に、幼稚園枠で預かり保育を利用している。つまり６時半と言いますけれども、実際は７ご

ろまで預かるケースも出ております。保育園の方は７時半までですが、親御さんはそんなに長くは

預けませんけれども、かなり満足した状態で預けられるということで、利用している園児は、現在、

幼稚園枠で入ってくる子どもの９割が利用しているということでございます。

 毎日、平均的には大体幼稚園枠の半分ぐらいが利用しているという状況です。結果、幼稚園枠の

入園希望者が非常に多いわけです。つい最近、11 月１日が東京都の場合は解禁になるわけですけれ

ども、志願者が多数ありまして、これは３回目なんですけれども、３回とも非常に多くて、本当に

かわいそうなんですけれども入園テストをせざるを得ない。半分近くを落とすわけです。入れよう

がないわけですから、よく説明をして納得をしてもらって引き取ってもらうんですけれども、その

状況が続いております。

 それから、保育園枠の子どもさんにとってはどういうメリットがあるか、これは実際に経験した

ことを申し上げますと、幼稚園と同じ教育を経験させております。午前中に幼稚園の教育をして、

そして、お昼寝をして、幼稚園で預かり保育をする場合は、そこで幼稚園の子どももお昼寝するわ

けですけれども、そういう生活を子どもたちは送っていくわけですが、この幼稚園と同じ教育とい

うのは、いろんな絡みがありまして、私が非常に印象的だったのは、実は自分のうちは両親が働く

という環境なので、幼稚園には預けられないと思っていた。ところが、こども園ができたおかげで、

実は、私どものこども園は強制ではないんですが、制服を決めております。結果的には入園した子

は、保育園枠を含めて全員が制服をつくっております。制服はやすいですから、どうせい私服を買

うよりかは安いわけですから、制服を買って、その姿を見てお母さんが私の目の前で涙ぐんでいる

んです。つまり、こういう幼稚園のような制服を着させることはできないと思っていたけれども、

着させることができて本当によかったと言われまして、そういうものかなと感じました。

 ですから、保育園に預けておられるお母さん方も、幼稚園の幼児教育のすばらしいところを本当

に前向きに体験させてやりたいと、いろんな意味で感じているんだということを実感したところで

ございます。
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 なお、当然のことですが、障害児も一定の枠を設けて入れております。これも非常に感激的な経

験をしたので申し上げたいんですけれども、少し時間がなくなってきましたので省略しますが、こ

ども園ですと、幼稚園ではなかなか難しい障害児の受け入れというのが、幼稚園でもやっておりま

すけれども、こども園ですと丸ごと預かりますから、思い切って障害児に対応するということがで

きたということを経験しました。

 それに附属しまして、現在、子育て支援をやっております。具体的には２歳児対象で、親子登園

を定期的にしてもらって、近所の子どもさんたちがお母さんと一緒にそれを利用するということが

現在行われていることです。

 それから、０から１歳については、まだ、保育をやっていませんので、来年の４月から１～２歳

はやる予定なんですけれども、それで準備を進めておりますが、この部分を補完する意味で、その

準備のためもあって、子育て井戸端会議というのをやっております。このようなことが今まで経験

したことでございます。

 なお、認定こども園の課題とは言っても、いろんな意味であります。それはレジュメの２のとこ

ろに書いてございますが、まだ本当にでき上がって動き出したばかりでございますので、率直に言

っていろんなところで不備があります。幼稚園と保育園それぞれで完結している行政組織でしたか

ら、それぞれででき上がってしまっているわけです。それが一緒になるということで、まだ十分に

話ができていないということをいろんなところで実感します。

 １つだけ申し上げますが、この間、中国で冷凍ギョウザの問題が起きたんですが、さすが日本の

官庁だと思ったのは、翌々日、３か所から調査書がきました。同じ内容です。ただ先が厚生労働省

と文部科学省とこども園なんです。これが同時に来たのでびっくりしたんですけれども、これが象

徴的に表しているように、実は制度ができているけれども、官の統合的な仕組みがまだ全然できて

いない。それは全部民間が引き受けてやらざるを得ないということになっているのが現状です。

 監査等の仕事も、それぞれの分野で行われますから、民間はそれぞれに対応しなければならない

という不便があります。是非この制度整備する中で、早急にその辺のところの整備を一つお願いし

たいと思っています。

 以上でございます。ありがとうございました。

○山縣座長 ありがとうございました。では、続きまして、若盛委員の方、よろしくお願いします。

○若盛委員 埼玉の松伏町というところから来ております。「こどものもり」です。

 今日、このような席で、私どもの園のことで、お話をさせていただく機会をいただきまして本当

にありがとうございます。

 今日は、お手元にレジュメがございますので、それらを基にしながらお話をさせていただきたい

と思っております。

 まず、認定こども園「こどものもり」の生まれた背景ということからお話しさせていただきたい

と思いますが、実は昭和 46 年に、認可外の保育園を立ち上げました。理由はその当時、第一次ベ

ビーブームだったでしょうか。幼稚園を建てればすぐに定員いっぱいになるという時代だったと思

っております。
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 しかも、４時間の中で、おけいこごとしたり、いろいろな指導を一緒に学校のプレスクールのよ

うな考え方が全盛期だったように思っております。

 その中で、私は学生時代からいろいろ地域の保育園、幼稚園への児童文化という形でお邪魔させ

ていただいておりまして、私どもの町は当時２万 5,000 ぐらいの小さな町で、現在も３万と少しで

ございます。

 現在は、私立幼稚園が３園、公立の保育所が１園、民間の社会福祉法人が４園という小規模の地

域の中の１園でございます。

 当時、１つの幼稚園しかございませんでした。地域でもゆっくりと子どもを預けていける施設が

あったらいいというお話をいただきましたので、いろんな御縁でどちらにするか、幼稚園にするか、

保育園にするかということか出ました。

 私としては、学生時代からいろいろな地域の幼稚園、保育園を見させていただきながら考えてき

たことは、あえて時間の長い生活をゆったりと経験できる施設、時間、そのことの保証できるもの

として考えたのが保育園という考え方でした。

 単純に申し上げれば、学んだり、遊んだり、食べたり、寝たりという幼児期の最低大事な基本的

なことがあるわけでございまして、それらをやはり幼児期に経験させていける施設であることが大

事ではないかということから、あえて認可外にいたしました。

 と申しますのは、一番上段の後半にもあるんですが、最後から６番目、認可園とすると保育に欠

ける子のみしか受け入れられない制度であるためと、これは現在でもそうですね。保育園には保育

園に欠けるという私が余り好きではない言葉が厳然として生きております。保育に欠けるというこ

とではなくてということで思っておりますが、働いている、いないにかかわらず、やはり、保護者

にとって安心して、委託のできる施設でありたいということから、当時長い時間の保育園のある園

ということで開園いたしました。

 その園の考え方としては、まず家庭的であるということを、一つ大事にいたしました。なぜかと

申し上げれば、皆さん方も子どものころがおありになられたと思っておりますが、やはり家庭にて、

ただいまと帰ってきたときにお帰りなさいと言ってくれるお母さんがいる、または夕食を団らんで

家族で食べていける雰囲気の認めてもらっている家というものがあって、初めて子どもというのは、

社会に出て励んでいく勇気が持てるのではないかと思っておりましたので、私は施設であっても、

集団ではあるかもしれませんけれども、家庭のぬくもり感というものを大事にしていく施設であり

たいと願っておりましたので、１日の保育の時間の流れとしては、お昼を食べ、午睡をし、おやつ

を食べ、お母さんないしは、どなたかが迎えに来るまでの時間を預かれる施設ということで考えて

きました。

 更には、できるだけ子どもたちが、子ども同士の中で育ち合えるようにということを考え、保育

者も勿論ですけれども、子どもを中心にしたということで、異年齢で、更にはクラスの中だけでの

生活ではなくて、施設全部を生かしていけるコーナーシステムという考え方を導入してまいりまし

た。勿論それまでに、一斉にクラスで、教師指導型で、今もそういう園もありますが、黒板があっ

て、先生がいて、一斉におはようございますと、小学校の１年生ではありませんけれども、はい元



 9

気にとか、よそ見をしないでしっかり前を向いてねという園もあるようですけれども、私は、子ど

もはまだまだそれぞれの意識を大事にしていきながらと思っておりましたので、異年齢で、お互い

に育ち合える、学び合えるという形態、そして選んで、自分で興味のあるところから取り組んでい

かれるような、そういう意欲や自発性の体験できる形態ということで、こういう形態を取り入れて

まいりました。

 更には、複数担任制というのもとても大事だろうということで、その辺のところもかなり早いう

ちから取り入れながら、できるだけ一人ひとりの子どもたちが安心をして生活していかれるような

施設ということでやってまいりました。

 ただ、その当時は３歳からということでありました。３歳、４歳、５歳、そして、昭和 49 年に

学校法人の幼稚園にいたしました。それまでは無認可でございましたから、すべて私財を投じて、

自己資金から借入れを含めて、財産を投じて苦労しながらやってまいりまして、学校法人にいたし

まして、ほんのわずかな就園奨励費をいただきながら、現在も運営しておりますけれども、学校法

人にいたしましたら、幼稚園は通常４時間を数字として出してきておりますが、私は生活というも

のを中心に考えてきておりましたので、当然保育園時代にやってまいりました、長い時間、構内や

異年齢で生活をし、お昼を自分の園のランチルーム、調理室で食事をつくり、おやつも手づくりで、

そして、それを食べながらゆっくり昼寝をしながら、そんなことを進めてまいりました。

 そして、平成 12 年に、幼稚園でありながら、長い時間、異年齢コーナーという県に報告を出す

ときに、年齢別は何人ですかなどという報告用紙があるんですが、最初のころはうちの事務も、異

年齢ですのでどういう区分け方をしましょうかというから、それぞれ異年齢でのクラスの編制で提

出したらいいんではないですかそういうふうに書いて持っていきましたら、これは報告書になりま

せんということで、異年齢ではなくて年齢別に分けて報告を書いてくださいということを何回とな

く言われた時代がありました。

 今はありがたいことに、埼玉県でございますが、子どもの育ちでは異年齢もありそうだとか、子

どもにとってはそれが大事のようですねということで、今は多分年齢は関係なくクラス編制で報告

を出させていただいているのかなという気がしております。

 そんな経緯がありましたけれども、異年齢ということで、幼稚園になっても、現在、12 年まで継

続してまいりました。長い時間の幼稚園、これも幼稚園としての考え方では、イレギュラーかもし

れません。ただ、私はやはりゆっくり生活をしていける施設であるからこそ、子どもが自立してい

けるだろうという考え方でございましたので、そのまま継続してきたつもりでございます。

 そして、新たに 13 年に新園舎を設立いたしましたが、そのときも幼稚園、そして保育園、たま

たま 12 年度に、町内でも待機児童という時代がございましたので、できれば新しい園舎に加えて、

保育園を併設していただけないかという行政の依頼がございました。

 そこで、学校法人の幼稚園に社会福祉法人の保育園を併設という形を取らせていただきました。

同じように生活をしていくためには、食べることがとても大事だと思っておりますので、中央にラ

ンチルームをつくらせていただきました。

 この資料で申し上げれば４枚目の最後のところに、「こどものもり」案内図というのを入れさせ
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ていただきました。中央の丸いところがランチルームでございます。そして向かって右側に保育園

と、最小定員で 60 名、左側に幼稚園として、最小定員の 105 名ということで、開園をさせていた

だきました。両方とも最低定員でございまして、これはできるだけスタッフを用意しながら、可能

な範囲で、一人ひとりが認められてゆっくり生活していけるための、私たちの力量でしょうか、た

くさんいることがいいということよりも、できるだけ入園してきたこどもたちをしっかりと認めな

がら、育てていければということでの最低定員数ということで、あえてこのような形態を取らせて

いただきました。

 そして、保育園のゼロ歳から、就学前までの子どもたち、併せまして、今、170 ちょっとになっ

ておりますけれども、両方のスタッフ、保育士、幼稚園教諭併せて全員で子どもたちを見ていこう

という考え方になってきております。

 そして、大切なことは、保育士、幼稚園教諭それぞれ考え方が異なっておりました。13 年に新し

く保育園を立ち上げましたけれども、そのときに採用した保育士はそれぞれ経験が異なっておりま

した。公立で働いている保育士、民間で働いていた保育士、それから新任の保育士、そこに長いこ

と関わってきている幼稚園の教諭、そして、それらが両方一緒に子どもを見ていこうということで

ございましたけれども、やはり非常に解釈が違っていたりしておりましたので、できるだけその辺

を統一していければということで、かなりのミーティングをいたしました。

 ここの中にも、それ以降のことでありますけれども、２枚目の最後の３段目下、ミーティングの

具体的な持ち方、早朝のミーティング、輪番制で進行を進める、帰りのミーティング、それからそ

れぞれ保育園での保育士のミーティング、年間計画等々も含めての全体ミーティング等々、かなり

時間をかけながら共通理解が持てるようにと、この辺のところもかなりの時間が必要になっており

ましたけれども、現在は全く同じように取り組んできております。

 それから、できるだけ保育者同士が一体になれるようにということで、前後して恐縮ですが、２

枚目の保育者の一体化ということで、別々だった幼稚園、保育園の教師のロッカーも一緒に移動し

てみたり、それから、新任と、保育園の保育士と幼稚園の教諭が一緒にペアを組んでコーナーを担

当していくことであるとか、認定こども園になってからもそうですが、認定園である、なしにかか

わらず、時間を効率よく生かしまして、午前中は、両方一緒に活動をしながら、食後は保育園の子

たちは昼寝に入ります。預かりの子たちは一緒に保育園の子と午睡をしながら、ということでござ

いますけれども、保育園で昼寝をしている時間は、全員が子どものところにいなくても大丈夫なよ

うな体制にしておいて、時間がとれたときには、幼稚園の方に行って準備をする、片付けをする。

そして忙しく帰りの時間は保育園の方が忙しいときには、幼稚園の教諭が保育園の方に行って関わ

ってヘルプをしていく、１日の時間の流れの中で大人同士が非常に効率よく、お互いに大事なとこ

ろ、大変なところを支え合えるような形態に今はなってきております。

 これは、認定こども園になってというよりも、当然施設として子どもたちを受け入れる気配りと

しては持っておく必要があるんではないかということを考えながら、やってきております。

 おかげさまで、保護者の方も、４枚目の上段に保護者間の一体化ということで、これも登校園時

間は若干異なりますが、園の生活の中で、行事や保護者が参加するものなども、極力働いている保
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護者が可能なような工夫をしてきております。日常的にもそうです。行事も当然そうです。例えば、

どこの園でもあるかもしれませんが、大掃除などをして。

○山縣座長 申し訳ありません。全体の時間の関係がありますので、まとめていただけますでしょ

うか。

○若盛委員 済みません。ということで、とにかく一緒にやっていったことでの子どもの育ちの安

定、保護者の安心感、そういうものが非常に、今、生かされてきているように思っています。目に

見えないところでの不都合さは多々ございますけれども、まずは、いいところ、よかったというと

ころだけ御紹介をさせていただきました。

 以上でございます。

○山縣座長 時間を切って申し訳ありませんでした。

 では、続きまして、渡邉委員の方からよろしくお願いいたします。

○渡邉委員 横浜の都築区というところにあります、ゆうゆうのもり幼保園の園長をしております

渡邉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 資料を用意したんですけれども、10 分で話すというのにすごく悩んで、どうやって何を話すかと

いうのは今も悩んでいます。とりあえず思いのあることからお話をさせていただきたいと思います。 

 資料にあえて園の写真を出したところもあるんですけれども、前回の自己紹介のところでも言い

ましたが、ゆうゆうのもり幼保園は、横浜市が公募をした幼保一体型の施設です。

 幼稚園と保育園が一緒になるということはどういうことかというのを考えながら、設計の段階で

一番思ったのは、子どものための施設をつくろうということでした。今の時代、児童館でも子ども

たちが大声で遊べるかというと、なかなか遊ぶことができません。まして横浜は児童館がないので、

地区センターとかいろんなところに行っても子どもたちの遊ぶ場所がありません。

 幼保関係なく、子どものための施設というのはどういうふうにしたらいいのかということ考えた

ときに、やはり子どもの生活の中心はやはり遊びだろう。子どもが遊ぶ場をどうやってつくるかと

いうことを考えたら、そこではできるだけいい表情で子どもたちが生活できるようになればいい。

それも時間が長い、短いにかかわらず、子どもが過ごすための施設をつくりたいという思いがあっ

て、ゆうゆうのもりを開園させました。

 ただ、そこから認定こども園とかの議論になってきたときに、今の少子化対策も全部含めてなん

ですけれども、やはり、わからなくなってくるのは、認定こども園というのは何のためにつくるの

かということです。

議論の中の大きな論点は、利用者というのが保護者なのか子どもなのか、それから子どもを預か

ればいいのか、それとも子どもを育てる場なのかということです。私はやはり認定こども園を子ど

もが育っていく場にしたい。親も含めて、子どもが育っていくことを大事にする場にしたいと思っ

ています｡そうすると、子育て支援はどうすればいいのかとか、子どもが育つということはどうい

うことなのかとかということを問い直す必要がでてきます。認定こども園の在り方について、規制

改革会議とかでは、例えば「すべての就学前児童を対象に、包括的な教育、養護、保育制度の構築

を目指す」といっているんですけれども、では、「教育」とは何ぞや、「養護」とは何ぞや、「保育」
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とは何ぞやという言葉の意味や、「子どもが育つ」とは何ぞやということが、どこまで深く考えら

れているかというのがわからないのです。わからないままに、長く子どもを預ければいいとか、預

かる場所をつくるために、認定こども園の制度をこれから議論するというならば、私はそこは違う

だろうという思いを強く思っています。

やはり、未来を背負う子どもたちがちゃんと育っていく、そのために乳幼児期はどうしたらいい

か。親の就労のことは確かにあるかもしれない。だけれども幼稚園の子も、保育園の子も、それか

ら認定こども園の子どもたちも、それぞれの施設にいて、子どもたちはそこでちゃんと育っていく

方向に保育が行われるということをどう保障するかという議論でなければ、制度というのは、私は

違う方向にいってしまうような気がします。

規制改革会議の中間とりまとめについては、これは内閣府とか文科省と厚労省の方たちの方が詳

しく知っておられると思います。ただ、認定こども園の本当にあるべき姿を探るというのであれば、

秋田先生とかいろんな方たちと幼稚園教育要領をつくってみて、そこでの議論のことも踏まえて、

やはり幼稚園や保育園は語られるべきだと思います。

幼稚園教育要領のもっとおおもとの中教審の中に、どのように子どものことがでてくるかという

と、資料の１枚目の一番下ですけれども、「家庭や地域の教育力の問題や、個人が明確な目的意識

を持ったり、何かに意欲的に取り組んだりすることが以前よりも難しくなった」とか、「子どもは

変わってきた」という記述があって、そのことが何かといったら、２枚目のところに行くと、「経

済性や利便性といった単一の価値観とか、人間関係の希薄化とか、自分さえよければいいという履

き違えた個人主義があって、それでは真に豊かな社会にはならない」という言葉がでてきます。そ

こでは、小学校以上を見たときに、子ども達に不登校は増えている、それから、親子関係はうまく

いかない、自殺が増えたり、人のことを考えられないとか、いろいろな問題が、本当にいろんなこ

とが起こりつつある。それはなぜかということを考えると、やはりどこかで子どもは育っていない

のではないかということになります。基本的生活習慣も乱れていて、それは幼稚園教育要領におけ

る課題にも書いてあるのですが、朝御飯を食べない子たちがいたり、家族で一緒に御飯を食べない

子たちがいるという問題も国を挙げての問題になっていることです。

自制心や規範意識の希薄化とか、運動能力も低下しているとか、人とのコミュニケーションもで

きなくなっているとか、その結果として小学校にうまく適応できないという問題を抱えている現状

では、幼稚園とか保育園とか認定こども園の保育をどう考えるかということを抜きに、包括的な認

定こども園の議論にはならないだろうと思います。

認定こども園というのをきっかけにといったときに、私が考えたのは、幼稚園の子もいて、保育

園の子もいるならば、幼稚園と保育園の子どもが、一緒に生活する４時間というのは、やはり本当

に子どもの生活でなければいけない時間だということです。家庭の事情とか親の就労の有無で子ど

もの集団がばらばらにされるのではなくて、そこはきちんと守られるべきです。

保育園の保育日数を考えたときに、お父さんやお母さんが仕事を休んでいて、保育に欠けない状

態であったら園を休んでくださいと言っていいんですけれども、幼稚園は、別に親が仕事を２人で

休んでいようといまいと、保育がある日はきちんと園に子どもは登園してもらわないと困ります。
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保育園が 24 時間子ども預かりますとか、土曜日も日曜日も預かりますといいながら、では、どこ

でその子たちは社会性が育っていくのかといったときに、やはりどこか根っこのところで、きちん

と子どものことを考える、子どもがそこで生活をしている、そのことが大事だということを言わな

い限り、親のニーズに振り回されてしまうのではないかと思うのです。

幼稚園、保育園、認定こども園で生活するのは子どもですから、子どもの生活を尊重する。今、

子どもの生活そのものが脅かされているのならば、その生活自体を豊かにしていくという発想をし

ていかないと、外に出ても子どもたちは遊ぶ場所さえないのです。幼稚園というのは、もともと１

日４時間が標準で、地域や家庭に帰ってそこでの生活があったから４時間で済んでいたのです。そ

のような生活が乏しくなってきたら、預かり保育だったりとか、保育園の保育だったりとかという

形で、本当に昔だったら、例えば近所に子どもが群れていて、そこで缶蹴りをしたりとか、木登り

をしたりとか、いろんなことをしながら育っていた場所を、園の中にも保証していかなければいけ

なくなってきたのです。そこでは、子どもを管理をするとか、預かりますという話だけではなくて、

子どもたちがそこで生活をしながらきちんと育っていくことが必要です。そう考えると、保育時間

とか保育日数が本当にばらばらでいいのか、生活リズムも親の都合でいいのかということになる。 

文科省がいっている、「早寝、早起き、朝御飯」運動も、最初はこれでいいのかなと思ったけれど

も、今は家族みんなで朝御飯を食べようと言わざるを得ないような家庭の状況になってきています。

公園で水を使って遊ぶのも、今のお母さんたちはできません。お母さんたち同士の目も厳しいし、

近所からも苦情が来る。「子どもがうるさいからどこかに行ってください」これでは保育園の人た

ちが公園に行ってもなかなか伸び伸び遊べません。子どもに対してどんどん厳しい社会になってい

るときに、せめて園の中だけは子どもに対して優しい社会をつくっていきたい。

幼児期に多様な経験を大事にしていこうとすると、ここに写真を載せていますけれども、お母さ

んたちのボランティアが入ったり、小学生のボランティアが入ったりとか、そうという形で、いろ

いろな人たちが入りながら、子どもたちが生活するということを保障しなければいけないと思いま

す。そのときに、やはり今の保護者の人たちは、子どもたちをちゃんと育てなければと感じていま

す｡ちゃんと育てるというのは大人みたいな、分別のいい子どもを育てるということではなく、子

どもらしくいろいろな経験をしながら、いろいろなことを感じながら育っていくというということ

なのです｡ここに示したように、１歳の子がネットで上っていったり、どろんこの写真をあえて載

せましたけれども、こういうことを許してくれる保護者とか、こういうことは大事ですねというこ

とを思ってくれるような親たちがいて､子育てに対して一緒に考えてくれるような場にしていかな

ければいけないと思うのです。

子どもを育てるということを、園と保護者とか、できれば地域の人たちも入りながら、みんなで

一緒に子育てのことを考えましょうという場が、認定こども園でなければ、子どもたちは健全には

育たないと思えるのです｡

今の子育て支援というのは、どちらかといったら、母親に１人の時間を保証するというものです。

子どもがいるから大変だというのはわかっていて、今、横浜の場合待機児童が増えているというの

も、子育てをするのが大変だから、私が働いてでも子どもを保育園に入れたいという人たちが増え
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ているという話です。そのような話を聞くと、子育ての大変さとか、そういうことはありながらも、

でも子育てに参加する楽しさとか、自分の子から私たちの子というふうに保護者の意識が変わって

いくとか、それから親同士がつながって、大変だったらうちで預かってあげるよとか、御飯をつく

ってあげるよとか、お母さん同士がつながりを持って子育ての輪が広がっていくようなところをど

ういうふうにつくっていくか、そういうことを考える場こそが認定こども園でなければ、施策とし

て、私はやはり親と子をどんどん離していく方向だけになっていくのかなという気がしています。

そこに親からの手紙もありますが、時間がないので、もうこの辺でやめます。けれども、母親一

人でなく、みんなで子育てをする大切さ、その中には働いて仕事をされていたり、いろいろな立場

の保護者の方がいるのですが、その人たちがつながっていくということが起こってきています。

 認定こども園の課題として、その後のことについても話したいのですが、特に幼稚園と保育園が

別々だったらやりやすいということにだけ触れておきます。幼稚園、保育園の子が 30 人、30 人い

たら、長時間の子と短時間の子とはクラスを分けた方が楽です。ただ、そのような考え方なら、同

じ屋根の下にいなくてもいいということになります。一つのクラスに幼稚園の子も保育園の子も関

係なく一緒に生活をするということを大事にしようとすると、そうするとさまざまな問題が起こっ

てくるということが、以下に出ている話です。そのことに関しては見ていただけたらいいのかなと

思います。一応、ここでおしまいにしたいと思います。

○山縣座長 ありがとうございます。渡邉委員の方の論点等につきましては、文章で３ページ、４

ページ、５ページと提出していただいておりますので、また後でお目通しをいただけたらと思いま

す。

 ここまでが認定こども園を現に運営されている方々というお話でしたけれども、続きまして保育

所を運営されておられます、長田委員の方からよろしくお願いします。

○長田委員 それでは、私の方から、認定こども園に関する課題と展望という資料を用意させてい

ただきましたので、この資料に沿って御説明をさせていただきたいと思います。

 時間が 10 分間なものですから、少し省略して御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、１枚めくっていただいて、我々保育園の方から見ていると、認定こども園は既存の保育制

度と幼稚園の制度の合体型であり、そういう意味では短期間でつくり上げた文科省と厚労省の既得

権の折衷案みたいなものなのかなというふうにとらえておりまして、そもそも総合施設という名称

で議論があったころから、幼保一元化を中心に、やはり少子化を何とかしなければいけないという

大きな命題の下に、長年出てきては消え、出てきては消えた、この幼保一元化の問題がいよいよ小

泉内閣の下で実行していかなければならなくなったというような認識を抱いております。

 ただ、規制改革の流れの中で、非常に時間をかけてじっくりもんでできた制度ではないのではな

いかというふうに実感として思っておりまして、ですから、結果的にはこのような検討会というも

のが必要であったということになっているのが、今の状況なのではないかと思っております。

 いろいろ課題点は、ほかの認定の方々からも出ています。私は、その中でも大きく、主に４つを

挙げてみました。

 １つは、４つの類型というものをつくったことが大きな課題ではないかと。それから、これは前
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にもお話ししましたように、やはり第１類型に収束すべきで、認定ということが、両方とも認可を

取っていないのに認定という国のお墨付きを付けてしまうこと自体に非常に大きな課題があるの

ではないかという点が１点。

 それから、幼稚園と保育園をどうしても現状のように合体をしましたので、直接契約制度という

方向で今回の制度が組まれたこと、これが最も大きな課題であろうというのが２点目。

 ３点目が、幼稚園教諭という資格と保育士という資格を、そのまま一つの園で合体して、役割分

担をさせている。同じ園で同じ保育をやるという命題の下なのに、資格は変わらないで、その存在

をというのが３つ目の大きな課題。

 そして、最低基準等々のそれぞれの設置基準を緩やかな方に合わせたと、よりよい方向に合わせ

たのではなくて、緩やかな方向に合わせたという方向。

 最後に５つ目の課題点が、子どもの生活や子ども同士のかかわりなどは、幼稚園児と保育園児と

いう一つのこども園の中で結果的には分けざるを得ないというようなことで、処遇や育ちに何らか

の影響が出ているのかなと、現実、幼保一元化を目指した施設なのに、結局内部では分かれている。

これが子どもの育ちにどう影響するのかなというところの検証ももう少し必要なのではないかと

思います。

 今後の展開なんですけれども、このまま幼保三元化という今の状況で進むのか。それとも将来的

に、やはり一元化を目指して持っていくのかという、前回私が提案した内容で、２つを検討してみ

ました。

 次のページの三元化案では、保護者のニーズが非常に多様化しておりますので、制度として３つ

あって、保護者が自分の一番合う選択をし、そこに自分の子どもを預けるという、そういう意味で

は制度として３つあっても、もしかしたら悪くないのかもしれないというふうに思ってはいるんで

すけれども、その際のメリットとしては、まず、業界や保護者等に、余り大きな混乱が生まれない。

もう既にありますからね。そして速やかな対応が可能であるということ。

 一方でデメリットとしては親の就労等により子どもの処遇が変わることへの弊害がなくならな

いという当初の目的が達成られないだろう。認定こども園が本来目指した方向とはやはり違うので

はないか。

 それから、保育園の待機児童の解消という命題にとっては、これは余り効果的ではないだろうと

いうこと。

 では、将来、例えば５年、10 年をかけて一元化方向にもし日本が持っていくということであれば、

やはり認定こども園という制度は、今の保育園の制度よりも幼稚園の制度よりももっといい日本の

子どもたちのために、勿論少子化対策のためにも、それから将来の日本を背負う子どもたちを育て

るという意味でも、やはり今より、両方の制度よりもいいものを認定こども園でつくっていただけ

れば、我々民間事業者、保育園も幼稚園も、自然と認定こども園に変わって、そっちに収束してい

くのではないか。どこの保育園事業者も、幼稚園事業者も、やはり子どもにとってよりよい制度に、

勿論提示されれば、そちらの方に黙って子どものために移行していくというのが当然のことだと思

います。
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 そのような幼保一元化案を認定こども園でつくっていただけるということはより日本の子ども

たちのために、日本の将来のためによくなるのではないかと思っております。

 では、さっきの課題の４つの点につきましては、例えば第１類型のみにして、直接契約は、公的

な責任を含む制度に変更し、幼稚園教諭免許と、保育士免許を統合して一つの資格にし、基準は緩

やかな方に合わせるのではなくて、よりよい基準、より上位の基準にもう少し子どもたちのために

いい基準に、最低基準を底上げするというような、そのような方向で何とか認定こども園制度がで

きないだろうか。

 まず、類型ですけれども、４つの類型ではなくて１つの類型ですね。今の議論としては、下の幼

保一元化案の展開の①のところなんですが、一番下に、幼稚園児対象の３～５歳児と保育園児対象

の０～５歳児を、今、対象として制度は考えていますけれども、そうではなくて、新しい幼保一元

化案では、すべての０歳児～５歳児の子どもたちを対象とした制度というような制度になって、例

えば名称が、先ほど事務局の方から説明もありました、認可こども園というのはどうでしょうとい

うようなことを、私の私案ですけれども、考えてみました。

 展開の２としましては、直接契約は廃止をします。公的な責任を含む制度に変更しまして、入所

に関してはすべて市町村が関与し、入所の公平性を保ちます。一つの園になりますので、その中で

はどうしても、例えば障害児ですとか、母子家庭や生活保護等、優先的に入所を担保しなければな

らないすべての子どもたちを対象とすると、どうしてもこのような制度が必要だろうと。

 保育園では、例えば保育に欠けるという要件がありましたが、そうではなくて、その際に必要な

要件としましては、社会的生活を必要とするとか、例えばこういう用語を使ってみてはいかがでし

ょうか。結果的に保護者が希望すれば、すべての子どもたちが入所できる。勿論希望をしなくても

いいんですけれども、そういうような形で、そういう制度つくり、所管を文科省でもなく厚労省で

もなく、乳幼児専門の官庁等々ができれば、そこがきちんと一元的に管理をしていくような制度つ

くってはいかがでしょうか。

 資格ですが、やはり資格も一本化するべきでありまして、なるべく早く、名前もどういうのがい

いんだろうと思って、教師の師と保育士の士なんかを使って、子ども師・子ども士という、例えば

資格なんかに一元化されたらどうなんだろうなんて考えたりしました。

 そして、基準なんですが、現行の設置基準よりも上位、そして人的環境も、そして物的環境も整

えたより子どもたちの視点で、子どもたちにとっていい施設にするための基準をつくっていただい

たらいいのかなと。

 それを、一番後ろのページの表に、これは前回、こちらの会議でいただいた幼稚園と保育園の違

いの表を使いまして、その右側に、例えば私が少し考えた認可こども園というもの、仮称ですが、

こういう法律でこのような形で今の基準よりもいい基準でできたらいいのかなというふうに、一番

右に付けてみました。

 開所時間も認可保育所と同等、基本的には 11 時間、12 時間の開所を基本として、個々の子ども

たち、例えば幼稚園の子どもでも保育園の子どもでも、それから、全く０、１、２の幼稚園にも対

象にならない子どもたちすべて、最低社会的生活をする上での施設ということで、６時間ぐらいは
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いていただいた方が、子どもたちの育ちを我々がきちんと関わって、発達に即した対応ができるの

かなというふうに考えたものでして、随分この時間も迷ったんですが、やはりちょっと４時間では、

先ほどのほかの委員の話もありますように、子どもたちの大事な、食う、寝る、遊ぶを保障できな

いなとか、でも、８時間という既存の保育園の時間にすると、ちょっと長過ぎるという抵抗感も国

民にはあるのかな、特に幼稚園関係者どうなんだろうということもあって、例えば最低６時間は、

１時間とか２時間とか３時間とかしか必要がない子どもも６時間はいてもらうようなことを義務

づけてはいかがでしょうか。

 そして、展開の方ですが、資格要件を統一することで、園の職員全体で在園児と関われることが、

社会的生活において欠かせない重要事項。

 一番下に、例えば午前の活動や食事、清潔、着脱、午睡、おやつ等の一連の生活の流れを確保す

るために、やはり６時間ぐらいがどうなんだろう。

 まとめのところで最後のところに書きましたが、できれば現行の幼稚園と保育園が協力して、こ

ういう新しい制度に向かって、日本の子どもたちのために進んでいくような方向性でやるのが一番

望ましいのかなというふうに思います。

 以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。論点の明確な整理と、幼保一元化を前提にした具体的な方

向の提案をありがとうございました。

 大臣がいらっしゃる間に、幼稚園のプレゼンの方も是非聞きたいと思いますので、このまま継続

をして、吉田敬岳委員、よろしくお願いします。

○吉田（敬）委員 まず、資料を用意しなかったので、しまったなと思っております。

 口頭で発表させていただくことをお許しいただきたいと思います。

 また、今、長田委員の大きな枠組みの御意見に対して、私の意見は具体的なところでの話をさせ

ていただきたいと思っております。

 子どもを豊かに育てたい、どのパターンの施設であっても、やはりその願いは必要だろうと思い

ますし、その願いを担保できるような環境にしていかなければいけないんだと思っております。

 そこで、今、長田委員の発言の中にもありましたけれども、規制緩和という方向ではなくて、よ

り高いレベルの条件が必要だということには賛成でございます。

 今、各都道府県の様子を見ておりますと、例えば保育所型の無認可の幼稚園から、幼保連携型に

移行するときに、その認可基準の変更をやっているというのが、47 都道府県のうち 25 都道府県で

す。そのすべてとは言わないけれども、多くが現行の、例えば幼稚園を認可する基準よりもうんと

落として、さあどうぞと、そういうふうな流れにあるということは非常に残念に思います。

 私は、保育所の基準がどうかということは、雑駁にしか知りませんけれども、例えば幼稚園であ

れば、園地とか園舎とか保育室とか運動場とか、あるいは原則として年齢別な学級編制あるいは学

級担任制、こういったものを必要としておりますし、一人当たり何平米ということではなくて、ク

ラスに対して何平米という考え方もあります。

また、10 人とかそういった少数ではなくて、少ないところでも 60 人、多いところでは 105 人が
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最低の認可するための基準になっているということ考えますと、子どもが豊かに育つために、どん

な環境が必要かということを考えたときに、少なくとも、現今の幼稚園が認可されるのに必要なレ

ベルを落とさないで考えていかなければいけないんではないかと、こんなふうに思っております。

 それから、私立幼稚園としては、必要があれば幼保連携型だけではなくて幼稚園型、そういった

認定こども園も増やしていきたいと思っております。地域によってはそういったところが随分求め

られております。その幼稚園型をやるために、何が設置者の二の足を踏ませているのか。

 １つは、今までは、公費の助成がなかったという点であります。前回のときに兵庫県のいろんな

システムをお聞きしましたけれども、あのようなシステムが、もし国のレベルであるならば、幼稚

園型に移行したいと思う設置者は、地域によっては多いんではないかと思っております。

 更に、今回 21 年度の概算要求に認定こども園のことが載っておりますし、また、20 年度の補正

予算でも前倒しで、実施するというような話も聞こえてまいりました。

 そして、画期的なことは、機能に対して、勿論、幼保連携型に移行しなければいけないという前

提条件はあるんだけれども、機能に対して補助が打たれるという、そういう仕組み、今まではなか

ったことだと思うのですが、機能に対してということがとても大切だと思うし、この考え方を推し

進めていっていただきたい。

また、特に幼保連携型に移行するということではなくても、兵庫県の実践のように、保育所の機

能あるいは幼稚園の機能に対して、公的な補助を打っていただけるようになれば、少なくとも一歩

進められるんではないかと思っております。

そして、移行したいという希望を各都道府県の代表者の方からお話を聞くんですけれども、幼保

連携型に移行したい、あるいはそういうものを設置したいというときに、何が実務の面でハードル

になっているかというと、それは待機児童がなければ、幼保連携型の保育所部分の認可は出せない

という、その市町村の考え方。これはこども園を考えるときにそういうことではなかったはずです。

待機児童が、ある、なしにかかわらず、親の選択の幅を広げるためという理由が確かあったはずで

す。

それが、今、どういう誤解か、あるいは行政や国の方から指導があったのかどうかわかりません

けれども、待機児童がなければ認可できないというそのことが、現実に大きな壁になっている。愛

知県でも、そして全国でも、今、統計を取っている最中でございますけれども、分かっている中で

12 の都道府県ではそういう実態が見られます。

ここら辺をどういうふうに指導していっていただくのか。認定こども園をつくっていくのにどう

いうふうなものを目指すのかということによって、ここら辺は変わってくるんだろうとそんなふう

に思います。

そして、今日、私が自分のところの子育ての支援のものを用意させていただきましたけれども、

この程度の子育ての支援であれば、恐らくすべての幼稚園でやり得るだろうと思っております。

これも、現実にはこれをやるについて、かなり幼稚園としての負担があります。公的な補助がほ

とんどないというか、厚生労働省の保育所に対する子育て支援の補助に比べれば本当にスズメの涙

ぐらいしかないのが現状です。
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そういう中でも本当に地域の中で必要という思いがあれば、これぐらいはやれるという例であり

ます。

そこで、先ほど機能に対しての補助ということを、これはすごいなと思ったんですけれども、こ

ういう子育て支援という機能に対して、幼稚園だろうが保育所だろうが、あるいは認定こども園だ

ろうが、すべてそういう値に対しての子どものことであるならば、機能に対しての補助を是非、文

科、厚労あるいはその他の省庁でもって考えていただきたい。

例えば子育て支援ということだけを含めれば、これぐらいやっているということがたくさんある。

そうすると、子育ての支援と幼稚園機能ということで考えれば、認定こども園というのは数から言

えば増えるだろう。私どもの幼稚園という立場、幼児教育を担っているという立場から、そんな考

えを持っております。

○山縣座長 ありがとうございました。これで５人の現場の先生方の発言をいただきましたが、た

だ今、座長代理をお願いしております、無藤委員が到着になりましたので、一言御挨拶をお願いし

ます。

○無藤座長代理 白梅学院大学の無藤でございます。委員を委任され、その上、座長代理というお

役をちょうだいしながら、このように遅参いたしまして申し訳ございません。

 認定こども園につきましては創立当初、たまたま委員としても関わりましたので、何かお役に立

てればと思っております。よろしくお願いいたします。

○山縣座長 よろしくお願いします。

 ここで、大臣の方が御退席ということでございます。５人の先生方の意見を聞いていただいて本

当にありがとうございました。

（小渕大臣退室）

○山縣座長 それでは、会議の方を継続したいと思います。あと、45 分ほど残っております。最初

５人の方々あるいは前回の資料に対して各委員の方から質問を 10 分程度、質問のみに限定させて

ください。それを聞かせていただきまして、その後、30 分強になろうかと思いますけれども、意見

交換という形にしたいと思います。質問あるいは御回答はできるだけ端的にしていただけたらあり

がたいと思います。

 御質問等ございますでしょうか。

○吉田（正）委員 ３つございます。１つは、渡邉委員の方からいろいろ御高説賜ったわけですが、

実際に認定こども園を運営されている立場として具体的に子どもにとって何かメリットは感じら

れたのか、あるいは保護者にとってどうだったのか、あるいはゆうゆうのもりとして、職員にとっ

て認定こども園という総合機能を持つ施設として、何かメリットがあったのか。現場の立場でむし

ろそれを具体的にお聞かせいただきたい。これが１点です。

 それから、事務局についてでございますが、多くの方がそうかもしれませんが、認可、認定、認

証について先ほどの御説明を聞くとよけいわからなくなってしまったので、もう少しかみ砕いてと

いうか、認定こども園とか、認可保育所、認可幼稚園、認証保育所というものに即して、次回で結

構でございますので、わかりやすく御説明いただければありがたいと思います。我々は法律の専門
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家ではございませんので。

 それから、諸外国の例を出していただいて、大変ありがたいんですが、できれはもう少し詳しく

というか、特に、例えばイギリスのチルドレンズセンターだとか、ドイツであればベルリンとかミ

ュンヘンとかで幾つか総合施設がございます。可能な範囲で、これも別に次回とかそれ以降でも構

いませんが、実際にヨーロッパの主要国の中で展開されているいわゆる総合施設的なデータがわか

ればありがたいと思います。

 以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。ほかに質問はございますか。

○井戸委員 これは、吉田先生のお話に関連するのですが、諸外国の例の場合、例えば先ほどの長

田先生から提案があったような、幼稚園機能と保育所機能とを合わせたといった場合に、基準はど

うなっているのか。あるいは職員の資格がどうなっているのか。それから運営についての助成がど

うなっているのか。言わば、単にこういう施設がありますというのではなくて、現実にどう運用さ

れているのかがわかるような資料を、是非整理していただきたいというのが１つです。

 もう一つは、お話を伺っていて、若盛先生のお話で、コーナーシステムというものですが、具体

的に内容の御説明がなかったものですから、非常に機能しているような印象を受けたのですが、ど

ういうシステムなのか教えていただけますとありがたいということでございます。

○山縣座長 ほかにございますか。では、事務局に対する質問部分は次回以降に、資料を準備いた

だくということで御二方御了解願いますでしょうか。恐らく認証については、法律的な認証論では

なくて、認証保育所とか、都道府県、自治体が独自でやっている制度の関係を恐らく質問されたん

ではないかと思いますので、そこら辺に絞ってお願いしたいと思います。

 では、渡邉委員と若盛委員の方から質問について御回答いただけますでしょうか。

 とりあえず、渡邉委員の方からお願いいたします。

○渡邉委員 ゆうゆうのもりをやってみてということなんですけれども、よかったことと困ったこ

とという話は、本当はこのところで詳しく言わなければいけなかったのもしれませんけれども、実

際には、こんなに保育園と幼稚園が違うんだというのが、私が一番わかったことです。

幼稚園と保育園が違うということと、子どもが育っていくという場所として幼稚園とか保育園が

機能がという言い方をするんですけれども、ではどういうふうにしていけばいいのかとか、子ども

たちが生活をしていくというところでいくと、子ども育っていく場として、どういう保育の在り方

がいいかというのを考えていくときに、ここでもそうなんですけれども横浜市の最初の方は、０、

１、２で保育園で、３、４、５は、みんな幼稚園に入りますというのが、今、０、１、２、３、４、

５が保育園で、そこに３、４、５の幼稚園がくっつくというみたいな、枠組みを変えたりとかした

こともあって、保育園と幼稚園の子どもの問題、親の問題、保育者同士の問題という、それから事

務的問題も勿論入ってくるんですけれども、その中で本当に何が問題なのかというものとか、それ

からどんなことが大事なのかという考える機会をもらったという思いを持っております。

 ですから、親同士も物すごく、バザーに向けてとか、何かやるときに、就労の有無に関係なく、

一緒に育てましょうという意識を持ってきたというのも考えていますし、子ども同士も幼稚園的な
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時間と預かり保育というか、保育園だったら午睡からの時間の中の生活をどうするかとか、夕方、

親が迎えに来るとするかという問題もありますし、保育所同士もそこのところでは考えております。

 ただ、１日８時間子どもと接するということが原則の保育園の保育士の働き方と、幼稚園教諭み

たいに、４時間とは原則で言いながらも、多分５、６時間子どもがいて、そこから少し話したりと

か、保育の明日ことを考えたりとか、そういうふうに話し合えるという時間を考えると、保育園と

いう世界がほとんど全員が集まって話し合いをするということが、時間を確保するのがこんなに難

しいんだというのを感じたこともあったりすると、一緒に何かをしていこうといったときに、子ど

もたちのことを大事にしながら、保育者も保護者に向けて発信をしたりとか、子どものことを考え

たりとかしたときに、やはり制度的に難しいところがいっぱいあるというのが実感です。

 ただ、その一方で、働いているお母さんたちが、本当ににこやかに、働いていないお母さんたち

と仲よく、１つの行事を手伝ってくれたりとか、子育てが大変だとか、私はこんなに一生懸命やっ

ているのに何でそんなにあなたはいい子ではないのといっている、いっぱいいっぱいのお母さんた

ちがいて、そのお母さんたちは、もう少し子どものことを余裕をもって見ないというような形で、

少しゆっくり話せたりすると、働いているお母さんたちの、一生懸命働いている中で、子どものこ

とをどうしても厳しく見てしまったりというところで、そういうお母さんたちが、いっぱいいっぱ

いのお母さんたちに対して、私たちはどうできるかとか、幼稚園だけでしかわからなかった、例え

ば９時から２時ぐらいまでの時間でしかわからなかったんではなくて、もう少し違う世界が見えな

がら、では、本当にそういう人たちがみんな一緒になったときにどういう保育すればいいのかとい

うのを考えるという、そういうスタートラインに立ったような感じを持ってはいたので、そのこと

が見えたことが多分一番大事なことではあると思うんですけれども、これがどういうふうに進んで

いけばいいかということに関しては、また、私は自分の園としての課題も結構いっぱい持っている

という思いを持っております。

○山縣座長 ありがとうございました。

○井戸委員 もう一つ若盛さんに、受け入れの事務手続きについてお聞きしますが、直接契約をう

まく乗り超えるため、保護者のプライバシーや事務の煩雑さを考慮して、町と保育園とで事務取り

交わしをして、従来の方法で受け入れることとするというふうに書かれていますが、具体的どうい

う方法取られているのか。これが実を言うと、認定こども園の問題点なのです。乗り越えられるの

だったら、乗り越えた方がいいかもしれません。そういう意味です。

○若盛委員 わかりました。まず、コーナーシステムについてでございますけれども、簡単に申し

上げれば、中学校で今、教科別教室というのがありますね。小学校でもあるかもしれません。例え

ば音楽をするには音楽教室で、美術が美術教室でという形があるかと思います。

それは中学校で言えば、自分たちが選んでいくんではなくて、授業時間の割り振りの中で、そこ

に移動しているんですが、うちの園のことで申し上げれば、簡単に申し上げれば、子どもはすべて

環境そのものが学びの場であるという考え方を持っております。保育室だけで学んではない。一人

の保育者だけが担当して身に付けていくことではなくて、大人の真似をしながら育っていくことだ

ろうという考え方を持っております。
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ですから施設全部が子どもにとって学びの場になっていかれるようにというのが、まず１つ前提と

してあります。アプローチから始まり、玄関があり、保育室までの廊下があり、食べる場所のラン

チルームがあり、午睡するベッドルームがあり、そういう園庭で、また砂場でという、かなりの場

面が子どもにとっての刺激なり影響になり、興味の生まれる場になっていかれたらいいんではない

か。

そういうことが前提としてあった上で、例えば製作をするのには、製作の場所、ブースという言

い方でしょうか。それから、運動するならば園庭で、雨の日だったら大きなお部屋でマットで遊べ

るような、それから歌を歌うならピアノのある部屋でということです。食べる場所、学ぶ場所、体

を動かせる場所、そこを自分で選んでいって、そこで興味があることに向かって挑戦していかれる

ように、保育室だけで教師の指示の下でということではなくて、自分で選んでいける。そのことか

ら、自発性や自主性や学びというものがその子にあったものが身に付いていけるだろうと、現実に

は非常にそのことで、うちの子たちは育っていっているんではないかと思っています。それが、コ

ーナーという考え方で申し上げております。

 最後の方の受け入れの事務についてなんですが、実は私どもは小さな町でございますので、一番

煩雑なのは、直接契約に関して、今まで行政に担当していただいたことを全部受け入れていかざる

を得ない。

そうしますと、個人所得の問題、プライベートな問題いろんなことが関わってきて、それを全部

事務が担当していかなければならない。最初に、そのことを県の指導でいただいたときに、到底私

たちでは、そのことにだけ専念はしていかれないんだということで、自治体の福祉課の方と相談し

まして、たとえ直接契約であっても、できるだけ、従来、地方自治体が保護者との関わりをやって

きた形態そのものを話し合いの下で、うちは認定園ではあるけれども、従来と同じように行政で受

け入れていただけないだろうかと。申請手続きも行政の方に出す。ただそれが個人票の中に、どこ

の施設を選びたいかという当然選択肢があるわけですが、そこに何々保育園、何々保育所、そして

認定こども園「こどものもり」というのをこういう欄をつくっておいていただいて、そこに丸を付

けていただいた上で、そこに申し込んできた保護者の申請書の中の所得であるとか、いろんな就労

証明であるとかは行政も理解していった上で、それに対しての措置費は行政側が従来やってきたこ

とと同じことをうちの園でもやっていけるようにしていこうという話し合いを持ちました。

 そして、行政の方もその煩雑さは当然だろうということで、うちの町では、それを優先的に、で

すから認定園である、なしにかかわらず、ほかの保育所と同じような事務上のことを担当いたしま

しという契約を結ばせていただきました。

 以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。保育所のベースの手続きの方にということですね。

○若盛委員 そうです。

○山縣座長 それでは、一応、質問の時間はこれぐらいにしまして、これから意見交換に入りたい

と思います。当然、質問も含めていただいて結構ですけれども、残された時間は 30 分ですので、

前半で制度のことを主に、後半で実践のことに、当然、重なる部分がありますので明確には区切り
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ませんけれども、そういう形で議論をいただいたらありがたいと思います。

 最初は、まず手が挙がっていますので、田村委員の方から。

○田村委員 それでは、簡単に申し上げさせていただきます。

 制度面と実践面と両方に関わるわけですが、先ほど幼稚園の吉田会長がおっしゃったことと少し

関わるんですが、現在、待機児童がいるかいないかで保育所の認可の条件になっているんです。と

ころが、現実には都会の場合は、その地域というよりは、むしろ勤務先とか勤めている先にあると

いいという親のニーズがとてもあるんです。そういうことについては、その地域が待機児童がない

場合はつくれないわけです。ですから、勤務先にそういうものをつくることが望ましい場合は、今、

どういう制度になっているんでしょうか。

 普通は、その地域に待機児童がいないと、東京であれば区の段階でないよとはねられるわけです。

しかし、実際に調べてみると、その職場には相当数のニーズがあって、それは恒常的に存在してい

る状態が具体的にはあるんです。我々は、今、困っている問題もあるんですけれども、その辺はど

うなっているんですか。

○山縣座長 ありがとうございます。事務局から、制度面の終わりの方で一旦、まとめて出します

ので、一個一個の回答は後にさせてください。

 次に、吉田委員の方が先に手が挙がっておりましたので、どうぞ。

○吉田（敬）委員 先ほど長田委員から幼保一元化の方向についていろいろ御意見をいただきまし

た。そうか、こういうふうに考えておられるんだと、非常に面白いと思いながら拝聴しておりまし

たが、ただ、この場は認定こども園ということでございますので、認定こども園の在り方について

の検討会なので、是非、幼保一元化ということは別の機会に大いにまた議論させていただきたいで

すし、お互いに現場の、そういう持つ中でやっていけたらと思います。

 その中で少し気になったことは、長田委員の方向性の中で、どうも、今の保育所の制度に幼稚園

を吸収していくような御意見だったと思いますが、これについては、私どもは幼稚園の役割という

ものは違う面があるのではないか。あるいは子どもの豊かな育ちを担保することを考えたときに、

幼稚園の存在というものはとても大事なんだ。こんなふうに思っておりますので、この点について

もまた別の機会に是非、議論をしてみたいと思っております。

 最後に、今は流れとしては官から民へという流れにある中で、より行政の関わりを強くしていく

という方向はいかがなものか。こんなふうに思います。私どもは建学の精神という中で、それぞれ、

子どもの豊かな育ちを願って幼児教育を行っている。官の指導や役割が強くなっていくと、私学の

独自性とか建学の精神に基づいた教育とかがどんなふうになっていくんだろうとすごく心配なと

ころがございました。

○山縣座長 ありがとうございます。

 今の吉田委員の前半の部分につきましては、決してここは一元化を、即、議論する場ではありま

せんけれども、認定こども園の先にそれがあるならば、当然、制度の一環として議論が可能ではな

いかと思っておりますので、全く排除するつもりはないということを座長としては御了解いただき

たいと思います。ただ、方向が決まっているわけではないというのが前提です。
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 それでは、続きまして、どうぞ。

○井戸委員 今の吉田委員の御発言とも関連するのですけれども、はっきり言いまして、この認定

こども園の制度というものは全然こなれていない制度だと思います。どういうことかといいますと、

幼稚園と保育所を言わば制度的に二本立てにしたものを物理的に一緒にしたという仕掛けを単に

認定こども園と呼んでいるだけなのです。そういうふうに考えたら非常にわかりやすいです。です

から、幼保連携型などというものは、要は幼稚園と保育園の併設施設なのです。それだけです。だ

から、事務手続だって全く別立てで、会計基準もそうですし、資格もそうですし、内容もそうです

し、ですから、そういうような認定こども園を今後とも維持するのか、それとも、本当の意味で保

育に欠ける、欠けない、これは渡邉さんがおっしゃいましたけれども、子どもの育成環境としてど

ういう施設をつくっていくのが望ましいのかという議論をするのか、そこのところを明確にしてい

かないと、単に保育所と幼稚園の手をつなぐつなぎ方を我々が議論するみたいで、このようなこと

は役所で相談してもらったらいいので、幾らでも私も知恵を出せますが、それくらいの話ではきっ

とないからこそ、きっと、この懇談会ができているのだと思っております。

そういう意味で、それでは、どうするのかというときに一番問題なのは、保育に欠けるか、欠け

ないかというところを相変わらず維持するのか、維持しないのかというところを明確にしていかな

いと進んでいかない。保育に欠ける、欠けないなどということを前提にしているから時代遅れにな

っているのですし、それから、現に一番子育てで困っているのはだれかといいますと、専業主婦の、

子どもとずっとつき合わされている０歳児から２歳児のお母さんです。だから、児童虐待が出てき

ているのです。そういうことを考えていったときに、そういう社会的解決を図るために認定こども

園が制度としてつくられてきたのだとすれば、今の二本立ての１つの土俵に単にしただけの認定こ

ども園ではだめだということを前提に議論するか、しないかをまずきちっとスタンスを決めていた

だかないと議論が進んでいかないのではないだろうかというのが１つです。

 もう一つ、吉田さんから基準について言われましたけれども、基準などというものは実を言いま

すと、そういう目的から考えたときに最低基準を決めておけばいいのであって、標準基準を決める

必要はないのです。ですから、施設について最低の、絶対必要な基準だけ決めてもらって、あとは、

例えばどうしても決めてもらいたいのだったら、市町村長に任せるとか、地域の実情に任せるとか、

実態に任せるとか、そういうような決め方にしていかないと、今はオールジャパンなのです。大体、

子育ての環境が全然違っていますし、地域の実情も違っていますし、それから、地域によってはや

はり取組みの姿勢も違っています。そういうような中で、なぜオールジャパンで標準基準を決めな

ければいけないのかと私自身は思っております。

 ですから、標準基準を決めていることがまた問題なのです。なぜ今のような時代に、いろいろ考

え方はあると思いますが、給食施設を自前で持たなければいけないのかとか、これは典型です。そ

ういうことも含めて、ただ、持った方がいいというのもあるのです。そういう場合もある。だから、

それは取捨選択を設置者がすればいい。それから、例えばグランドにしても、何であれだけのグラ

ンドを持たなければいけないのか。それも考え方がいろいろあっていいのではないか。それから、

場所が少々ぐらい遠くてもいい。10 分以内か何かだったと思うのですけれども、何で 10 分でなけ
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ればいけないのか。バスで運んではいけないのかとか、いろいろあるのです。ですから、そういう

意味で、基準などは地域の実情に合わせるように最低基準をつくればいいと私自身は思っています。

 ですから、一番申し上げたいのは、最初の保育に欠ける、欠けないというようなことを前提にし

て、相変わらず認定こども園を議論していくのか、しないのか。これが一番、出発点として大事な

点ではないか。こう思っています。

○山縣座長 ありがとうございます。

 それでは、吉田委員、お願いします。

○吉田（正）委員 長田委員のご意見を踏まえてでございますが、恐らく、前回申し上げたように、

認定こども園というものは、現在、幼保一元化でもないし、いわゆる第３の施設でもないというふ

うに私は認識しております。今のところ、三元化でもない。非常にぬえのようにと言うと失礼かも

しれませんが、もう一つ、性格がよくはっきりしない存在だろうと思っています。

 でも、一方で、実態として、今、幼稚園が預かり保育や子育て支援機能をかなり充実させ、誤解

を恐れずに言えば、ある種の保育所化の機能を持ち始めてきています。一方で、保育所の方も教育

基本法改正等もありますので、かなり幼児教育機能を相当強化してきて、実態的には相当垣根が低

くなって、利用者の状況もかなり重なる部分が増えているのが実態だろうと思います。

 ただ、機能で見ると、それはもともと、本来、幼稚園だったものがある種の保育所機能を持ち、

あるいは保育園が幼児教育機能を強化しという、機能を付加しているということだと思うんですが、

総合施設はそうではなくて、最初からさまざまな幼児教育機能や保育所機能や子育て支援機能をイ

ンテグレートしたものだろう。機能を足し算ではなくて、統合していく。それがすべて相乗効果を

持つように、最初からそういうベースで本来設計されなければいけないものではないかと思ってい

るんです。

 そういう意味では、これは先ほどの事務局のお願いにも重なるんですが、私、何回かイギリスの

総合施設、チルドレンズセンターは、現場も見せていただきましたが、あれはある意味で第３の施

設かもわかりません。イギリスの既存の、日本的な言い方をすれば、幼稚園、保育園に対して全く

別の、あれは第３の施設として制度設計がされているのではないか。しかも、そのベースとして、

当時は全国保育戦略というものをイギリス政府がつくり、あるいは一方でシュア・スタートという、

ＯＥＣＤの発想も入れたような何か大きな国のプランがあって、そういうグランドデザインの中で

いわゆる総合施設というものが位置づけられた。

 ですから、認定こども園だけを、制度をいじっても、恐らく十分ではないのではないか。もう少

し大きいベースから議論をし、その中で、いわゆるインテグレートされた総合機能としてどういう

ふうに認定こども園を考えるか。少し抽象的ですが、そういう視点が多分、大事ではないかと思い

ます。

○山縣座長 それでは、秋田委員、どうぞ。

○秋田委員 私も、今の吉田委員のご意見に賛成の部分があって、本会議はグランドデザイン、認

定こども園について議論するのですけれども、やはりこれからの乳幼児の保育・教育の在り方全体

の中で認定こども園をどういうふうに位置づけていくのかを議論すべき場所ではないかと考えて
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おります。

どうしても、認定こども園において高い質の実現が必要だと思います。やはり私は最低基準の最

低はどこに置くかという問題だと思うんですけれども、それが従来であればあり得なかったもので

はなく、先ほどから若盛委員や渡邉委員もおっしゃっていますが、子どもの側から見たときに、や

はり認定こども園は４時間のコアの部分を大事にしていることによって子どもの経験を極めて重

要に保証してきている側面であったり、それから、保育士・教諭の連携を図ることで相互に質を高

めていくような方向を考えていくとか、それから、設置基準の問題も、私はやはり乳幼児期におい

てどうしても必要なものは一体何かをきちっと議論をしていくことが重要だと思います。それは行

政制度として何がという部分と同時に、やはり従来、幼稚園、保育園という、ある意味で文化的な

実践として長く続いてきたときにつくられてきたものに対して認定こども園は、私から見れば人為

的に大変違うものが入ってきていると思いますので、それをよりよくするために考えなければなら

ないだろう。

そのときの理念で井戸先生が言われていたのは、「保育に欠ける」という発想ですが、保育に欠

けるという表現は、基本はやはり家庭で親が育てる部分が重要であるということを幼稚園教育要領

でも、それから、保育所・保育園の子育て支援でも日本の保育観として了解していることを示唆し

ていまして、それは北欧の、例えばゼロから社会的に、社会が子どもを育てていくのだというよう

な発想とはある意味で違う理念を我が国はずっと子育てにおいて持ってきているのではないかと

思います。

そう考えたときに、その集合的な設備の場である幼稚園、保育園というところが担うべき機能と

いうものと、それから、それでは、保育所が全部家庭生活の肩代わりでいいのかといいますと、そ

うではなくて、やはり残された家庭生活における家庭の養育との関係をどう考えていくのかを議論

することが必要です。それが子どもの部分と親の部分。そうすると、今、やはり日本の発想で欠け

ているのは、コミュニティーにおける地域の子育て支援機能というものを今回、認定こども園では

重視してきちっと入れていると思うんですけれども、その部分をどう機能として重視し、また、先

ほど吉田委員から話が出ましたような、例えば地域の子育て支援機能をどう財政的にも支援してい

くのかというようなところを考えていくことの必要性です。子どもの在り方、それから、親のニー

ズというだけではなくて、それでは、地域がどう子育てを担っていくのか。そのときに施設がどう

あるべきなのかというような議論がもう一方でないと、制度の三元化か一元化かという次元の議論

ではなくて、それぞれがどう子育てを担うのかというグランドデザインの上に、この認定こども園

という施設が担うべき機能をきちっと決めて、そこからの議論がないと細かな形だけの議論に行っ

てしまうのではないかと思います。

○山縣座長 ありがとうございました。

 先ほど長田委員に幾つか御意見等が出ていましたので、少しコメントをいただけたらと思います。

○長田委員 私のこの案で、どこの部分で幼稚園が飲み込まれるというふうにお感じになられたの

か、非常に残念なんですが、私自身はそもそも日本の歴史として幼稚園と保育園と２つあって、そ

れがそれぞれの独自の業界を保ち、例えばこれだけ少子化になってくると、地域によっては子ども
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の取り合いを幼稚園と保育園で始めてしまうみたいな、こういう現状が今の日本の子どもたちにと

って余り望ましくない状況なんだろうと。

そういう意味では、この認定こども園は、もしかしたら、今までのそういう懸念を払拭できる一

つの第一歩を踏み出したのかなという視点でとらえて、だから、最後のまとめのところにも、幼稚

園と保育園が協力的に新制度に向かうことが大切というふうにあえて書いたのは、幼稚園とか保育

園がけんかしている場合ではなくて、これだけ少子化が進むと、やはり大切な日本の子どもたちと

して、幼稚園・保育園が一緒になって手を組んで前に踏み出さなければいけないような、この検討

会は意味を持っているのかなという意味でこの意見をまとめさせていただいたというふうに私は

思っているので、御理解をいただければと思います。

ありがとうございます。

○山縣座長 ここで時間を取らせていただいて、先ほどの田村委員の質問に対して事務局からお答

えいただきまして、その後、実践と制度を絡めたような最後の時間にしたいと思います。

 事務局の方、先ほどの質問に対してどなたかお答えいただけますか。

○今里保育課長 保育課長でございます。先ほど田村委員の方から、待機児童の有無によって保育

所の認可がおりるかどうかということと、それから、勤務先に預けたいという親のニーズがあって

も、そこに待機児童がなければつくれない実態になっているというお話がございました。

 まず、待機児童の有無と、保育所の認可を行うかどうかということは地方自治体の判断でござい

まして、国の方として特段のルールがあるわけではございません。これは運用の問題かと思います。

 また、待機児童の認定につきましては、その住所地において、そこの市町村なりが把握すること

になっておりますので、現行制度上で申しますと、その方が住んでいらっしゃるところに待機児童

が存在するかどうかという形になりますので、勤務地の方で預けたいという形が仮にあったとして

も、そちらの方で待機児童がカウントされるという仕組みにはなってはございません。

○山縣座長 ありがとうございました。

 それでは、再開したいと思います。森委員、手が挙がっていましたので、どうぞ。

○森委員 この問題で考えなければいけないことは、１つは、実は社会保障の問題の中で、例えば

介護の社会化という観点から介護制度がスタートした。そうすると、先ほど来、秋田委員もおっし

ゃいましたけれども、いろんな意味で家庭とか地域でそういうものを支える力がなくなってきたか

ら社会全体でということと同じで、やはり子育ていうこともやはり社会化という一つの大きな流れ

の中で私は来て、そして、今度はもう一つ、私ども現場の自治体として、例えば待機児童の問題と

かいろんな問題で、これはある面では、例えば市町村が自治事務としてやれることはどういうこと

があるのかをやはり分けていかなければいけないと思っています。

 そういう中で、例えば国あるいは県のいろいろな諸制度がある。その中でどういうふうに、ある

面では調整してやっていくかということが、今、問われておる。そうすると、ある面では、例えば

待機の多いところと、そうではない、そういうようなところによっては、先ほどの知事のお話もご

ざいましたように、市町村によって、みんな、それぞれ施策は違ってもいいんだ、金太郎あめにし

なくてもいいんだ。それをやりやすいような仕組みにしていただくことによって、例えば認定こど
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も園の方がいいのか、あるいは従来型の方がいいのか、それは最終的には利用者なりいろんな人た

ちが判断をされるというような制度論というものは、やはり、もともとの出てきた背景をもう一回

ひもといてみた方が私はいいのではないだろうかと思いました。

○山縣座長 それでは、中澤委員、どうぞ

○中澤委員 要は、先ほど秋田委員がおっしゃられましたように、以前と家庭の状況、それから、

地域コミュニティーの状況が変わってきておる。そうした中で認定こども園なり、幼稚園、保育園

なりがどういう、以前と違う役割を果たしていかなくてはならなくなったかというところにあると

思うんですが、当然、そういう方向で検討していくわけなんですが、一方で少子化対策の中で、さ

まざまな保育ニーズへの対応、いわゆる認可外の保育施設をどんどんやっていかなくてはならない。

待機児童対策をしなければならないという問題が出てきています。それは当然、やっていかなけれ

ばならないんでしょうけれども、そのときに気をつけていかなければならないのが、将来の、例え

ば小学校、中学校へ入ったときの教育の問題との絡みでございます。きちっとした質を何とかした

形で、どの場合でも保証していく。そのことが将来、子どもが大きく育っていく基礎になるわけで

ございます。そこの視点が抜け落ちないような形でやっていくことが必要だと思っています。

 この幼児教育をきちっとすることによって、将来の教育コストの増大を防ぐことにもなりますし、

社会保障の増大の防止にもつながりますし、もっと言えば、警察とか、司法とかといった部分の社

会的コストを削減することになる。ならば、この幼児教育に対してもっと公費をつぎ込むことを考

えてもいいのではないかということを思いましたところです。

 それから、お手元にお配りしてございます「高知県における認定こども園への対応」です。前回、

兵庫県さんから認定こども園に対する財政支援の紹介がありましたが、高知県もやっておりますの

で、御参考までに資料をお届けしてございますので、ご覧になってください。

 以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。

 それでは、池本委員、どうぞ。

○池本委員 先ほどの秋田委員からの発言で、私がずっと、特に北欧などを見ていて、それを紹介

する中で、何か日本の中で受け入れられていないと感じた疑問が解けたような気がいたしました。

といいますのは、家庭でやることをベースに制度が組み立てられてきたということで、それが幼稚

園との関係ですごく明らかになったと思いました。

 ただ、それに対して、今、男女参画といった場合に、小渕大臣も既に働いていらっしゃいますし、

私も、今、３歳の娘を預けて働いていますけれども、それでは、そういった女性というものは、本

来、家庭でやるべきことをやれていないという、ノーマルでないところにいるような位置づけにや

はりなってしまうのではないかという気がいたしまして、一方で国の方は、労働力不足だから女性

に働いてほしい。企業の方もどんどん女性に活躍してほしいという動きがある中で、そこと、この

幼児教育や家庭というところがどう絡んでくるのかを今は考えなくてはならないだろうと思って

います。

 ですので、先ほど保育に欠けるという議論がありましたけれども、私自身もその保育に欠けると
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いう表現は本来はやめるべきで、それを母親がたまたま働いているから欠けてしまっているという、

母親になにか罪悪感のようなものを感じさせないような形で、すべての子どもの教育を保障すると

いうような方向で見直す。その意味で認定こども園のところも考えていければと感じています。

 今日、お話を伺っていてすごく感じましたのは、やはりレベルを下げるという方向に、今、本当

に向かっていると思っていまして、ですから、保育の質といいますか、子どもにとっていい環境を

どうつくっていくかというところを、財政的にも、制度的にも考えていかなくてはいけないという

ことを改めて感じました。特に若盛先生のところで「センスのよい」という言葉があって、私はこ

れが本当に保育の部分に必要だということを、特に諸外国のものを見る中で感じています。最低限

ではなくて、本当に、むしろ家庭よりもいいものを見せて、それで将来の社会をよくしていくとい

う、そこまでをきちんと、この認定こども園なりの新たな制度をつくるときに入れていかなくては

いけないだろうと思います。

 それから、あと２点なんですが、１つは先ほど６時間以上は預けた方がいいという話がありまし

たけれども、私が見た資料の中では、スウェーデンでは６時間以上というのは子どもにとっては負

担なので、できるだけ、その中に収まるように制度を変えようという動きもあって、親から離れる

ことについては何時間が適当なのか。そこのところは少し考える必要があるかと思います。今、幼

児教育の無償化の話なども出ていますけれども、その時間は諸外国でも４時間とかそのぐらいの、

半日がベースになっていますので、６時間以上を標準とする考え方については少し議論が必要なの

かなということを感じたところです。

 あと、最後の１点は、働いている母親の立場として申し上げたいのは、認定こども園にはすごく

期待していて、それは保育所に預けているから子どもに教育を受けさせられないというような、や

はり、まだ認可保育所に対してそういう目があるということで、そこは変えていきたいということ。

 あと、専業主婦の人と働いている人が、同じ母親なのに、本当に接点がないんです。なので、認

定こども園で、例えば専業主婦の人と日常的に会ったりすると、その後、例えば小学校に上がった

ときに少し預かっていてということを専業主婦の人に頼めるかもしれませんけれども、それが全く

できない。みんな忙しい人ばかり、時間のある人ばかりというふうに分断されていることがすごく

不都合な面もあると感じています。

 以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。

○井戸委員 これは今里課長への御質問ですが、先ほどの田村さんの御質問とも関連しますが、認

可保育園は待機児童がいるところでないと認めないという基本方針をお持ちでしょうか。なければ

ないとおっしゃっていただいたら結構ですけれども、あるならある、どちらかを明確にしていただ

くとありがたいです。

○今里保育課長 国としては、それについての方針は特に持っておりません。それぞれの認可権を

持っているところで御判断いただくことだと考えております。

○山縣座長 ありがとうございました。

○田村委員 今の国の姿勢はわかったんですが、実際、窓口は、待機児童がなければ国から補助金
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が出ないから認めないという返事をするんです。ですから、国の方針がないと言いながらも、実際

は待機児童がなければ出さないんだということになると、地方公共団体は何もできないのが実態な

のではないかと思うのであえて質問させていただいたんですが、そんなことはないんですか。

○今里保育課長 ありません。

○山縣座長 恐らく、保育所パートについての議論がベースになっていると思いますけれども、ま

た、その辺、もし厚生労働省の方で自治体のそういう意向・方法等がわかりましたら、次回までに

調べていただいたらありがたいと思います。全国調査でなくても結構ですから、抜き打ちでも結構

ですので、よろしくお願いをしたいと思います。

 前回はほぼ自己紹介だけで終わりましたけれども、今回は事例の報告と、少しだけですけれども、

お時間を取って各委員の議論ができたこと、ありがとうございました。

今日のお話を聞いておりまして、この検討会の進め方は座長として非常に責任を感じておるわけ

ですけれども、私自身も待機児童対策とか、少子化対策、あるいは２つの大きな既存の制度を前提

にした議論をするつもりでここに座っているわけではありません。ベースはあくまでも、何人かの

方がおっしゃいましたけれども、子どもの育ちの保障の中でよりよい制度とは一体何なのか。それ

で、その中の新しい制度としての認定こども園をどう位置づけていくのかということでございます。

その将来方向に一元化があるのか、三元化があるのかということについては、今のところ、私の方、

あるいは事務局も恐らく特定の方向を持っているわけではないということで御了解いただきたい

と思います。次回以降もそういう視点で、是非、既存の制度を守るとかではなくて、子どもの視点

で議論をいただけたらと思っております。

 ２点目は、いろんな外野等からも、レベルを下げる話をやっているのではないか、とほかの部会

でもよく言われるんですけれども、恐らく各委員、そんなことを考えておられる方は一人もいらっ

しゃらないというふうに信じています。ただ、認可外の部分があるものですから、そのことが恐ら

く話題になるのであって、認可部分に、だから、幼保連携型にできたら収斂していこうという国の

方針も、決して認可外を拡大しようという方向ではないと信じております。ただ、制度設計上、仕

方なくそういう部分が残っているのは事実だということで、そこに対する国民、あるいは各委員か

らの批判があることも私としては意識をしつつ、しかし、決してレベルを下げる話はしたくないと

いうことです。

その辺を少し、私の方のまとめとさせていただきまして、第２回の検討会はこれで終わりにさせ

ていただきたいと思います。どうも長時間ありがとうございました。

あと、事務局の方、日程等をよろしくお願いします。

○川又参事官 ありがとうございました。

 次回以降の日程につきましては、また日程調整をさせていただきます。今月下旬から来月初旬ぐ

らいにかけて、できるだけ多くの委員の皆様が出席できるところでと思っております。

 また、次回の進め方につきましても、今、座長からもお話がございましたが、座長とも御相談い

たしまして、本日出ましたさまざまな議論を踏まえて、論点整理に向けて、更に、今度は議論を中

心に開催させていただければと思います。
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 どうもありがとうございました。

○山縣座長 どうもありがとうございました。

 前回同様、必要な資料がありましたら、また事務局の方に言っていただきましたら、できる範囲

で準備をしていただくようにお願いしたいと思いますので、各委員の方から事務局に直接お願いし

ていただきたいと思います。


