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認定こども園制度の在り方に関する検討会（第４回）

１．日時 平成２１年２月１８日（水） 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

安藤 哲也    ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事

池本 美香    日本総合研究所主任研究員

猪熊 律子    読売新聞東京本社編集局社会保障部次長

長田 朋久    横川さくら保育園園長

駒村 康平    慶応義塾大学経済学部教授

中澤 卓史    高知県教育長

無藤  隆    白梅学園大学教授

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 裕明    兵庫県健康福祉部参事

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。年度末のお忙しいときにお集まりをいただきまして、

ありがとうございました。ほぼ定刻になりましたので、これから、第４回の認定こども園制度の在

り方関する検討会を開始いたします。

 本日も、大臣が途中から出席いただけると聞いておりますが、御挨拶等は、そのときに伺いたい

と思います。

 先ほど、事務局から新聞のコピーをいただいたのですけれども、一部の新聞に、この検討会が既

にまとめる中身が明らかになったという記事が載っているようですけれども、これはこれでそうい

う報道があるらしいという程度で、今日も十分それぞれの委員の意を徹した御議論をいただけたら

と思っております。よろしくお願いしたいと思います。

それでは、今日はたくさんの資料を委員等からも提出いただいておりますので、資料の確認と出

席状況の方をお願いしたいと思います。

○川又参事官 お手元に配付しています資料でございますが、議事次第、名簿の後に、「認定こど

も園制度に関する論点にいて（案）」、それから、関連する参考資料がございます。このほか、資料

番号は付してございませんが、池本委員、井戸委員、長田委員、森委員、吉田正幸委員より配付資

料を御用意いただいております。御出席の委員の方におきましては、後ほど議論のときに御紹介を

いただければと思います。

 また、出欠の状況でございますが、本日、井戸委員の代理といたしまして、吉田（裕）兵庫県健

康福祉部参事に御出席をいただいております。また、齋藤委員、田村委員、森委員、吉田正幸委員

は、都合により御欠席でございます。

 以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。

 資料等の過不足ございませんか。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。本日も 12 時くらいまで予定しておりますので、そ

の中でお願いをしたいと思います。

 今日は、最終的な報告の取りまとめに向けての具体的な論点整理になります。実質中心的な議論

は本日ということになろうかと思いますので、この論点に即して皆さん方の御意見をいただけたら

と思います。既にこれに即した修正案をいただいているような委員もございますけれども、それは

先ほど事務局からありましたように、特に時間を設けませんので、手を挙げて発言をいただけたら

と思います。

 それでは、まず資料の説明をお願いしたいと思います。

○川又参事官 それでは、「認定こども園制度に関する論点について（案）」という資料をお願いい

たします。

 これは、これまで３回の御議論を踏まえまして論点を整理したものでございます。資料は事前に

委員の皆様方に御送付をさせていただいておりますので、ざっと御紹介をさせていただきます。
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 １ページ目でございます。１．「認定こども園制度の理念」につきましては、概ね委員の皆様方

の共通の理解が得られているのではないかと思いますが、「子どもの最善の利益」、あるいは次代を

担う子どもが人間として心豊かにたくましく生きる力を身につけること、また、保護者や地域の子

育て力が高まるという、このような制度創設時の基本的な考え方はその意義を失っていないのでは

ないかということでございます。

 ２ページ目をお願いいたします。「認定こども園制度の意義」でございます。１つ目の○にア～

エまで４つの目的が書いてございますが、これは制度創設時に整理された認定こども園の目的でご

ざいますけれども、このような意義も今もまだ失われていないのではないかということでございま

す。

２つ目の○でございます。こども園が設置されて、実際に運営されているところにおきましては、

保護者や施設のアンケートを見ますと、評価しているという結果が出ております。概ね認定こども

園が動いているところでは、当初の目的は達成されているのではないかということでございます。

３つ目の○でございます。教育・保育のニーズは地域によって異なるということで、どのような

組み合わせでサービスを提供していくのかということについては、地域の実情に応じて柔軟に判断

されるべきではないか。これは制度の創設時の報告からこのような考え方が示されておりましたが、

主に自治体の関係の委員の皆様方からも、この地域の実情に応じてという辺りの強調する御意見が

あったところでございます。

 ３ページ目をお願いいたします。こども園の機能でございます。２つございますが、（１）「教育・

保育機能」につきましては、今、現場における実践的な取り組みの積み重ねや、その普及を通じて、

教育・保育機能の一体化をより一層進めるなど、教育・保育機能の総合的な提供の在り方について

検討をということで、教育・保育・養護の概念の整理をしてくれと前回宿題がございましたが、こ

の点につきましては、後ほど、資料で御説明をさせていただきます。

 ２つ目の「子育て支援機能」でございます。就労機能の違いを超えた保護者の交流、父親の育児

参加など、親自身を育てていく場としても有用であることから、家庭や地域の子育て支援機能を積

極的に評価し、機能強化に取り組むべきではないかということでございます。

 ４ページ目をお願いいたします。「認定こども園制度の改革の方向」（１）「基本的考え方」でご

ざいます。１つ目の○でございますが、こども園は質の高い教育・保育、子育て支援を保障するた

めに、地域の実情に応じて、教育・保育・子育て支援の機能を総合的に提供される仕組みを目指す

ということでございます。

 ２つ目でございます。こども園の取組みは、その具体的な実践としての意義を有しますけれども、

現状 229 か所（平成 20 年４月現在）でございますが、そういう普及が進んでいない状況を踏まえ

て、22 年度までに「安心こども基金（仮称）」等の新たな財政措置を活用して緊急整備を図ること

により、平成 23 年度には認定件数が 2000 か所以上になることを目指し、必要な見直しを早急に実

施すべきではないか。この 2000 か所についてでございますけれども、平成 19 年４月に申請見込と

いうことで調査をしたところ、2000 件以上の潜在的な箇所数が見込まれたということ。それから、

昨年の 7 月ですが、「教育振興基本計画」が閣議決定されておりまして、その中で認定こども園制
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度について触れられた部分がございます。そこでは、計画期間中（平成 20 年度～24 年度の５か年）

のできる限り早期に認定件数が 2000 件以上になることを目指すということで閣議決定がございま

す。このようなものを踏まえたものでございます。

 ３点目の○でございます。改革に当たっての基本的な視点ということで３つでございます。１つ

は、子どもの最善の利益を重視。２つ目は、質を低下させるのではなくて、質の維持・向上を目指

す。３点目としては、家庭や地域の子育て支援機能を評価するということでございます。

 ４点目の○でございますけれども、このような目標と視点に沿って①～⑤のような課題について

取組みを行うべきではないかということでございます。それぞれの①～⑤について、次ページ以降

にございます。

 一番下の○ですけれども、現在、保育制度の改革に係る検討が厚生労働省中心に行われておりま

すが、その方向性を踏まえて論点を整理し、具体的な制度検討を進めるべきではないかということ

でございます。

 ５ページ以降は、先ほどの①～⑤について詳細の記述がございます。

 ５ページの①「二重行政の解消」でございます。１つ目の○で、窓口の一本化、書類の重複、監

査の重複、会計処理の複雑化など、現場から指摘されている運用面の課題について、改善が可能な

ものについては、できるだけ速やかに手続きの一本化や簡素化を行うこととし、具体的な改善内容

とその工程を明確にすべきではないかということで、これも資料で、この改善項目と、いつやるか

というようなものを整理した表を作っておりますので、後ほど補足説明をさせていただきます。

２点目の○でございます。職員配置とか、調理室、屋外遊戯場などに関する基準については、既

に相当程度緩和されておりますので、これらの活用を進めるとともに、必要な見直しを行う。ただ、

この検討会でも御議論がありましたが、規制緩和については、子どもに与える影響とか、安全・質

の確保に十分留意する必要があるということでございます。

 ３つ目の○でございます。財政支援、予算面に関しまして、「安心こども基金（仮称）」による新

たな財政措置については、補助制度の中身としては、補助要綱とか、申請・交付・報告手続きを一

本化するとともに、従来からの財政措置（保育所運営負担金、幼稚園への私学助成）を含めて、「こ

ども交付金」として制度化し、都道府県が市町村に事務を委任することなどによって市町村を通じ

た一元的な執行を進めていくなど、窓口・申請・執行手続きの一本化が行われるよう国・都道府県

で取り組んでいくべきということでございます。予算面の執行手続きを一つの流れにしようという

ことでございまして、「こども交付金」の制度化については、また、後ほど、資料で補足させてい

ただきます。

 ６ページをお願いいたします。②の「財政支援の充実」でございます。財政支援につきましては、

今年度の補正予算、それから、今審議されております 21 年度の予算案におきまして、「安心こども

基金」による財政措置、あるいは地方財政措置が講じられることになっております。従来、財政措

置支援のなかった幼稚園型の保育所部分とか、保育所型の幼稚園部分、また、地方裁量型に対しま

しても、地財措置を含めて新たな財政支援策が制度化されるなど、この点については一定の前進が

見られたのではないかと思っております。
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 ２点目でございます。これは先ほどの基本的な考え方の繰り返しでございますが、このような財

政支援を通じて、23 年度までには 2000 か所以上という目標でございます。

 ３つ目の○でございます。子育て支援機能に対する財政支援については、一定の充実が 21 年度

予算でも図られたところでございますけれども、引き続き財政支援の充実に努めていく。

 ４点目でございますが、都道府県等は、21 年度予算案で地方裁量型のこども園に対する事業費支

援について地財措置がなされてということで、必要な財政措置を行っていくべきではないか。

 最後の○でございます。「安心こども基金」は、22 年度までの３か年分の緊急措置をしてござい

ますけれども、それ以降の財政支援の在り方につきましては、保育制度に係る検討を踏まえてさら

に検討をすべきではないかということでございます。

 ７ページをお願いいたします。③「教育と保育の総合的な提供の推進」。１つ目の○でございま

すが、現在、こども園には４類型がございますけれども、教育・保育の質の担保を図る観点からは、

幼保連携型に集約していく方向で進めていくべきではないか。

 ２点目につきましては、幼稚園、あるいは幼稚園型のこども園が、幼保連携型に移行する場合、

都道府県等は、３歳未満児の待機児童の状況など地域の実情を踏まえた上で、３歳～５歳のみを対

象とする保育所の認可を行うなど、柔軟な対応をすべきではないかということでございます。

 ３点目が、ここの検討会でも御意見がございましたが、待機児童が顕在化していない市町村にお

きましても、潜在的な待機児童が明らかに見込まれる場合には、都道府県等は地方裁量型や幼稚園

型のこども園に対して、保育所の認可を行うべきではないか。

 ４点目でございます。幼保連携型のこども園の幼稚園、あるいは保育所のそれぞれの認可につい

ては、認定こども園全体として一定の規模が確保されるのであれば、少人数定員でも認可すべきで

はないか。現行でも 10 人ということで、少人数でも認可することができるわけでございますけれ

ども、その点を活用していくべきではないかということでございます。

 ５点目は、国は上記の都道府県等の取組が進むよう、必要な助言を行うべきではないか。

 最後の○でございますが、人口減少地域等において、幼稚園と保育所の連携を進めていく。とり

わけ、どちらか一方しかない地域においては、質の高い教育・保育双方を提供する観点から、この

こども園を活用することが望ましいのではないか。

 ８ページでございます。④「家庭や地域の子育て機能の強化」ということで、地域の実情に応じ

まして、そこの１つ目の○に幾つか掲げてありますような、地域における相談とか、情報提供、あ

るいは交流の機会、０～２歳児も含めた未就園児の親子登園、遊び場、父親の育児参加、そのよう

な機能を強化していくべきではないか。

 ２つ目の○につきましては、家庭や地域社会の教育力の向上、あるいはコミュニティの活性化、

そのような観点からも活用を検討していくべきではないか。

 ９ページをお願いいたします。⑤「質の向上への対応」でございます。１つ目の○につきまして

は、様々な保護者の就労形態など違いはございますけれども、教育・保育内容や運営等を工夫する

ことが必要ではないか。

 ２つ目の○でございますが、小中学校との接続を考慮して、すべての子どもに対し同様に質の高



 6

い教育を保障することが重要ではないか。

 ３つ目でございます。保育者の資質の向上が重要であるということで、研修機会の確保とか、あ

るいは教材準備のための時間の確保、あるいは幼稚園教諭・保育士の相互理解を進めることが必要

ではないか。

 ４点目につきましては、地域の子育て支援の拠点といたしまして、地域のコーディネート、ソー

シャルワークの機能の強化が必要ではないか。

 ５点目は、国、都道府県は、実際にこども園を運営していく上で有効ないろいろな工夫、様々な

工夫につきまして、成功例、あるいはベストプラクティスを収集し、幅広く情報提供するなど必要

な支援を行うべきではないか。

 最後でございますが、幼稚園教諭と保育士の資格については、若い方々についてはほとんどが両

方の資格を保有しているという実態の御紹介がありましたが、質の確保を前提に、養成課程、ある

いは試験の受験要件の弾力化をさらに図っていくべきではないか。

 10 ページでございます。保育制度に係る検討との関係でございますが、ここにつきましては、現

在、社会保障審議会少子化対策特別部会におきまして、あるいは関係団体との調整が鋭意現在も行

われているところであると伺っております。保育の制度が変わると、当然、認定こども園について

も様々な論点が出てくるわけでございますけれども、こちらの保育制度の見直しの論点、今、鋭意

取りまとめに向けて努力をされているということでございますので、その結果を踏まえまして、認

定こども園制度についての影響のある論点についても、ここで整理をしておきたいと思います。た

だ、現時点では、中身がまだ決まっていないということで、項目のみ掲げてございます。

 11 ページでございます。（４）「就学前教育・保育をめぐる今後の課題」ということで、いわゆる

幼保一元化とか三元化とか、そのような議論ある論点についての考え方でございます。

１つ目の○でございます。小学校就学前の教育・保育の在り方については、子どもの最善の利益

を考え、子どもにとっての質の高い教育・保育や子育て支援を保障することが最も重要であり、地

域の実情に応じて必要な教育・保育・子育て支援が総合的に提供されるよう、教育・保育・子育て

支援の「機能」の総合的な提供の在り方について考えていくべきではないかということでございま

す。

補足的に、その下に「・」で説明がございますけれども、１つ目の「・」ですが、地域の実情に

応じて、必要な教育・保育・子育て支援の「機能」が総合的に提供されるのであれば、必ずしも一

つの「施設」類型に収斂させる必要はないのではないか。あるいは、地域において必要な「機能」

が適切に提供されるよう、地方公共団体がコーディネートの役割を果たす環境整備が必要である。

３つ目の「・」ですが、現在、新しい幼稚園教育要領、あるいは保育所保育指針に基づく取組がま

さに始まろうとしているところでございます。また、認定こども園における教育・保育の総合的な

提供、こういった取組を積み重ねて、その取組状況等を検証した上で、よく検討をしていくべきで

はないか。あるいは、４つ目ですが、まずは、新たな財政支援制度の構築を始めとする今回の見直

しが実効性あるものとなるよう注視していくべきではないか。最後に、保育制度改革に係る検討の

方向性が、この議論にも大きな影響を与えるのではないかということでございます。
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 ２つ目の○でございます。幼稚園・保育所を担当する行政部局の在り方でも御意見がございます

が、国と地方公共団体との関係や整合性に留意する必要があるほか、義務教育との接続など教育行

政としての一貫性の確保、あるいは、その他の行政分野（児童健全育成、母子保健、障害児福祉、

労働等）との連携を含めて、教育・保育・子育て支援の機能の提供の在り方と併せて考えていくこ

とも必要ではないか。

 最後の○が、制度に検討におきましては、内閣府が総合調整機能を一層発揮すべきではないかと

いうことでございます。

 12 ページでございます。「今後のスケジュール」でございます。二重行政の解消、あるいは財政

支援等にかかる改善事項については、確実に進めていくことが必要なのではないか。２つ目ですが、

今後、見直しの進捗状況等をフォローアップしていく必要があるのではないか。３つ目ですが、現

在行われている保育制度改革に係る検討の方向性を踏まえ、具体的な制度検討を進めるべきではな

いか。最後でございますが、このこども園の法律の附則におきましては、施行後５年を経過した場

合に、施行状況を勘案し、必要があるときは法律の規定について検討を行うという規定がございま

すけれども、保育制度改革に係る検討にあわせて、必要な見直しを実施すべきではないかというこ

とでございます。

 以下、担当の方から、別冊の参考資料で補足的な説明をさせていただきます。

○濵谷幼児教育課長 それでは、別冊の参考資料に基づきまして説明をさせていただきます。

 まず、７ページでございます。前回、教育・保育・養護の概念整理をすべきではないかというこ

とで宿題をいただいていました。その関係資料でございます。まず、教育の基本でございますけれ

ども、教育基本法におきまして、幼児期の教育が規定されておりますが、これは、家庭、幼稚園、

保育所等における教育、また地域社会において幅広く行われる教育がすべて含まれる広い概念でご

ざいます。

 続きまして、幼稚園教育でございますけれども、学校教育法の 22 条におきましては、幼稚園は、

幼児を「保育」し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する

ことを目的とするということで、「保育」という用語を用いております。他方また、その次の第 23

条におきましては、幼稚園の目標として、幼稚園における「教育」は、一定の目標を達成するよう

行われるものとされております。このように、学校教育法の中でも、「保育」「教育」両方の用語が

使用されておりますけれども、学校教育法改正の際の法令上の整理では、幼稚園が発揮する機能に

着目して、その方向性、大枠を示す場合に「教育」という用語を使用いたしまして、指導方法に着

目する場合には「保育」という用語を使用するという整理になっております。このように「教育」

「保育」という２つの用語が使用されておりますのは、幼稚園も学校でございまして、教育基本法

に掲げる目的に即して教育が実施されるものでありますけれども、その実践をするに当たりまして

は、幼児はまだ幼少でありますから、幼稚園での心身の発達に応じた教育の中には、一定の養護が

必要になること。それから、具体的な指導方法につきましては、教科を中心とした指導ではなくて、

幼稚園教育要領における各領域に示すねらいを達成するために、幼児の具体的な生活経験に基づい

た総合的な指導を行うということで、小学校以上とは異なる教育方法の独自性を有するということ
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で、「保育」という用語を使用しているという整理でございます。

 一方、保育所でございますけれども、児童福祉法におきまして、保育所は「保育に欠けるその乳

児または幼児を「保育」することを目的とする施設」とされておりまして、法律の用語は「保育」

が目的でございます。具体的な保育の中身でございますが、今般改定されました指針におきまして、

保育所は、保育所における環境を通して、「養護」及び「教育」を一体的に行われることを特性と

しておるとされております。この場合の「養護」は、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るた

めに保育士等が行う援助や関わりと定義されておりますし、「教育」とは、子どもが健やかに成長

し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助であると定義されております。

 一方で９ページでございますが、認定こども園につきましては、法律の目的規定につきまして、

幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する「教育」及び「保育」並びに保護者に

対する子育て支援の総合的な提供を推進するとされております。

10 ページでございます。細かい説明を省略させていただきますけれども、基本的には、認定こど

も園法の「教育」及び「保育」につきましては、各々、幼稚園における「教育」及び保育所におけ

る「保育」と同じ概念で使用されています。また、具体的なその運営基準におきましては、認定こ

ども園における、満３歳以上の子どもは、短時間利用時と長時間利用時の共通利用時間４時間程度、

つまり幼稚園の教育課程の時間について共通で学級編成し、各学級ごとに担任を担当させるという

ことになっておりますし、満３歳未満児、それから、長時間利用児については、保育士を置くこと

とされております。

 これが法制上の整理でございますが、若干わかりづらいということで、概念整理のイメージ図を

資料でお付けしております。15 ページでございます。資料６、「教育」と「養護」の関係でござい

ますけれども、まず、教育基本法上の「教育」は、学校教育、その中の幼稚園教育をすべて包含す

る広い概念でございます。一方で、保育所でございますけれども、これは児童福祉法の施設でござ

いまして、「教育」と「養護」を一体的に提供するということで、保育所においては、教育基本上

の「教育」以外に、「養護」の機能も目的となっております。そういう意味では保育所の中で「教

育」部分に相当するところは、教育基本法上の「教育」に包含されるというような整理になってお

ります。

 それから、16 ページの資料７でございます。幼稚園、保育所と認定こども園における具体的な教

育、保育課程等でございますが、幼稚園におきましては、基本的には、４時間相当部分の教育課程、

学級編成、学級担任が担当する部分と、教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動、いわ

ゆる預かり保育の部分の２種類がございます。いずれも教育でございます。一方で保育所におきま

しては、保育課程に基づきまして、養護と教育が一体的に提供され、保育士が担当することになっ

ております。

 認定こども園の運営基準におきましては、共通利用時間４時間部分につきましては、３歳以上児、

これは幼稚園部分、保育所部分共通いたしまして、学級編成、学級担任が担当、幼稚園教諭が原則

になっておりますし、長時間部分につきましては、これは、幼稚園児、保育所の児童共通で保育士

が担当する原則になっているという整理でございます。
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 以上が、「教育」「養護」の概念整理の関係でございます。

 続きまして、19 ページの資料９でございます。二重行政に関する指摘事項とその措置・検討状況

でございます。いわゆる工程表でございますけれども、主立ったもののみ御紹介をさせていただき

ます。１．の（１）の幼保の枠組みを超えた財政支援でございます。①にございますが、１次補正・

２次補正におきまして、総合的な財政支援の枠組みが予算化されております。

その具体的な執行につきましては、23 ページの資料 10 にございます。先ほども御紹介がござい

ましたけれども、この新しい財政措置、それから、従来の財政措置も併せまして「こども交付金」

として制度化しまして、できる限り二重行政の排除、執行の一本化を促進するということでござい

ます。具体的に申しますと、まず、新たな財政措置につきましては、安心こども基金（仮称）の創

設によりまして、必要な施設整備費の支援と、保育所機能、幼稚園機能の事業費の支援があるわけ

でございますが、こういった新たな財政措置については、補助制度、具体的には補助要綱、申請・

交付・報告手続き，スケジュールを完全に一本化して執行するということでございます。また、従

来の財政措置についても、可能な限り申請・執行手続きの一本化を促進するということでございま

す。新・旧という形で流れ図を示したのがその下にございますけれども、従来は、施設整備につい

ては、幼稚園の施設整備費、それから、保育所については保育所の施設整備費、それから、運営費

については私学助成、保育所の運営費負担金ということで、それぞれ流れも２本ございますし、一

方、都道府県、片や市町村が窓口でございますけれども、右側の図が新しいスキーム図でございま

すが、まず、施設整備につきましては、幼保を超えた新たな補助金で完全に一本化ということで、

市町村の認定こども園の窓口を中心といたしまして、国・都道府県を通じて完全に一本化していき

たいということでございますし、運営費につきましても、私学助成と保育所の運営費負担金、引き

続き残るわけでございますけれども、これは、都道府県、市町村にお願いする部分がございますが、

例えば、認定こども園に係る私学助成については、都道府県から市町村に事務委任をしていただく

ことによりまして、市町村の認定こども園の窓口で、運営関係の経費も含めて一本で執行できない

かと、そういったことを促進してまいりたいということでございます。

19 ページに戻っていただきまして、その他でございますけれども、19 ページの１．の（１）の

③でございますけれども、負担金と補助金につきましては、現在は全く流用できないわけでござい

ますけれども、年度内の資金対策に限りますけれども、年度内の貸し借りについては弾力化をして

まいりたいということで、これは 21 年度から実施してまいりたいということでございます。

それから、関連しますけれども、20 ページでございます。２．の（１）「会計処理の簡素化」で

ございます。具体的な会計処理につきまして、学校法人が保育所を運営する。あるいは社会福祉法

人が幼稚園を運営する場合におきまして、それぞれ学校法人会計、社会福祉法人関係のどちらかで

対応をするか検討してまいりたいということでございます。その際、保育所会計と幼稚園会計にお

ける、例えば食材費等の費用の按分、ダイコン１本まで完全に按分しなければいけないかというこ

とにつきましては、一括按分することも可能であることを明確化してまいりたいということでござ

います。ただ、スケジュールにつきましては、社会福祉法人会計の全般の見直しが 22 年度に予定

されていることを踏まえまして、21 年度中に結論を得たいということでございます。
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それから、22 ページでございます。５．の（２）でございますけれども、認定こども園を構成す

る認可外の保育施設の在籍児童に対する災害給付の適用関係でございますけれども、これについて

は、適用する方向で検討をいたしまして、20 年度中に結論を得、これは他の制度改正と併せて改正

を実施してまいりたい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。

 これで、事前にいただいておりました２つの資料についての説明は終わらせていただきます。こ

れから１時間強ございますけれども、冒頭申し上げましたように、皆さん方から自由な御意見をと

思っております。最終の報告書に向けての肉付けをさらにしていくことが非常に重要でございます

ので、委員同士のやりとりとか提案を中心にお願いをできたらと思っております。あとは、自由に

発言をお願いしたいと思いますが，必要な方は挙手をしていただきましたら。

○若盛委員 埼玉こどものもりの若盛と申します。

 論点についての中の２ページ、ちょっと確認というか、イメージも含めて教えていただきたいん

ですが。２ページ、制度の意義の中のイですね。「適切な規模の子ども集団を保ち」と書いてある

んですが、今までは論議が出てきてなかったと思うんですが、この「適切な規模の子ども集団」と

いうものの根拠というんでしょうか。どのくらいを「適切」というふうな解釈にしていったらいい

ものなのかというのを１つ確認をさせていただければと思っております。まず１つ、そこだけでご

ざいます。

○山縣座長 これは、事務局の方で、今の段階で答えることは可能ですか。設立時の考え方という

ことだと思うんですけど。

○濵谷幼児教育課長 基本的には、幼稚園なり、保育所において、定員規模が決まっておりますの

で、それが基本でありますけれども、ただ、認定こども園につきましては、例えば、幼稚園と保育

所を合わせて幼稚園と同じ定員規模になるのであれば、例えば、幼稚園部分は 10 人であっても認

可をするとか、そういうような弾力的な運用はありますけれども、根っこは、幼稚園、保育所の集

団規模がベースになるのではないかと考えております。

○山縣座長 ほか、いかがでしょうか。

○池本委員 前回、申し訳ありませんが、前回欠席させていただいてしまいまして、前回本当は提

出しようと思っていました諸外国における保育政策の資料を今日提出しておりますので、簡単にそ

の御紹介と、それに基づく私の意見を御紹介したいと思います。

 日本では、これは認定こども園に限ったことではなくて、保育政策全般のことになってしまうと

思うんですけれども、少子化対策という、何か問題が起こったからそれに対応するというような観

点で、待機児童対策とかそういったところから、どちらかというと狭い範囲で注目されているよう

に感じるのですけれども、今回、諸外国での議論を見てみますと、ここに６点ほど挙げてございま

すが、日本では余り見られない論点があるということで御紹介しております。

 １つは、女性の就業増加を積極的に進めていこうということで、これは以前もこの会合で少し発

言させていただいたのですけれども、これから女性が働くことをもっと全面的に普通のこととして
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とらえるような形での対応の在り方を議論していく必要があって、特にジェンダー・エンパワーメ

ント指数（ＧＥＭ）という女性の社会進出の度合いを示すものを見ましても、日本は国際的に見て

非常に低いという現状も、この認定こども園制度の中でもっと意識する必要があるかなということ

を思っています。

 それから、もう一つは、どちらかというと保育の観点から日本は、今回の報告書の中でも、保育

制度改革の議論を踏まえて決まるというようなことがたくさん出てくるわけなんですけれども、一

方で、生涯学習社会における幼児教育の重要性が諸外国では活発に議論されていまして。教育とい

う観点からの議論というか重要性も報告書の中でもっと強く出てきてもいいのかなということを

思っております。細かいことは、長くなりますので省きます。

 次のページの③では、子どもの権利も諸外国では、保育の中で取り入れようというだけではなく

て、もっと国レベルで子どもの権利擁護のための独立機関を設置して、それぞれの保育政策などが

子どもの権利の観点から見て問題がないのかということをチェックする機能があるわけでして。今

回の認定こども園の制度の中で，保育の質は下げないと言っておりますけれども、それが本当に子

どもの権利の観点から見て、今後きちんと担保されているかというようなところも、個人的にはも

っと重視する必要があるかなということです。

 あとは④で、これは家族を支援しなければいけないというところがやはり諸外国でも議論になっ

てきていまして。それが、日本では最近少し問題になりつつあるという感じですけれども、諸外国

ですと、本当に一人親家庭が急増しているとか、移民の問題とか、日本以上にかなり深刻化してい

るところがあって、親を支援するというだけではなく、コミュニティの再生とか、社会関係資本の

ソーシャルキャピタルの蓄積というような観点からやっていこうという動きがありまして、それを

認定こども園の中で取り組むことはできないかなということを感じています。

 ⑤は幼稚園と保育所の関係で、就学前教育アプローチと、社会教育アプローチということで、保

育の方から行くのか、教育の方から行くのかというようなことで、諸外国でもいろいろ議論の対立

などもあるわけですが、その中で、最近では、Education と Care を一緒にする Educare という考

え方が出てきて、そのどちらを優先させるべきかというよりは、どちらも大事であるという観点で、

それを統一することがこの認定こども園の中でも、そういう２つの流れをどう整理するかという考

え方が必要かなと思っております。

 今回、予算の配分というか、どこに投資するかどうかというところなんですけれども、諸外国で

は、ここにお金を投資しないことが後で非常により多くの予算を必要としてしまうというようなこ

とで、ほかの部分を削ってでもここに投資しようという動きが活発でありますし、また、総合施設

に投資することは、予算の節約の面でも効果があるというようなこともありまして。

 例えばニュージーランドは私が最初に調べた国なんですけれども、非常に財政難の時期に、あえ

て高等教育の予算を削って保育へは投資をして、教育の充実を限られた予算の中でどういうふうに

しようかということをやったことを考えますと、今お金がないから保育に投資できないという考え

方はなくすべきではないかと思いますし、また、特にニュージーランドでは行政事務を合理化する、

事務コストをかけずに子どもにお金をかけるという考え方もかなり強かったことから、お金の使い
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方について議論が必要かと思います。

 あとは、認定こども園で私が考えているということで８点ほど挙げてございまして。ちょっと時

間もあれですので、幾つかの主なところということなんですけれども。１つは、①にあります投資

効果ということで。今この部分に投資しないことが、いかに何十年後かに多くのコストを発生させ

てしまうかということを意識して、財政難であっても、きちんと投資をし、その際には事務コスト

などの無駄を省くことで積極的にやっていくべきではないかということです。

 あと④と⑤ですけれども、前回に少し議論があったようなんですけれども、親をこの中にどう組

み込んでいくかということをもっと本格的に取り組むべきではないかなという感じです。「支援」

という言葉ですと、何となく親が一方的にサービスを受けるというようなイメージが伴うわけです

けれども、もう少し積極的な意味で、親と園が共に地域で育てるというような感覚とか、「私たち

の園だ」という、何かサービスをお金を払って得るということではなくて、私たちができることを

やって園を育てていくような、そういった考え方が今後必要ではないかということは、諸外国の中

からは感じていまして。そういう観点から、父親の参加とか、ワーク・ライフ・バランスという議

論に働きかけができるのではないかと思っています。

 あとは⑧ですけれども、総合施設のメリットをもっとアピールできないかということで、企業で

は、いろいろな人がいることが組織の生産性を高めるというダイバーシティの考え方などが注目さ

れているわけですが、認定こども園は、せっかくいろいろな職員も混ざりますし、子どもたちも混

ざるということで、その多様性が価値があることをアピールできないかということで、これは認定

こども園の中山園長からビオトープという言葉をいただいて、これがまさにそういうイメージが認

定こども園の一つの大きな魅力ではないかと思いまして、そういう多様性をどう生かしていくかと

いう視点を入れていく。それがこれまでの日本の保育の中では、どちらかというと異年齢も余り好

まれないというか、画一的で効率化というところがあったようにも感じるのですけれども、逆の意

味での組織の生産性というようなことを考えられないかということです。

 最後は、余り議論になってなかったと思うんですけれども、機能が変われば園舎の建築というか

空間も変わってくるということで、その辺りの議論が、海外の保育施設を見ている中では、日本は

非常に配慮が不足しているという印象を持っていますので、最後に加えてあります。

 すみません。長時間を取りましたが、以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。丁寧な資料を作っていただきまして、感謝をしております。

 ここで、大臣がお見えになりましたので、少し御挨拶をいただきたいと思います。

○小渕大臣 皆様、おはようございます。本日も、大変お忙しい中お集まりいただきまして、あり

がとうございます。

 この会議も今日で４回目となりました。第３回までの様々な議論を通じまして、大体皆様方から

一通りの御意見は出てきているのかなと伺っているところであります。私のところにも、この検討

会の議論に対する大変大きな期待が寄せられています。現実的に、４月から働くに当たって、どこ

に預けたらいいだろうかという声もありました。そうした利用者の皆さんの声をしっかり踏まえて、

どうかお集まりの皆様方にはスピード感を持って、実効性のある改革案を是非ともまとめていただ
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けますようによろしくお願い申し上げたいと思います。

 時間の許す限り、私も皆さんの声を聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

○山縣座長 ありがとうございました。スピード感を持ってというお話でしたけれども、大臣の２

人目のお子さんが是非認定こども園を利用できるような社会を目指して、この検討会を、残る時間

はわずかですけれども、進めていきたいと思います。

 それでは、元の方に戻したいと思います。今、池本委員から、提出されたレポートに基づく御意

見をいただきました。

○渡邉委員 池本委員の意見も聞いてのことですが、認定こども園の一番最初の理念のところから

考えていったときに、参考資料の 15 ページに、「教育」と「保育」と「養護」のイメージ図があり

ます。子どもの最善の利益と言ったときに、子どもがしっかり愛されて、自分らしさが本当に認め

られることが前提です。法律上のまとめについては確かに説明を受けたのですが、「養護」という

ことが、英語の「Care」と同じなのかどうかもよくわからないですが、少なくとも僕らは、何か世

話をしてあげるとか、面倒を見てあげることが保育という話ではないと思っています。お母さんで

あろうと、保育士であろうと、幼稚園の先生だろうと、子どものことをきちんと面倒を見ていく中

で、逆に子どもから学んだり、世話をする側が変わっていくというか、世話をする側でも自分のこ

とを振り返ったり、生き方を見直したりとかということをしていく。子育てとか保育の一番根幹の

ところに、そこに「養護」という言葉がいいのか、「Care」と言っていいのかどうかわからないで

すけど、「Care」される側だけが育つのではなくて、「Care」する側もそこで自らの生き方や社会

を見直していったりする。そのようなことがベースにあれば、教育の場であろうと、保育園、幼稚

園、それから、認定こども園とか、子育て支援というところの中に、きちんと「養護」ということ

がまず押さえられる。そういう何かしっかりしたものがあって、その上で子どもたちが育っていく

ためにどうするかということを議論することが大事になるのかなという感じがしているんです。

そうしないと、例えば幼稚園は４時間だけが教育で、その他のところは養護的な要素が強いとい

うことになります。ところが保育園の保育課程では、例えば、休日保育もやります、夜間保育もや

りますということで、そこに全部の保育が入ってきます。幼稚園教育要領の考え方が基本的にどう

いう考え方かということは、これは無藤先生に説明していただいた方がいいんですけど、教育課程

では４時間の中できちんと教育しますよということになっています。だから預かり保育の部分は教

育課程外の位置づけです。子どもたちが育つところがどういうところだろうが、それが家庭で育と

うが、いろいろな施設の中で育とうが、親を含めて子どもが育つために大事なことはどうなのかと

いう、その辺のところにきちっとした押さえがないと、すべての子どもの最善の利益とかというと

ころがあいまいになっていくかなという感じがあって、そこはもっと大事にしたいところだなと思

っています。

そうしないと、確かに池本委員が言われた多様性については、うちも幼稚園と保育園の子たちが一

緒になっていろいろなことが見えてきて、一緒になった良さはすごくあるし、保護者もそこのとこ

ろで一緒になって、考えなければいけないところがいろいろと見えてはくるのですけど、その一方
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で、例えばといったときに、卒業式とか卒園式とかやったときに、何人かの子たちは式の後に残る

のです。ほかの子たちは、多分お父さんもお母さんも来て、一緒に帰っていくときに、その子の気

持ちってどうなるかなと考えなければいけないことが起こる。その子のお父さんとお母さんもちょ

っと戸惑っていられたりすると、多様性を大人の側がいくらみんなで大事にしていこうと言っても、

子どもの方は、多様性という中で、へたをしたら休日保育があるとか、夜間保育があって、そこで

寂しさを感じている子がいるという話になる。多少同質性みたいなところがあってそこでお母さん

たちもちょっと安心するとか、保育所も特色をもって、そこに行ったら一生懸命その子たちのこと

を考えられるとか、障害のある子たちが療育センターみたいなところへ行ったときに、お母さん同

士がほっとするとか、情報交換ができるということを考えると、何でもぶち込んで全部一緒にすれ

ばいいという話ではなくて、そこに丁寧に一人一人の子どもたちの置かれている状況とかを考えな

がら、子どもたちに対してどういう保育を行うか、どういう教育を行うかということを考えていく

必要があります。そういうこと一つ一つを丁寧に、今までは一緒ではなくて、ある意味では別々に

やっていてそこに同質性みたいなところがあったのだけど、そこでもう一度、本当に日本の子ども

たちがどういうふうに育てばいいのかという議論をしていくことをしないといけないと思うので

す。ただ一緒になればいいとか、養護は教育の付け足しというような言い方を、この図で言ってい

るかどうかとわからないんですけど、この図はそういう意味で捉えられてはならないと思うのです。

その一方で、「教育」と「養護」の関係等をきちんと考えないと、本当にその子どもが育っていく

ために必要なことは何かという議論がおろそかになるのではという危惧を持っています。

○秋田委員 今日、事務局の論点（案）ですけれども、大変よくまとめていただいて、「養護」を

どう考えるか、私も渡邉先生と御意見は一緒ですし、それをあえて形で今日御説明いただいたのが

わかりやすくまとめていただけたと思っています。具体的に案をブラッシュアップするために、私

としては、４点この文書についての意見です。

 まず、１ページ目です。括弧内の１つ目の○ですが、「子育てをする人が子育てに喜びを実感で

きるような社会」と書かれているのですが、これだと、いろいろな支援を受けて、個別の親が「あ

あ、私は子育てうれしいわ」という感じだと思うんですが、私は、子育てをする人たちが子育てに

共に喜びを実感できるような社会を形成していくことが、「私は大変だから、みんな支援してね」

ではないメッセージを、より強く理念として出していただくような文章にできないのかというのが

１点目です。

 それから、親の問題で、３ページ目でございます。「子育て支援機能」の２行目でございます。

父親の育児参加、これは大賛成なんですが、「父親の育児参加など親自身を育てていく場」と書か

れているんですが、この言葉は、主語がだれなのかを考えると、大変日本語として私は納得がいか

ないので、「親が育ち合う場」なのか、その辺りですね。この表現が親自身が自分で育つなら、「親

自身を育てていく」という表現はややおかしいのではないかと思うので、親が育ち合う場を提供す

ることが有効だというニュアンスではないのか。その辺りをもう少し明確にこの案を出すときに書

けないのかという、親の部分がこの２点でございます。

 それから、３点目でございますけれども、教育・保育の質という用語の使用ですが、４ページ目
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の「認定こども園制度の改革の方向」の３つ目の○の２つ目に、「教育・保育の質の維持・向上」

という文言が使用されてございます。そして、９ページ目にも「質」という言葉が使われているの

ですが、ここでは「教育・保育の質の確保・向上のためには」と書かれてございます。私は、質と

いうのは一度確保すればよいものではなく、常に、維持・向上という機能を図っていくことが重要

で、公的文書としては統一した言葉で、人材は確保するということがＯＥＣＤの今度の会議等でも、

ワーク・プレースの問題として重要な議論で出てきていると思うんですが、「質は維持・向上」と

いうふうに文言を統一していただいた方がよろしいのではないかと理念的に考えるというのが３

点目です。

 多くてすみません。最後の１点でございますが、11 ページ目でございます。最初の○の「・」の

４つ目でございます。私はこの新たな財政支援制度を構築されることが、きわめてこれから重要な

ことだと思って、そこを高く評価して、この文章を読ませていただいておりますが、「実効性ある

ものとなるよう注視していくべきではないか」という、注視だけされていても困るなと。行政文書

は、就学前教育の弱いところは、注視ではなくて、それを検討したり、検証したり、本当にしてい

ただくことこそが重要なことなので、もう少し前向きの具体的な文言で、注視だけではない用語で

お書きいただけないかという点でございます。

 以上です。

○山縣座長 具体的な提案をありがとうございました。

○中澤委員 高知県の教育長の中澤でございます。

論点整理の７ページの２行目ですけれども、「幼保連携型に集約していく方向で進めていくべき

ではないか」という文言がありますが、一体これはどれぐらいのスパンで考えればいいのかなと。

時間軸です。今、認定こども園の在り方を検討し、普及していこうという中で、今の段階で幼保連

携型に集約していくのは果たして現実的かなという思いがいたしております。現実は、なかなかそ

うはいかないのではないかと。そうしたときに、理念としてはわかるのですけれども、方向で進め

ていく、一体５年なのか、10 年なのか、20 年ぐらいのスパンで考えていくのか。今の段階として、

少し認定こども園を普及させていかなければならないときに、ここまで踏み込むのは少し行き過ぎ

ではないかなという思いがしております。

以上です。

○ 山縣座長 異論か出ておるようですので、ほかの委員の御意見も。一方で、11 ページには、委

員の御意見として、一つの類型に必ずしも収斂させる必要はないのではないかという意見も１

行載っています。そこら辺につきまして、まず、委員の方の御意見を幾つか。

○吉田（裕）委員代理 兵庫県でございます。

今の高知県の御意見と一緒なんですけれどもね。幼保連携型など４類型がありますけれども、こ

れは地域によってものすごい差があるんですね。例えば、郡部によっては幼稚園の方が保護者のニ

ーズは強いですし、都市部では待機児童がたくさんいますから、やっぱり保育所が必要。しかし、

郡部では、保育所も実は我々の方では定員割れが生じまして、どうしようかという店じまいの段階

なんですね。そういうこともある。そういうことからいたしますと、幼保連携型は一つの理想形か
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もしれないですけれども、新たに幼稚園の認可も取らなくてはいけない、保育所の認可も取らなけ

ればいけない。そういうふうな理想形ではあるのですけれども、非常に道が遠いのではないか。そ

ういうことからいたしますと、現場レベルにおりますと、いろいろなタイプを認める方が現実的で

はないかなと。ですから、将来、幼保連携型を目指すといたしましても、当面はいろいろなタイプ

も認める。教育・保育・子育て支援機能を持っておれば認定こども園として認めていくと、そんな

ような姿勢が要るのではないかということを実感として思います。我々は安心こども基金を作りま

して、これから２年間で緊急整備しないといけない。ですから、いろいろなタイプを認めないと、

とてもではないけれども、こういう整備が進むと思いませんね。

それと、関連いたしますが、財政支援もおっしゃいましたので、ここもちょっと触れさせていた

だきますと、確かに運営費補助につきましては、幼稚園の保育所機能、保育所の幼稚園機能につき

ましては、運営補助の対象になりましたが、どこかのペーパーで見るんですけれども、その整備補

助を、ハード整備の部分につきましては、今回のペーパーでは、参考資料の 25 ページなどを見ま

すと、「幼保連携型、幼稚園型、保育所型への移行を促進するために必要な施設整備を支援」する

とあるんですが、我々が実務的に聞いておりますのは、幼保連携型を目指す施設を整備補助の対象

にするというようにちょっと伺っておりますので、ここら辺はむしろ幼稚園型の保育所機能を整備

する場合にも対象になるのか、あるいは、保育所型の幼稚園機能を整備する場合にも対象になるの

か、ここら辺はむしろ教えていただきたいなと思います。

それから、地方財政措置が講じられましたというお話がございましたけれども、これは地方交付

税の話だと思うんですが、地方交付税になりますと、基準財政需要額に入っていますよということ

で、財政措置を講じていますよということでよく言われるのですけれども、特交ぐらいで財政支援

をしていただかないと、地方裁量型は進まないと実感として思います。

それから、基金は 22 年度までですので、23 年度以降の財政支援につきましても、明確に記述し

ていただければありがたいと思います。

以上です。

○山縣座長 質問の部分は、少し後に、事務局から答えていただくとして、最初の提案された部分

ですね。一元的なところに収斂するかどうかというところに御意見がありましたら。そこが少し意

見が分かれておりますので、意見交換をしたいと思います。

○無藤座長代理 委員として、今の集約という部分について御意見を申し上げたいと思うんです。

認定こども園の本来の趣旨から言えば、私はやはり幼保連携型が中心的というか、代表的というか、

あるべき姿であろうと思います。ですから、そういう意味では幼保連携型に作りたいとか移行した

いという場合の様々な財政措置に十分配慮する。また、幼保連携型に既になっている場合の運営に

ついても十分配慮することは大事だと思います。

 しかし、同時に、何人かの委員の方がおっしゃっているように、認定こども園の今の制度的枠組

みにおいては、幼稚園機能と保育園機能を合わせるというところでやっていこうというところをミ

ニマムなラインにしているわけで、その限りにおいて、他の類型も、何年というのは分かりません

が、少なくとも当分の間は十分に役立ち得るものだと思うんですね。そういう意味では、それぞれ
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の類型についても、やはりそれなりの財政的な対応を講じるべきだと思います。そういう意味で、

何か足して２で割っていますけれども、幼保連携型に多少傾斜をかけながらも４類型を維持すると

いう姿勢が大事ではないかと思います。

○吉田（敬）委員 今、無藤委員のお話もありましたけれども、現状では、例えば幼稚園型が幼保

連携型に移行したいという思いを持っていても、障壁がいっぱいあって、それをクリアすることは

なかなか難しい、そういう状況にあります。したがって、私は、幼稚園型も保育所型も含めて、そ

の３つが並走する中で制度がだんだん充実していくというのかな、そういうふうに慣れてきたとこ

ろで、本当にその障壁についてそれぞれの省庁で改めて考えられるような、そんな時間がどうして

も必要だろうなと思っています。したがって、それまでは、例えば、幼稚園型にしろ、保育所型に

しろ、それぞれ公的な資金を投入を考えていただければと思っています。

○山縣座長 ありがとうございます。

 では、今の点はこれくらいにさせておいていただいてよろしいですか。

無藤委員からも、丁寧な中間的なことを提案いただきましたけれども、私も一言だけ個人的な立

場で言わせていただくと、基本的には、無藤委員と同じような考え方をしているということです。

その１つの理由は、幼保連携型以外は、基本的には、利用者サイドから見ると、認可外の部分が入

り込んでいるということの不安定さではないかと思います。これも含めて、しかし、そうせざるを

得ない地域があるのも事実ですので、そこを含めて、余り短期的でない形の文言、両論を少し入れ

たような文章を次回は検討をして、そこで御意見をというふうに事務局の方でお願いをしたいと思

います。

先ほど質問がありました部分、財政措置に関してのお答えを事務局からお願いします。

○濵谷幼児教育課長 まず、施設整備の条件でございますけれども、一遍に幼保連携型になる、幼

保連携型になるための施設整備ではなくて、幼稚園が幼稚園型、保育所が保育所型にまずなるため

の施設整備の支援でございます。但し、いずれ幼保連携型になることを前提とするということで、

そのいずれ幼保連携型になることを前提とするというときの具体的な条件について、現在検討中と

いうことでございます。

 それから、２点目の地方裁量型に対する地方交付税ですが、御指摘のとおり、特別地方交付税で

の措置を想定しております。

○山縣座長 ありがとうございました。

 よろしいでしょうか。

○吉田（裕）委員代理 幼稚園型に移行する場合のハード助成ということですか。連携型は承知し

ておりますが。

○濵谷幼児教育課長 期間の概念が少しありまして、まず、幼稚園が幼稚園型になるために、例え

ば、調理室を整備するというときに、それはとりあえずは幼稚園型のところは無認可の保育施設で

すけれども、その部分であっても、まずはハードの助成は、それになるためのということで施設整

備を助成するわけですが、その後、幼保連携型になることを前提にするということで、そういう意

味では条件が２つかぶっていると。いずれ幼保連携型になることを前提とするというときに、どの
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程度の条件で、幼保連携型になることを前提としたという条件を満たすかということについて具体

的に検討中ということで、恐縮ですけれども、今、具体的な条件を詰めているものですから、もう

少しお時間をいただきたいと思います。

○吉田（裕）委員代理 ありがとうございます。

○安藤委員 まとめ案の文言についてですが、先ほど、秋田委員の御指摘があったところは、私も

本当にそのとおりだなと思います。さて第３回目の検討会にて、「父親の育児」をもう少し盛り込

んでほしいと申し上げましたが、このまとめ案３ページ「子育て支援機能の強化」の中で、父親の

育児について言及されているのは非常に喜ばしいと思います。ですが、もう一つ加えて注文をつけ

させていただくと、この２行目の「父親の育児参加」の「参加」という、当事者意識の欠落したこ

の表現はやめてほしいと思っています。父親、男性だけによく使われる「育児参加」とか、「家庭

サービス」という言葉を行政やマスコミはいまだ普通に使っていますが、我々のＮＰＯ法人はある

意味この種の言葉を撲滅するための活動をやっているわけです。ですから私が委員を務める検討会

が出す重要な文書で、そうした言葉を平易に使われることは避けたいと思います。

ではどう言い換えればいいか？例えばこういうふうになりますね。「父親が育児を主体的にする

ようになることや、親が育ち合う場として有用である」あるいは、「父親の育児に主体的にかかわ

れるようになるなど」というような表現がいいと思います。これは、先ほど池本委員がおっしゃっ

た「私たちの園」という意識の啓発につながっていくのではないかと思います。

あと、８ページにも「父親の育児参加」という言葉が出てきます。ここも改めていただいて、で

きれば表記の順番も、一番最初の行で、父親の育児について表記していただきたいと考えます。

ここからは意見ですが、父親の育児を認定こども園の特色として出していくのであれば、こうい

った文章表現だけではなくて、目に見えるアウトプットをきちんと作りませんか。つまり、その特

色をきちんと出して、ユーザーに分かりやすいメッセージとして発信するのです。それはソフト・

ハード面の両方。ソフトで言えば、例えば、男性の園長とか、保育士を配置することで、父親たち

は関わりやすくなるのではないか。男性は例え子育ての悩みがあったとしても自分で抱え込んでし

まい、園や行政にヘルプ出さないとよく言われていますので、同性を意識した人員配置をもって、

お父さんたちがコミュニケーションを取りやすい環境を作ってほしいと思います。またハード面で

は、先ほど池本委員からも建築についての言及がありましたが、今の保育所や子育て支援広場（つ

どいの広場）は、母親仕様になってしまっていて、父親が非常に行きづらく、行っても居場所がな

いという声がたくさん挙がっています。そういう意味で施設の建築仕様やデザインの改変が必要で

す。男性目線を取り入れてハードを作ることで父親たちが利用しやすい、居心地のいい場所になっ

ていく。だから父親の育児がもっと楽しくなる。そういった明快なアウトプットが必要です。これ

までの保育所や幼稚園とは違うニューモデルを、ぜひこの認定こども園で示していくべきと考えて

います。

以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。

○猪熊委員 申し訳ありません。
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 これを読ませていただいて、11 ページの最初の○の２つ目の「・」で、さっきの話の７ページの

幼保連携型に集約していくのかという話にもちょっとダブるんですけれども、認定こども園自体の

理念は非常にいいと思っていまして。教育も保育も、親の就労とか所得にかかわらずどの子にもそ

ういうものを提供して、地域の子育て支援もするというようなことが非常に重要だと思っています。

その意味では、そういう機能がきちんとできているかどうかということが多分問題だと思うので。

新しく今から施設を全部作りましょうということではなくて、既に既存の施設などもある場合には、

その地域の既にあるハード・ソフトを活用しながら、そういう機能がきちんと行き渡るようにする

ことが大事だと思うんですけれども、この２つ目の「・」のところで、「地域において必要な「機

能」が適切に提供されるよう、地方公共団体がコーディネートの役割を果たすとともに、必要な環

境の整備に努めていくべきではないか」といった場合の「地方公共団体」は、いわゆる市町村を市

町村を念頭に置いているのか、都道府県を念頭に置いているのかというようなことをちょっとお尋

ねしたいと思ったのと。

 あと、その機能をどういう類型であれきちんと提供することが大事といった場合には、こういう

コーディネート機能がとても重要になると思うので、ここをもう少し強調して書いてもいいのでは

ないか。例えば、これは地方分権の話にも通じますけれども、地方が規制を強化するという意味で

はなくて、本当に必要な機能を提供できるためには、ある程度こういうコーディネートをする役割

をするところに予算を付けるぐらいのことをしてもいいのかなと思うので、ここを「・」程度では

なくて、もう少し強調してもいいのかなという感想を持ちました。

○山縣座長 ありがとうございます。１点、質問が入っておりましたけれども、今、コーディネー

トという話題を提供いただきましたので、そこに関しての御意見等はございますか。今のは非常に

重要なので、もっとレベルを上げるべきだという御意見だったと思います。

 私の意見というよりも、ここの中でも幾つか出ております厚労省の保育に関する検討会の方でも、

保育所における子育て支援コーディネート機能、あるいは保育分野におけるコーディネート機能の

重要性をもう一回再認識して強化したらどうかという意見が出ておりました。むしろ、この検討会

の方がひょっとしたら馴染むかもしれないというぐらいの重要なポイントではないかと個人的に

は思います。そちらの方も議論をしておりますということを報告をさせていただきます。

 今の点につきまして、何か御意見はございますか。

○駒村委員 今の件は、座長の御意見どおりだと思います。コーディネート機能は、保育部会の方

でもこういう議論をしておりますので、もう少し前に出てきてもいいと思います。

 また、先ほどの話に戻りますけれども、先ほども安藤委員、秋田委員、特に池本委員からも御指

摘があった親とのかかわりについては、今、理念のところは、先ほども十分書いていただいたので、

８ページのところで、もう少し具体的な項目として書き込んでいただきたいと存じます。池本委員

の資料の３ページ目に、「親と共に育つ」あるいは「共同責任」という言葉がありました。池本委

員の資料の中でも、例えばスウェーデンの親運営型保育組合があるわけですけれども、これなども

この間その研究者が来てお話を伺ったのですが、親の様々なかかわりを保育の重要な資源として理

解しているかどうかによって、保育所のスタッフの負荷も、あるいは親の満足度も随分変わってく
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るというお話もありましたので、親側もお客さんとして認定こども園を使うのではなくて、ここに

共同運営者というか、そのくらいの位置づけでかかわれるように仕組みも具体的に検討すべきでは

ないのかなと思います。８ページ目を、池本さんの言葉そのとおりかどうかは書きぶりは難しいか

もしれませんが、少し変えていただきたいと。

 それからもうあと２点あって、これは文章をどう読むかの非常に技術的というか、素朴な疑問で

すけれども、７ページの上から○の３つ目の「待機児童が顕在化していない市町村においても、潜

在的な待機児童が明らかに見込まれる場合」と、この「明らかに」がやや強いのではないのか。実

質的な参入障壁になるのではないのかなというふうに読んでしまったのですけれども、これは入れ

なければいけない一言でしょうか。普及をするに当たって「明らかに」という言葉で入れると、明

らかではないのだから認めませんという話になってしまうのではないかという感じがしました。

 それから、５ページ目の３つ目の○も、これもこういう資料を読むときにどういうふうに読めば

いいかというところは悩むところですけれども、３つ目の○の３行目からです。「都道府県が市町

村に事務を委任することなどによって市町村を通じた一元的な執行を進めていくなど、窓口・申

請・執行手続きの一本化」と、「窓口・申請・執行手続きの一本化」は、先ほどの補足資料でもな

るほどと思ったのですけれども、これはなぜ「一元的」という多義的な言葉を入れている意味がち

ょっとよくわからないのですけれども、これは取ってしまってもおかしなことになってしまうのか。

「一元的な執行」は何を意味しているのか、ちょっと行政のこういうレポートの読み方がわからな

かったので、そこは教えてもらいたいなと思います。

○山縣座長 先ほどの猪熊委員の質問も含めて３点、事務局から。特に文章の読み方は、それぞれ、

懐疑的に読むか、好意的に読むかで、すごい立場が変わりますけれども、ただ、誤解を持つのは非

常にまずいと思いますので。どういう委員の意見をもとに今はこういう考え方で文章を書いていま

すよという辺りを少し説明いただけたら。それに従って文章を修正すればいいのではないかと思い

ますので、よろしくお願いします。

○濵谷幼児教育課長 それでは３点。まず、地方公共団体のコーディネート機能と言ったときに、

基本的に想定しておりますのは、住民に身近な市町村というところが第一義的に想定しております。

ただ、広域調整の観点とかそういう観点から都道府県も一定の役割があるのではないかと。基本的

には、一義的には市町村を想定しているということでございます。

 それから、待機児童が明らかに見込まれる云々という７ページの表現でございますけれども、こ

の辺は表現ぶりの問題でございますので、御意見を踏まえた上で調整させていただくということか

なと思います。

 それから、５ページ目の一元的な執行云々ということでございますけれども、基本的には、市町

村で窓口・申請・執行手続きが一本化されるということと、市町村・都道府県・国を通じて一本化

されると、そういった２つの意味合いで一元的な執行と言っておりますけれども、表現ぶりとして

多少わかりづらいところがありますので、その点は表現の修正は考えたいということでございます。

○山縣座長 よろしいですか。

○駒村委員 「一元」というのは、辞書を引いてもよくわからない言葉なんですよね。非常に多様
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な言葉なので、ちょっとひっかかったもので、御質問をさせていただきました。

○若盛委員 ９ページの「質の向上への対応」の３つ目の１つ。それから、11 ページの（４）の○

の３つ目と関連していると私は思って理解しているんですが、９ページの○の３つ目で、保育所の

資質向上ということは、私は現場で保育に携わっている一人としては、非常に大きな課題というか、

エンドレスの願いではあるんですが、この資質の向上のための施設内外での研修機会の確保や教材

準備のための時間の確保。これは前回か前々回かにお話が出ていたかと思うんですが、現場の教師

を研修のために派遣をさせていくなどというときに、子どもを預かっておきながら、保育士を派遣

していくことは現実的に非常に難しい状況が多々あります。そのときに、旅費とか手当とかという

ものをどのように保障していけるものなのかというのが多々出てくるんですね。ですので、今度の

「安心こども基金」の中に、研修における義務化が可能なのかどうかはわかりませんけれども、認

定こども園の資質を高めていく上では必要である。そのための手当もしくは休暇の保障が組み込め

るものなのかどうかということが１つあります。私は、可能であるならば、是非その辺を文言の中

に保障していく必要があるかなと思っております。

 それから、11 ページの１つ目の○の「・」の３つ目です。「資質の向上の裏付けとして、新しい

幼稚園教育要領及び保育所指針に基づく取組や認定こども園に」の「新しい幼稚園教育要領及び保

育所指針」がここで作られました。私たちが願っているのは、これらを最優先した理解の仕方の上

で保育に当たると理解しております。ですから、論議の中で、認定こども園制度の理念は、その裏

付けとしては、指針と要領があると思っています。今後、これらを十二分に理解した上で、「厳守

していく」という文言が組み込めるかどうか。現場として、支えはどこにあるか。一般論というか、

財政論ではなくて、私たちにとって必要なのは、保育所保育指針と教育要領なんです。その書かれ

ている内容を具体的にそしゃくした上で、保育者は子どもとかかわりを持って計画を立てて、伝え

て、育てていこうとしているわけです。ですから、ただ単に新しい要領、指針ができましたという

だけではすまないんですね。これは法律と同じような重さがあるように理解しています。ですので、

認定こども園であれば、十二分にこれを理解した上で取り組んでいくという実態というのでしょう

か。その取り組んでいることに対しての保障というか裏付け、評価が国として用意されていてもい

いのではないかと思っておりますけれども、その辺は組み込めるものなのかどうかということの御

意見をいただけたらと思っています。私たちにとっては、最重点課題だと思っています。

 以上です。

○山縣座長 これは事務局の意見というより、まず各委員の方ですね。組み込めませんと先に答え

をもらってしまいますと、議論が発展しませんので、基本的には、まず委員の御意見を伺って検討

をいただくと。

○渡邉委員 これも前に私も述べたことですが、保育園と幼稚園が一緒になったときの難しさは、

８時間子どもと一緒にいて働いていることが原則である保育園の先生たちと、４時間の保育が原則

で、実際にはもう少し長く見ますけど、長期の休みもあってという幼稚園の先生たちの働き方の違

いです。研修に行くにしても、話し合いをするにしても、時間が取れないのが大きな問題です。ど

う工夫してもなかなか難しい問題があって、そこに例えば今まで議論されたみたいに保護者が入っ
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てきたときに、本当に保護者に対応できる保育者が育っているかどうかということです。保護者の

側からダーッと強く言われてしまうと萎縮してしまったり、子どもは本当はこうなんですとか、こ

んなことを考えてやっているんですとか、ということを言えるかどうか。また、本当に多様な保護

者を認めながらも、子どもの方に向かってきちんと保育を考えていったり、子どもの気持ちを代弁

できたりできるかどうかということです。それから、安藤委員の「参加」ということでは、父親が

「参加」と言ってはいけないと思うのですが、その一方で、保育園の保護者の方が参加してくれる

ことや、何かいろいろな行事も含めていろいろなところに、それはお母さんも含めてなんですけれ

ども、参加してくれることがすごくうれしかったりすることもあったりすると、保護者に園に来て

もらうとか、子どもにかかわるということをきちんとやっていこうとすればするほど、保育者の資

質の向上を抜きにはできないことです。このことを抜きにして、保護者を入れていったら、多分へ

たをすると、保育所も幼稚園も、それから、認定こども園も保護者に振り回されてしまったり、「あ

そこはどうなっているんですか」、「ここはどうなっているんですか」とか、「あの喧嘩は見てない

んですか」とか言われてしまい、「監視していく」とか、「怪我をさせないようにしていく」とか、

保育が保護者側に向いていってしまうと思うのです。子どもにとって本当にどういう乳幼児期が必

要かということをきちんとメッセージとして出していくという意味では、この保育者の質をどう確

保するかということはとても重要です。そのための公的資金というか、確かに親が子どもを預ける

ためという言い方になってはしまうのですが、そうではなく、子どもを育てるためというところが

きちんと担保されるということをしない限り、安上がりにできてしまう保育という話になってしま

います。実際には本当は養成も含めてなんでしょうけど、保育者がきちんと子どもに向き合って、

そこに親たちも支えてくれるようにかかわってくるというイメージでないと、多分、認定こども園

の保育はどちらかといったら、一緒になってよかったというより、一緒になって大変だったと分裂

をしていくという可能性・危険性を持っている制度だという思いを持っています。

○山縣座長 現場の先生の切実な思いをありがとうございました。

○秋田委員 今、若盛先生、渡邉さんの意見に賛成なんですけれども、11 ページの「・」の３つ目

で、幼稚園教育要領や保育所保育指針が書かれているだけではなくて、それが基盤になるのでとい

うお話に、両方の改訂にかかわった委員として大賛成で。これは例えば４ページ目の「認定こども

園制度の改革の方向」の３つ目の○ですね。基本的な考え方として、どういう視点を踏まえるかと

いうところに「・」が３つございますが、この基本概念は、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に

基づき、次のような視点を踏まえるべきではないかというような形で、「・」の３つ目の視点の理

念の基盤が両ガイドラインにあるというようなことをここに入れていただくことができないかと。

但し、11 ページ目の３つ目の「・」は極めて重要で、ここの述語は、新しい制度の在り方について

は、今後、取組状況等を検証し、検討すべきだということが、この文章の重要なところで、これは

是非とも、ここに幼稚園教育要領や保育所保育指針が必要かどうかはわかりませんけれども、取組

状況の検証と検討という「・」は残していただき、その両方のところを入れていただけるとよろし

いのではないかと思います。

 以上です。
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○山縣座長 具体的な提案をありがとうございました。

 秋田先生は非常に穏やかに話しておられますが、「できないか」というのは、「入れてほしい」と

いう意味ですね。

○秋田委員 はい、そうですね。

○山縣座長 強い要望だというふうに。

○若盛委員 私は熱望でございますので。

○山縣座長 文末を最後はどうするか。「できないか」とか、「ではないか」という形で検討会をま

とめていいのか。「である」と、はっきり委員の集約できるところは断定的に言って、それででき

ないものはあろうかと思うんですけれども、考え方としては我々はこう思っていますということを

はっきり大臣等に届けた方がいいのではないかという気がしますので、これは次回、文末は整理を

させてください。今の点は、委員で反対の方は基本的にはないですね。質を上げるための大前提に、

指針と人材の育成があるのは当たり前の話ですから、そういうふうに取り囲まれた状況で、事務局

の方は何かお答えはありますか。

○今里保育課長 今、若盛委員から、「安心こども基金」との関係をちょっと御紹介いただきまし

たので、御報告させていただきます。「安心こども基金」の中で、都道府県あるいは市町村の行う

事業として、保育者の資質の向上ということで、研修事業が盛り込まれているところでございます。

その中では、今、若盛委員御指摘ありましたように、保育士が現場を離れている間、その間の代替

の保育士さんのためのお金とか、あるいはその旅費とか、そういったものを積算上組み込まれてい

るところであるということを御紹介をさせていただきます。

 以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。

 長田委員、資料を提出していただいておりますけれども、ほかの委員が自分の資料を説明されま

したので、少しお願いします。

○長田委員 今回は、皆さん意見が活発で、あっという間に私だけ話してないという状況になって

しまいまして。

 まず初めに、今回のこの論点の取りまとめを見させていただいて、私が非常に感銘を受けました

というか、事務局も含めて、幼保連携型を将来目指していく方向で、基本的に取りまとめていただ

いているところに、非常に感銘を受けました。子どもたちの視点に立って皆さん全体が考えていた

だいていることに対して、非常にありがたく思っております。

 それから、先ほどの池本委員さんの御紹介のあった資料の中で、３ページ目の⑤で、特にサービ

ス提供とか支援をしてあげるとかという視点ではなくて、「親と共に育てる」というような視点が

国際的な潮流だということも非常にうれしく思っておりまして、安藤委員の意見とも重なってくる

のだろうと思いますが、日本でもこういうような視点や方向性を必ず絶対忘れてはいけないんだろ

うなと。子どもを預かる上で、保護者に対してお客様とかという視点ではなくて、一緒に子どもた

ちを大事に育てていこうよという視点は、絶対になくしてはいけないんだろうなと思っておりまし

て。心強い意見がたくさん出ていて、非常にうれしく思っております。
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 １つ、参考資料の中の 15 ページで、「教育基本法上の「教育」」のイメージ図が、これは事前に

いただいた資料の中に載っていなくて、本日初めて見させていただいたんですけれども。その前の

説明で、８ページの下の児童福祉法の中で、○の２つ目に、平成 20 年に改訂された保育所保育指

針において、保育所は、保育所における環境を通して、「養護」及び「教育」を一体的に行われる

ことを特性としており、この場合、「養護」とは、「教育」とはとなっています。要は、保育指針に

おいては、「保育」という言葉の中に「教育」と「養護」が両方一体的に入っているという位置づ

けになっていますということになると、保育の中に幼稚園教育は含まれることになるんでしょうか、

どうなんでしょうということが、このイメージ図ときちんとリンクしているのかなと。では、この

イメージ図に認定こども園を重ねると、どういう位置に認定こども園が入るのだろうというのがち

ょっと疑問でしたので、後ほどお答えをよろしくお願い致します。

 それでは、私の資料に基づいてざっと意見を申し上げたいと思います。

 まず初めに、理念のところですが、平成 16 年の理念をそのままここに述べられていたので、私

としては、せっかくこういう検討会を設置して、様々な論点でいろいろな意見が出されたことを、

16 年度に作成した理念の中に反映しなければ、この２年間の前進が盛り込まれていないのはちょっ

と残念でならないので、理念の中にこの２年間の評価・反省等々を入れるためにはどうしたらいい

のかなと考えて、そこの各種の支援というところを、「既存の幼稚園制度や認可保育園制度を包含

した新たな支援制度の確立を行うことにより」というような総合施設、いわゆる認定こども園は包

含できるような将来的なものを目指していったらどうかという理念を盛り込んだらいかがかと思

っております。

 もう一点、意義のところで、「おおむね当初の目的は」達成と書いてありますが、「当初の目的」、

目的が達成されると、この検討会はもう要らないのではないかと思っているんです。私は「初期の

役割は果たされているのではないか」という文言の方がいいのではないかなと思います。ただ、こ

れの根拠となっているのは、保護者のアンケート調査によっておおむね評価されているという根拠

になっていますので、実際にそこで生活している子どもたちの、その子どもたちにとっての検証も

必要になってくるのではないかと思っておりまして。そういう意味ではここは「初期の役割」とい

う形、「機能的な役割」というような文言の方が正しいのではないか。それから、今後は、そこに

生活している子どもが、例えば午前中の４時間が幼稚園教育というような形で暮らし、午後、保育

士の保育というような形の生活をしていることに、子どもたちにどういう影響を与えているのかな

ということを今後検証していかなければならない課題ではないかと考えておりますので、それは、

この論点のまとめの中にどのように盛り込むかは非常に難しいんですが、そこら辺は座長を含めて

事務局の方におまかせしたいと思っております。

 ３点目は、改革の方向についてですけれども、先ほども意見が出ていましたが、この中に、あと

２年間で 200 か所を 2000 か所にしなければならないと書いてありますが、なぜ 2000 か所にしな

ければいけないんでしょう。しかも、２年間でというのは、私にとっては非常に疑問でしてね。絶

対やらなければいけないのでしょうか。「安心こども基金」というような財政負担をしたから、数

を増やさなければいけないと。それによって待機児も減るし、緊急の課題だからやらなければいけ
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ないという努力目標としてはわかりますけれども、ここまではっきりと２年間で 2000 か所という

のを明記して、都道府県なり市町村なりで絶対やれよと言えるほど中身の改革が、検証がきちんと

進んでないような気がして、認定こども園が、先ほどの工程表の説明もありましたが、ある程度保

護者にとっても、それから、子どもたちにとっても、それから、実際に運営していく経営者にとっ

ても、これなら認定をやってもいいぞというようなグランドデザインが描かれてから、数の拡大を

きちんと進めていくべきではないのかなと思っておりまして。ちょっと時期尚早のような気がして

います。

 １点、あと時間がないですので、ごめんなさい。私、論点とはちょっとそれるんですけれども、

認定こども園の幼稚園と保育園の課題として、前々からずっと課題としてあった、４月２日生まれ

問題と、それから、入所の通年制の問題が、保育の現場からは長年の懸案としてあったので、実際

に幼稚園の子どもと保育園の子どもが一緒に入っている認定こども園では、是非ここら辺は厚労省

の方に考えていただきたい問題として提起をさせていただいております。そのことがこの４点目に

書いてあります。

 大体、以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。

 今、幾つかの御意見、質問をいただきましたけれども、前段の方は、文言の修正ということで調

整をさせていただくとして、特に４番の改革の方向で、今まで国が外に出していた 2000 か所とい

う目標数値を削除したらどうかという、そういう御意見がありますが、ここについては各委員の御

意見を少し伺っていきたいと思います。それから、２つ目ですね。資料６の 15 ページの図に関連

する質問がありましたが、これは教育要領とか保育指針の改訂に携わられた秋田委員か無藤委員の

方から少し説明をいただいて、もし、それで過不足があれば、事務局の方から追加という形にさせ

ていただきたいと思います。

 とりあえず 2000 か所の問題について、無藤委員にお願いします。

○無藤座長代理 2000 か所の問題と、ついでにもう一つ申し上げます。2000 という数が基本計画

に出てしまったという話を置いておいても 2000 という具体的な数字が適切かどうかは私はよくわ

からないですが、ある程度の数値目標を出さないと動かないだろうというのは思います。なぜかと

いえば、「安心こども基金」にしても、そういう数値目標があるおかげで動き始めたのだと私は感

じておりますので、やはりそういうことは大事だというのと。

 もう一つは、現在二百何十でしょうか、しっかりしたところで広げた方がいいのは、勿論正当な

意見だと思うんですけれども、2000 かどうかはともかく、ある程度毎年増えていくという状況に

していただかないと、私は今のままだと二百数十というふうに試行的に先駆的取組で、必然的に当

然のようにやっているところもあるんですが、かなりのところは、これからの日本の保育の新しい

形を作りたいというパイオニア意識を持って始めたところが結構あるわけですよ。そういうところ

に対して応援なり追加なりというのが、国としても、あるいは各自治体としても出て、あるいは各

都道府県でも追いかけて生まれてくるという状況にしていただかないと、私は今のままなら、認定

こども園は確立されるのではなくて、早晩消えると思います。つまり、二百数十というふうに前線
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に飛び出した人たちを見捨てる気かという問題ですよね。そのぐらい深刻な問題だということを御

理解いただきたいと思います。

 それからもう一つの問題は、ちょっと違う話ですが、ついでに。８ページで、子育て機能強化が

あって、先ほど何人かの御意見で、「共に育つ」というときに、保護者同士もあり、保護者と園と

の関係の中でも「共に」ということがありましたけれども、この辺りについては、私は、保護者の

保育に対する参加をもうちょっと押し出していいのではないかと思います。学校教育の枠組みです

と、既に文科省では、コミュニティスクールとか、運営協議会とかという枠を出しています。幼稚

園においては、まだ余り普及してないと思うんですけど。例えばそういう枠組みを活用しながら、

すべての幼稚園・保育園も同様ではあるでしょうけれども、とりわけ認定こども園においてそうい

う方向を出してもいいのではないかと思います。

 以上です。

○山縣座長 ありがとうございました。

数値の問題は、一旦出ているものを、数値を下げるとか、なくすのは、きっと今の制度をだめと

いう評価につながる可能性がありますので、もう少し検討はしますけれども、できたら、消さない

という意見もあるということで、ここは終わらせていただきたいと思います。

続きまして、先ほど長田委員からあった、「養護」の教育基本法の位置づけと、直接は議論され

ていないと思いますが、認定こども園を仮にここに置いたらどうなるんだという、その辺り、秋田

委員か無藤委員から、専門家から一言お答えいただけませんでしょうか。

○秋田委員 最も専門家は両課長だと思うんですけど。無藤さんに補っていただければと思うんで

すけど、私自身は、幼稚園は基本的に学校法ですから教育ですが、資料６で（注）が出ているよう

に、要するに４時間部分について幼稚園の中身をというようなことも出ている。ですから教育なん

ですけれども、その中に、ここの注に書いてある「一定の養護」というのでしょうか。「養護」と

いう言葉では幼稚園教育要領の中では書かれておりませんが、「心身の安定」という言葉であった

り、保育所保育指針で言うところの生命の保持及び情緒の安定というところにかかわるものは、「生

活」というような形の中で書き込まれていると理解しております。認定こども園を更にこの図の中

にどう書くかというと、色をどうするのかというのは大変わからないので、余りわかりませんが。

しかし、この図で明確になっている部分ではないかと、分かったような分からない説明ですみませ

ん。

○無藤座長代理 私も補足しますけれども、お手元の資料６の図ですけれど。これは法令上の整理

ですので、これ以外の整理はないように思うんですね。ただ、実質的には、（注）にある、今、秋

田委員の御指摘のように、幼稚園において「一定の養護」が必要であるというときに、幼稚園教育

要領において、「養護」という表現ではないですけれども、幾つかの箇所にそれに該当するものは

きちっと入っている。これが１つです。

 それからもう一つは、保育所における教育というところですけれど。これも学校教育法上におけ

る教育が、児童福祉法上における保育所に直接入るという法令的なものはあり得ないと思いますけ

れど、実質的には、保育所保育指針の改訂の中で、幼稚園教育要領におけるところの教育と同様の
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ものが盛り込まれている。これは従来からですけど、今回極めて明確になったと思います。そうい

う意味では法令上見えにくいんですけれど、実質的な意味では、「養護」は幼稚園側にあり、逆に

「教育」の方は保育所側にあるということが、今回の教育要領、保育指針の改訂で非常に明確にさ

れていると言えると思います。

 それを認定こども園でどう受けるかということは、法令的な整理で言えば、これを両方持ってい

るとしか言えないと思いますけれど、実質的にはどうするか。これは認定こども園でまさに保育実

践の中で、両方を重ねた新たな保育が生まれることを期待するしかない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。

 この図はあくまでも法令上の整理であるということ、プラス、運営指針、教育要領が若干加味さ

れた補足が入っているということ。おそらく現場の先生方とか、保護者の方から言うと、法律がど

うであれ、子どもの育ちの方から見たらどうなるのかというのが個々にあって、それがかなりずれ

ている。「養護」が外なのかというふうなことですね。例えば、家庭教育とか、地域社会教育を「教

育」の概念に入れながら、そこから抜け出ますよみたいな、そういうことも疑問になるのではない

かと思いますが、あくまでもこれは法令上の整理だということで御理解をいただけたらと。

 事務局から、認定こども園をここに書くということに最後まで努力できるのかどうか、かなり難

しそうな気がしますけれども、今の段階で何かありますか。

○濵谷幼児教育課長 今、秋田先生、無藤先生御指摘のとおりでございます。認定こども園につい

ては、基本的には、幼稚園と保育所の機能両方総合的に持っているという整理でございますので、

なかなかそれ以上に書くのは難しいわけですけれども、具体的な実践方法としては、16 ページにあ

りますように、運営の方法としては、こういった共通利用時間、あるいは長時間という形で、運営

の基本方針は決まっている。但し、具体的な実践については、各園でそれぞれやっていただくとい

うような整理でございます。

○山縣座長 ありがとうございます。

○長田委員 もともとのこの法律そのものが、今の既存の幼稚園制度と保育園制度を残したまま、

文科省と厚労省をそのまま包含したこういう法律体系になってしまっているから、やはりこういう

苦しい答弁がたくさん出てくるんだろうなと私自身は解釈しておりまして。認定こども園は省庁独

立して、きちんと新たな考え方で、新たな法律体系で、三元的にきちんと位置づけて、幼稚園制度

よりも、保育園制度よりもいい制度として将来作っていただいたら、大臣がそこにいらっしゃるの

で、是非政治的に御配慮いただいて、やっていただけるといいかなと思っております。

○山縣座長 ありがとうございます。

○池本委員 私も、この 16 ページの図を見て、ちょっと悩み始めてしまったのですけれども、認

定こども園がこのようにいい制度としてできてきて、これまでは幼稚園と保育所しかないので、働

けば保育所、働かなければ幼稚園と、親は選択をする必要がなかったんですけど、これができてく

ると、今現行ですと、働いていても、こういう形で共通利用時間でやる保育所があり、保育士が全

部を預かる保育所があるというと、親としては、教育に対する学力低下の不安などから、どうして

も認定こども園を利用したいなというふうな意向に自然となってくるのではないかと思います。実
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際、内容が保育所でも教育をと言われていますけれども、実際は保育士と幼稚園教諭という職も違

っていて、そこに対しても疑問はありますし。また、一方で、先ほど、保育制度改革の方では、「保

育に欠ける」という要件を外すということになりますと、保育所がこの形で存続できるのかという

か、結局、親もこういう教育を期待するし、「保育に欠ける」という条件がない施設として保育所

ができてくると、保育所が認定こども園に統合されていくようなイメージが浮かんできてしまって、

本文の報告書の 11 ページの一番上の○の３つ目の「・」で、「就学前教育・保育に関する制度の在

り方については」取組状況等を検証して、検討すべきではないかというこの文章の意味は、私の読

み方がちょっと理解できないのですけれども、幼稚園・保育所・認定こども園の三元的な制度全体

を考えていくという意味に取っていいということなんでしょうか。そうすると、それが今後のスケ

ジュールとしてどんな形で、例えば１年後とか２年後とかにどういう検討が持たれるかというよう

なことについては、今の段階では特に上げられないのかなということを。保育所の方の検討がある

程度固まった段階でですね。先ほど余り言わなかったんですけど、省庁を一元化するということで、

そういう無駄な答弁とか、事務手続を含め、事務コストを削減して、一元化していく。そして、子

どもや親にとっても、どの施設を利用しても、必要な教育、保育が受けられるという体制に統一す

る動きもある中で、日本がそういう動きに向かっていく可能性がこの報告書からどんな感じに表現

するのかしないのかですね。そこをちょっと教えていただければなと思います。

○山縣座長 時間が迫ってきましたが、今、池本委員が言われた中で、厚労省の部会の方の説明が

ありましたけれども、「保育に欠ける要件」の見直しは検討しているけれども、外すという方向で

検討しているわけでは必ずしもない。どう見直すかということで、外すことは決まっているわけで

はないということだと思います。

○駒村委員 どうなんでしょうか。今そこをまさにどういうふうにするかは。

○山縣座長 決まっているわけではないという。そういうことで。

○駒村委員 次回で、もう少し議論が出てくるのではないかとは思いますけれども。

○山縣座長 そこはまだとにかく未確定状況だということを前提に議論を進めていただいたらと

思います。

 今のまとめ方の最後のところですね。その辺について、事務局がどういう趣旨でこれが書かれて

いるのか、そこを少しだけ御説明いただけたらと思います。

○濵谷幼児教育課長 趣旨といたしましては、就学前教育・保育制度の在り方全般でございますの

で、少し幅広い制度の在り方についての検証でございます。ただ、時間概念といたしましては、教

育要領・保育指針の取組が始まるのはこの４月からですし、認定こども園自体も現在は二百数十し

かないということですので、すぐにどうこうということではなくて、少し中期的な考え方と言いま

しょうか、少し時間的な余裕を持った概念として書いております。

○池本委員 それは、どこが所管するかとか、別途、幼児教育もほかの所管の議論も出ていますけ

れども、その辺りも全部含めたというイメージですか。

○濵谷幼児教育課長 幼稚園と保育所の所管につきましては、その下の 11 ページの２つ目の○に

おきまして、例えば義務教育との連続、一貫性の確保の観点、それから、一方で保育所については、
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児童健全育成、母子保健、障害児福祉、労働等との連携の観点とか、そういうものも含めて考えて

いくべきではないかということで、別途問題提起をさせていただいているということでございます。

○山縣座長 あとお二方から手が挙がっておりますので、そこで終わりにさせていただきたいので

すが、吉田（敬）委員と若盛委員の手が挙がっていたと思いますので、まず吉田（敬）委員の方か

ら。

○吉田（敬）委員 幼稚園として、認定こども園に移行したい、そういうふうに思っているところ

がたくさんあります。そういう意味ではこの認定こども園は魅力ある一つの制度なんだろうと思い

ます。そんな中で、例えば６ページですけれども、「財政支援の充実」の初めの○で、「幼稚園型の

保育所部分、保育所型の幼稚園部分及び地方裁量型に対しても」「制度化されるなど」と書いてご

ざいます。こういうふうに書いてあると、多分ほかの委員さんは、制度化されたんだ、使えるんだ

というふうに御理解なさると思うんですが、私たちの仲間が、私も実際動き始めておりますけれど

も、例えば幼稚園型の保育所部分、こういったことをやろうとしますと、道をずっと歩いて行きま

すと、工事中だったり、いつの間にか道が消えていたりというふうなことが実際にたくさんありま

す。例えば３つ目の○の子育て支援機能に対してもということですけれども、これは認可保育所に

だけ今行っております。幼稚園型の認定こども園のこの部分には来ないはずです。そういうことに

なってきますと、本当にいいシステムだとしてもいろいろな待機児童云々の関係ですぐにはできな

い、すぐには幼保連携型に移行できない、そういう幼稚園型が増えるだろうと思います。そんな中

で、この道が工事中だったら、早く工事はやめてほしいし、通してほしいし、ない道であったら、

細くてもいいからつけてほしいなと思います。

 もう一点。その道をつけてほしいなと言ったところで、例えば７ページ目の３つ目の○ですけれ

ども、「潜在的な待機児童」。この文言は先ほどありましたけれども、こういった潜在的な待機児童

云々見込まれるというようなことがもし入れば、こういったことが保育行政の中に入ってくれば、

本当に細い道かもしれないですけれども、私どもには可能性が出てきたな、こんなふうに思ってお

ります。

 最後もう一つだけ。幼稚園型にしても、保育所型にしても、あるいは幼保連携型は勿論ですけれ

ども、それぞれ認可施設が中心になってやっていて、そのことである程度社会に対しての責任云々

に対しても担保されている。私はそういうふうに感じております。地方裁量型に対してこれから公

的に財政支援がどういうふうに入っていくのかわかりませんけれども、いかがなものかな。そこら

辺のところは、これができたら、こういうことが当たり前になってきたら、もう幼保連携型も何も

ない、幼稚園型にしろ、保育所型にしろ、全部当たり前のようにして同じような公的な支援があっ

て然るべきだろうな。今は認可ということで担保されている、その認可外のところに対していかが

なものか、ちょっと不安に思います。

○山縣座長 では、最後、若盛委員お願いします。

○若盛委員 小渕大臣もいらっしゃいます、先ほど長田委員もおっしゃっておりましたけれども、

私も二重行政の解消はできるだけ早くに一本化していただけたらありがたいと。内閣府の資料のペ

ージで申し上げますと、11 ページの一番下の○で「制度の検討においては」と書いてございますけ
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れども、これは制度だけではなくて、今後の子育てについても私は内閣府を中心でもどちらでもよ

ろしいのですけれども、制度の一本化、連絡・調整も含めて、「安心こども基金」については、小

渕大臣がお力添えをされたと承っておりますので、是非一本化につきましてもお働きをいただけれ

ば大変ありがたいのが１つ。

それから、質の向上のところで、９ページ目の３つ目の研修機会のことも含めて、もう一つ５つ

目の「成功例やベストプラクティスを収集し」ということがございます。それと、最後の 12 ペー

ジの「今後のスケジュール」で、見直しの進捗状況などをフォローアップしていく。こうございま

す。「必要があるのではないか」ではなくて、「必要である」と断定をしていただけたらありがたい。

要するに、マニュアルとか、具体的なものを極力明確にしていくことが、この検討会議の意義では

ないかなと思っております。無藤先生がいらっしゃるから失礼かと思いますが、私たちの暮らしは、

国家百年の大計という言い方がありますが、子どもが育ち、大人になって、30 年たって子どもがま

た新たに生まれ、その子どもが更に大人になって、孫の代まで育っていって初めて一つの歴史が生

まれてくるのではないかなと思っています。そういう長期のスタンスの中でのこの認定制度だと思

っています。

ですから、21 年度を具体的に足りない部分はあるかもしれませんけれども、私の考え方では文明

改革の一つかなと。新しい子育ての視点を日本がこれからつくり上げていくんだという、そんなふ

うなスタンスで私は理解をしていこうと思っておりますので。勿論大事なことですが、いい事例を

できるだけ集めてマニュアル化し、行政の方々にも制度的な方向の示唆をいただけたらありがたい

なと。そして、現場の保育者にとっても、この制度があって、プライドを持って、保育を決して見

捨てることのないように保障をしていただけるような体制をとっていただけたらありがたいなと

思っております。

長くなりました。以上でございます。

○山縣座長 ありがとうございました。

 大体予定の時間がまいりました。今日も、途中からでしたが、最後まで大臣にお座りをいただい

て、各委員の意見を聞いていただき、かなり大臣に対する期待が強いということもわかりました。

 今、若盛委員がおっしゃいました文末の部分は、途中でも言いましたように、委員の意見がはっ

きり一致できる部分は断定的な書き方にさせていただくということで。それから、少数意見も余り

無視せずに、そういう意見もあったという形のものをできるだけ表現はしてみたいと思います。今

日のたくさんいただきました意見をもとに事務局と一緒に修正をさせていただきまして、次回、日

程はまだ決まっておりませんが、最終調整をさせていただく前に事前にお届けすると同時に、必要

があれば、事務局から若干の説明をさせていただくような機会も設けてもらおうかなと思っており

ますので、事務局あるいは各委員の先生方はよろしくお願いをしたいと思います。

○長田委員 当初６回と言っていたのが、５回になったんですね。月１回で、大体３月までに６回

と言っていたのが、５回になったんですね。

○山縣座長 それは、事務局の方で何かありますか。

○川又参事官 ６回ということでは言ってなかったと思います。おおむね月１回ぐらいのペースで
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ということで。本日、御意見は各論点についていろいろいただいたと思いますので、それを集約す

る作業を３月中にやりたいと思っております。次回は、３月下旬を目途にまた調整をさせていただ

きます。また、その間、いろいろ個別に御相談などさせていただければと思います。よろしくお願

いします。

○山縣座長 では、ありがとうございました。これで、第４回の検討会を終わらせていただきます。

お疲れさまでした。


