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認定こども園制度の在り方に関する検討会（第５回） 

 

 

 

１．日時 平成２１年３月３１日（火） １０：００～１１：４５ 

 

 

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 

田村 哲夫    認定こども園青葉学園野沢こども園園長 

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 

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 小渕大臣もお見えになりましたので、これから第５回の検討会を始めさせてい

ただきたいと思います。 

本当の意味の年度末のお忙しいときに、いろいろ公務御多忙中だとは思いますけれども、

御出席をいただきましてありがとうございました。 

それでは、最初に大臣から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、御出席をいただき誠に

ありがとうございます。 

この会合も５回目ということで、いよいよ取りまとめに向けまして、皆様から御議論をい

ただけるものと伺っているところであります。本日まで５回にわたりまして、皆様から大変

積極的な、また有効な御意見をたくさん頂戴してまいりましたことに心から感謝を申し上げ

たいと思います。 

報告書をまとめていくということとともに、これまで皆様方からいただいてきた御意見は

一つひとつ丁寧に拾い上げまして、これからの認定こども園の定着、制度改正に活かしてい

きたいと考えております。これからも委員の皆様方には、それぞれのお立場で御意見をいた

だけますように、御指導、御鞭撻をいただけますように、よろしくお願い申し上げます。私

のお腹の子も認定こども園を期待しておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

これまで皆様方に御意見をいただきましたことに心から感謝申し上げまして、簡単ですけ

れども御挨拶にかえさせていただきます。大変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。順調にお子さんが育っておられるということで、我

々も早く準備をしないと間に合わなくなりますので、よろしくお願いしたいと思います。大

臣は公務により、御退席とのことです。 

それでは、まず事務局から資料の確認と委員の出席状況についてお願いします。 

○川又参事官 資料の確認と委員の出席状況を御報告させていただきます。 

お手元に配付しております資料でございますが、議事次第の下に「今後の認定こども園制

度の在り方について（案）」という報告書案。その下に参考資料集ということで、これまで

この検討会等で使用いたしました事務局の資料を中心に、今後の財産ということで参考資料

ということで取りまとめをさせていただきましたので、御参考にしていただければと思いま

す。 

委員の出欠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、吉田裕明兵庫県

健康福祉部参事に御出席をいただいております。なお、安藤委員、田村委員におかれまして

は、若干遅れるという連絡をいただいております。齋藤委員、中澤委員におかれましては御

欠席でございます。なお、森委員は、時間によっては途中御退席というふうにお伺いいたし

ております。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。早速議事の方に入っていきたいと思います。 
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前回、これまで皆様方からいただきました御意見をもとに、論点の整理を行い、それから、

その修正・追加ということをさせていただきました。それをもとに、本日、報告書の案とい

うものを示させていただいております。この検討会は、振り返ってみますと、昨年 10 月に立

ち上がりましたときに、20 年度内に結論を得るということでしたので、今日はとりあえずそ

の節目の会ということになろうかと思います。とりまとめの回になりますけれども、もし御

意見等ございましたら、遠慮なく発言をいただけたらというふうに思います。 

それでは、早速ですけれども、報告書の案について説明をお願いしたいと思います。 

○川又参事官 それでは、「今後の認定こども園制度の在り方について（案）」という資料

をお願いいたします。 

１ページおめくりいただきますと、目次がございます。既に委員の皆様方には、原案の段

階でお目通しをいただいて、いろいろコメントをいただき、できる限り反映をさせていただ

いたつもりでございますけれども、お目通しいただいているという前提で、今日はざっと御

紹介することにしたいと思います。 

目次を御覧いただきますと、『１．はじめに』、２番目として『理念』、３番目として『意

義・機能』、４番目に『改革の方向』がございまして、５番目に『今後のスケジュール』。

それから、別添として３つ主要資料が付いてございます。 

１ページ目をお願いします。『はじめに』ということでございますが、ここでは、本検討

会に至る経緯等について説明をしております。上から４つ目の○でございますけれども、こ

の検討会がそもそも立ち上がった経緯といたしまして、政府全体の基本的な方針として、経

済財政改革の基本方針いわゆる「骨太の方針 2008」などにおきまして、この認定こども園の

制度改革について、平成 20 年度中に結論を得るということを受けて検討会が発足をしたわけ

でございます。５つ目の○に、３大臣の合意によって検討会が設置されたということが書い

てございます。そして、一番下の○に、本検討会のスタンスといたしまして、この認定こど

も園制度の理念、意義については、現在においてより強まっているという認識でございます。 

２ページ目をお願いいたします。一番上でございますけれども、そのために、二重行政の

解消、あるいは財政支援などの課題に早急に取り組むとともに、教育・保育機能を総合的に

提供する役割を一層強化していくという観点から、今回の報告書を取りまとめていただいた

という整理でございます。 

２番、『認定こども園制度の理念』というところでございますが、制度創設以来の認定こ

ども園制度の理念の再確認をしております。２つ目の○にございますが、もとの考え方は、

こども園をつくったときの考え方でございますけれども、「すべての子どもの最善の利益」

の重視でありますとか、保護者や地域の子育て力、あるいは地域のさまざまな人々の参加と

いうことがございます。現在において、その意義がより強まっていると考えられるというこ

とでございます。 

３番、『認定こども園制度の意義・機能』でございますけれども、１つ目の○にアからエ

まで整理してございますが、制度創設のときに目指した認定こども園制度の意義の再確認で
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ございます。 

３ぺージ目をお願いします。１つ目と２つ目の○は、認定こども園制度についてのアンケ

ートの結果を見ますと、施設の９割以上、あるいは保護者のうち回答のあった８割近くが認

定こども園制度を評価しているということで、制度を実際に運用している方々の意識から見

ると、非常にいい制度だということがアンケートの結果として出ているということでござい

ます。 

３つ目の○ですけれども、認定こども園制度のこうした意義・評価を踏まえまして、教育

・保育機能及び子育て支援機能を更に充実させることが必要だということでございます。 

４つ目の○には、教育・保育機能についてということで、基本的な考え方としては、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

て検討していく。 

５つ目の○は、子育て支援機能でございますけれども、この制度は就労の有無、あるいは

形態の違いを超えた保護者の交流の場としての役割。それから、父親が子育てに主体に関わ

れるようになるなど親自身が育ち合う場ということで有用であり、その機能強化に取り組む

ことが必要だということでございます。 

また、一番下の○ですけれども、留意すべき点として、地域のいろいろな実情があるとい

うことで、ニーズは地域によって異なることから、地域の実情に応じて柔軟に組み合わせ等

は判断されるべきという指摘でございます。 

４ぺージをお願いします。『認定こども園制度の改革の方向』の（１）基本的な考え方で

す。 

１つ目の○ですけれども、教育・保育・子育て支援という機能を総合的に提供される仕組

みとして、認定こども園の取組というものは、具体的な実践として意義を有している。 

２つ目の○ですが、しかしながら、現状では 229 件と普及が進んでいない。その背景には、

そこに４つ掲げておりますように、財政支援が不十分でありますとか、連携が不十分、手続

きが煩雑、普及啓発が不十分などの課題がございます。 

それらを踏まえまして、３つ目の○でございますけれども、平成 22 年度までに「安心こど

も基金」等の新たな財政措置を活用することなどにより、認定こども園の緊急整備を図り、

利用者のニーズや施設の認定申請の希望状況を踏まえつつ、平成 23 年度には認定件数が 2,0

00 件以上になることを目指し、必要な見直しを早急に実施するということで目標を掲げてお

ります。 

具体的には、４つ目の○の①から⑤にあるような取組を進めていくということでございま

す。 

一番下の○ですけれども、その際、次のような視点も踏まえ、幼稚園教育要領と保育所保

育指針に基づき教育・保育を行なうことが重要ということで、視点といたしまして、子ども

の最善の利益を重視、乳幼児期に最もふさわしい生活の場の保障、教育・保育の質の維持・

向上、家庭や地域の子育て支援機能の評価と強化ということを指摘しております。 
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また、「さらに」というところで、保育制度改革に係る検討が行なわれているということ

で、その方向性を踏まえた論点整理が必要という指摘でございます。 

５ページ目の（２）ですが、課題への対応ということで、ここから各論でございます。 

①として、財政支援の充実でございます。１つ目の○にありますように、20 年度の補正予

算、あるいは来年度予算におきまして、「安心こども基金」による新たな国の財政支援措置、

それから地方財政措置が講じられることになりました。これによりまして、従来、財政支援

のなかった幼稚園型の保育所機能部分や保育所型の幼稚園機能部分、あるいは地方裁量型に

対しても新たな財政支援措置が制度化されるなど、一定の前進が見られたところでございま

す。 具体的な中身につきましては、別添１として、これは報告書の 12 ぺージになりますけ

れども、前回の検討会においても御紹介をさせていただきましたので本日説明は省略いたし

ますが、それぞれ財政支援の拡充が図られたということでございます。 

５ページに戻っていただきまして、財政支援の２つ目の○でございますけれども、子育て

支援機能に対する財政支援措置についても、充実が図られたところでございますけれども、

こども園においては、子育て支援事業というのが義務ということにされていることも踏まえ

まして、引き続き財政支援の一層の拡充に努めていく。 

下から２番目の○でございますが、都道府県においても、特に地方裁量型のこども園につ

いて、地方財政措置(特別交付税)がなされていることを踏まえて、必要な財政措置を行なう

べきとしております。 

一番下の○ですけれども、22 年度まで緊急財政措置ということでございますけれども、23

年度以降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、更に検討が必要である

という御指摘でございます。 

６ページをお願いいたします。②二重行政の解消。１つ目の○でございますが、窓口の一

本化、書類の重複の整理、監査事務の簡素化、会計処理の簡素化など、現場から指摘されて

いる運用面の課題については、できるだけ速やかに手続きの一本化・簡素化を行なうという

ことでございます。 

それから、３つ目の○になりますけれども、補助金の面におきましても、「安心こども基

金」による新たな財政措置による補助制度（補助要綱、申請・交付、報告手続き、スケジュ

ール）を一本化するとともに、従来の財政措置(保育所運営費負担金、幼稚園への私学助成)

を含めて、「こども交付金」として制度化をして、都道府県が市町村に事務を委任すること

などによって、市町村を通じた窓口・申請・執行手続きの一本化を行なうということで、国

・都道府県等で取り組んでいくべきだということでございます。この「こども交付金」の制

度の具体的なイメージは、別添２として、13 ページになりますけれども、これも前回御紹介

をさせていただきましたが、お金の流れ、手続きを市町村の窓口を通じて一本にするという

ことで、「こども交付金」の制度化というものを行なうということでございます。 

また６ページに戻っていただきまして、二重行政のところの４つ目の○でございますけれ

ども、上記の二重行政の解消に関する具体的な改善事項、実施時期につきましては、別添３
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ということで、これまでさまざま指摘されていた指摘事項につきましては、いつ何をやると

いうことにつきまして、別添３として、14 ページから 17 ぺージにわたって表にしておりま

す。これも前回御覧いただいた資料でございますけれども、さまざまな指摘事項については、

真ん中にありますような措置を、一番右に実施時期とあるように、20 年度あるいは 21 年度

に実施をしていくということでお示しをしてございます。 

６ページにお戻りいただきまして、③教育と保育の総合的な提供の推進ということでござ

います。一番下の○ですけれども、この４類型をどうしていくかということでございますが、

３行目に、将来的には幼保連携型に集約していく方向で進めていくことが望ましいと考えら

れる。ただし、まずは認定こども園の普及を目指していくことが必要であり、当面は地域や

施設の実情に応じて、他の類型に対する配慮、柔軟な対応が必要ということで、ここは自治

体の立場の方からの御意見等もございまして、将来的には幼保連携ということが理想的でご

ざいますけれども、当面の目標というものを踏まえるというただし書きをつけてございます。 

７ページをお願いいたします。７ページの上の４つの○は、基準を改正するということで

はないのですけれども、さまざまな運用上の工夫で認定こども園の普及、改善が期待できる

のではないかと思われる項目を整理しております。 

１つ目の○は、特に幼稚園とか幼稚園型の認定こども園が幼保連携型になる場合に、幼稚

園の対象年齢も考慮して、例えば３歳から５歳のみを対象としてる保育所の認可など柔軟な

対応をすべきである。もちろん、地域の実情に配慮してということがついております。 

２つ目の○は、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見込

まれる場合には、保育所の認可を行なうべきである。 

３つ目の○は、幼稚園・保育所のそれぞれの定員が少人数でも、全体として一定の規模が

確保されるのであれば、少人数でも認可できるという現行の取り扱いをうまく活用すべきで

はないかということでございます。 

４つ目の○は、人口減少地域等においては、幼稚園・保育所の連携、双方を提供する観点

から、認定こども園制度を活用することが望ましいと考えられる。 

５つ目の○は、国はこれらの都道府県等の取組が進むように、都道府県あるいは市町村に

対して必要な助言を行なうべきであるということでございます。 

④家庭や地域の子育て機能の強化でございますが、１つ目の○に、認定こども園において

特徴的である家庭や地域の子育て支援機能を高めていくことが重要であるということで、地

域の実情に応じて、家庭や地域と連携し、保護者や地域のニーズを踏まえて、次のような取

組を積極的に進めていくべきということで、７ページの下のほうに幾つか・で例示として掲

げております。特に２つ目の・で、父親も子育てに主体的に関われるという観点であります

とか、親自身が育ち合う場の提供という点につきましては、委員の方々から強調される意見

が多かったというふうに考えております。 

８ページをお願いいたします。一番上のは○続きですが、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という役割についてコメントをしております。 
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⑤の質の維持・向上への対応についてです。 

１つ目の○でございますけれども、保護者の就労形態はさまざまなお子さんが利用すると

いうことで、教育・保育内容や運営等に工夫が必要だという点。 

２つ目の○としまして、利用する保護者や子どもの状況が多様であるということを生かし

た教育・保育というのは非常に重要な意義を有するという御指摘もございました。また同時

に、一人ひとりの子どもにきめ細かく対応していく。そういう要請を踏まえて運営していく

ことが必要であるということでございます。 

３つ目の○は、小中学校との接続、それから、全ての子どもに対し同様に質の高い教育を

保障することの重要性。 

４つ目の○は、保育者の資質の向上ということで、施設の内外での研修機会の確保、ある

いは教材準備のための時間の確保ということの重要性とともに、「安心こども基金」等を活

用して研修への参加など必要な支援を行なうということでございます。 

次の○は、子育て支援の拠点としてのコーディネート、あるいはソーシャルワークの機能

強化。 

一番下の○は、国・都道府県がこれらの取組を支援するために、さまざま運営上の工夫に

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、事業者、行政関係者のための

実践事例集等を作成して、幅広く情報提供を行なうなど、運営上必要な支援を行なうという

ことでございます。 

９ページをお願いします。幼稚園教諭と保育士資格の問題でございますけれども、一元化

すべきとの意見もございましたけれども、若手の職員につきましては、ほとんどが両資格を

有しているという実態も踏まえて、質の確保を前提に、当面は養成課程、試験の弾力を更に

図っていくべきである。 

（３）保育制度改革に関する検討との関係でございます。社会保障審議会の少子化対策特

別部会が２月 24 日に第１次報告を取りまとめております。保育制度改革についての基本的な

考え方をまとめたものでございますけれども、当然、認定こども園にも影響する部分がござ

います。この第１次報告におきましては、一定の方向性というものは示されておりますけれ

ども、具体的に保育制度がどういうふうに改革されるのか、具体的な中身についてはこれか

らということでございます。このような状況を踏まえて、認定こども園制度でどのような影

響が考えられるのかということで、今回の検討会の報告書におきましては、考え得る論点と

いう観点から、このような論点が考えられるのではないかという形で整理をしております。 

アでございますが、保育の必要性の判断等に関しまして、保育の方で、仮に保育に欠ける

要件というものが見直されるということになった場合、認定こども園が利用児童を決定する

際に、優先的に利用決定するについてどのように考えしていくかという論点でございます。 

イは、費用設定でございますけれども、保育の方が、保育の利用量、あるいは必要量に応

じた月額単価設定という考え方が示されておりますけれども、これを踏まえて、認定こども

園における費用設定等についても検討していく必要がある。 
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ウでございますが、保育の提供の仕組みに関しまして、第１次報告では、公的責任を果た

す三者の公的な保育契約という考え方が示されておりますけれども、その際に、認定こども

園における公的保育契約との関係を整理する必要があるのではないかということでございま

す。 

10 ページでございます。エ参入の仕組みでございますけれども、保育制度におきましては、

客観的な基準による指定制を基本としてという考え方が示されておりますが、そうなった場

合に、認定こども園における客観的基準の在り方などについて検討する必要があるというこ

とでございます。ここは考え得る論点の主な論点の整理ということでございます。 

次に、（４）就学前教育・保育をめぐる今後の課題ということでございまして、いわゆる

幼稚園と保育園の将来の在り方についてどう考えるかという部分でございます。 

１つ目の○でございますけれども、小学校就学前の教育・保育につきましては、子どもの

最善の利益という立場に立って、地域の実情に応じて必要な教育・保育・子育て機能が総合

的に提供されるように、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

えていくことが適当である。 

具体的には、２つ目の○でございますけれども、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１つの施設、箱ものにこだ

わる必要はないのではなかということでございます。 

３つ目の○は、その際、地域における地方公共団体、都道府県・市町村がコーディネート

の機能、役割をよく果たすべきであるということ。必要な環境整備に努めていくべきである

ということ。 

４つ目の○でございますけれども、将来的な小学校就学前の教育・保育に関する在り方に

つきましては、上記の観点とともに、新しい幼稚園教育要領、あるいは保育所保育指針とい

うものがまさに今始まらんとしているところでございますので、 それらに基づく取組、ある

いは認定こども園における取組の実践を積み重ねて、取組状況を検証した上で検討すべきで

はないか。今回提言されておりますさまざまな財政支援の構築などをはじめとする今回の見

直しが実効性あるものとなるよう検証していくということ。それから、先ほどの保育制度改

革の具体的制度設計というものも大きな影響を与えている。このような観点からの検討とい

うものが更に必要であるということでございます。 

一番下の○でございますが、幼稚園と保育所を担当する行政部局の在り方という点につい

ての御意見がございました。いわゆる「こども庁」のような組織に一元化すべきとの意見も

あったわけでございますけれども、その際、それらを検討していくという場合においては、

国と地方公共団体の関係でありますとか、整合性、それから 11 ページですが、事務教育との

接続など、教育行政との一貫性、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、労働行政等）との連携にも留意する必要があろうということでございます。なお、現

在、文科省、厚労省に幼保連携推進室を設置して窓口等の一本化を図っているところでござ

いますけれども、その機能強化とともに、内閣府が全体の総合調整機能を一層発揮していく
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べきであるということでございます。 

５番「今後のスケジュール」でございますけれども、今回提言に盛り込まれました二重行

政の解消、あるいは財政支援に係る改善事項については、今後、見直しの進捗状況等、フォ

ローアップしていくことが必要である。また、保育制度改革の方向性を踏まえて、具体的な

制度的検討を進めていくべきと。 

最後でございますが、このこども園の法律の附則においては、施行後５年の検討の見直し

規定というものがございますけれども、保育制度に係る検討の状況に合わせまして、必要な

見直しを実施すべき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。この間の皆さん方の御意見をベースに、今の段階で

こういうまとめ方をさせていただいております。冒頭申しましたように、今日はとりまとめ

の回の予定でございますので、皆さん方、まだ残った御意見等ございましたらお伺いすると

いうことになろうかと思いますが、できましたら、これまでの議論を踏まえて御発言をいた

だきたいと思います。 

○若盛委員 認定こども園こどものもりの若盛と申します。 

10 ページの（４）就学前教育・保育を巡る今後の課題という中にも書いてあるのですが、

１つ目の○の「小学校就学前の教育・保育」という文言の中で、「地域の実情に応じて」と

いう言葉がいろいろなところに出てまいります。それから、８ページの⑤のところにも「教

育・保育内容や運営等を工夫する必要がある」と書いてあるのですが、特に私が現場の保育

の中で心配しているのは、実は、内容が異なるかもしれませんが、３月 26 日の朝日新聞でト

ップに「園児と小学校一貫教育」というので品川区が方針を出されたという文言がございま

した。内容は、「小１プロブレムに対応して」ということで、小１プロブレムという問題の

中には、授業中に勝手に歩き回るとか、教室を飛び出したまま戻ってこないとか、１人がト

イレに立つとぞろぞろついて行くとか、そんなことがあるので、それらについて品川区は全

幼稚園・保育園を対象にしていろいろな話し合いをしたと。その結果、学習については小学

校入学までに平仮名の読み書き、１けたの足し算・引き算程度ができるようにすることを想

定していると、そういう文言が書いてあるわけです。 

そうすると、認定こども園の中でいう小中学校との接続というのが８ページにもあります

し、いろいろなところに「子どもの最善の利益」と書いてあるわけですね。最善の利益とい

うものの中には、小学校に向けての最善の利益だけでいいのかどうかという問題がすごく重

くなってくるような気がしているんです。 幼い子どもにとって小学校生活は戸惑い、落ちつ

きがないものなんだというふうに言っているのですが、それは就学前の幼稚園・保育園での

生活の在り方によるものがものすごく大きいような気がしているんです。そこにおける最善

の利益というのは、この中にもいろいろ書いてあるように、やはり子どもの主体性であると

か、生かしていかれるべき内容が考慮されていなければいけないのかなと。認定こども園と

いうのは、せめて形式ではなくて、子どもの育ちについてしっかりとした保障を持つ制度で
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あってほしいという文言が必要になってくるのかなと。いろいろなものの中に「地域の実情

に応じて」と書いてあるのですが、この地域というのは非常に幅広いものになっているよう

な気がしているのですが、もう１つは、地域だけでなくて、学習の内容、学習というのは教

育要領と保育所保育指針と合わせてですが、その内容に応じたものであることが望ましいと

いう文言がどうしても必要になってくるのかなという気がしているのですが、その点に関し

て無藤先生や秋田先生の御意見をいただけたらありがたいと思っているのですが、いかがで

しょうか。 

○秋田委員 １点目の補足です。先ほど言われた新聞に関しましては、私も異議申立てをい

たしまして、昨日、そこの園長の先生方も何か話し合いをされたそうです。あの報道は公式

な見解ではなくインフォーマルな会話がそのまま新聞記事に載ったものであって、区で確定

したものではないというような話をそこで聴きました。私もインフォーマルに聞いた話では

ございますが、少なくとも今取り上げられた、区においても幼稚園教育要領、保育所保育指

針をきちんと守られた形で、教育に責任を負っている校長先生、園長先生たちはなさると伺

っております。ですので、まずその点は正しい情報を出した方がよろしいかと思いますので

補足させていただきます。 

そして、10 ページ目ですが、現在の「小学校就学前の」という表現よりは、「生涯学習の

基盤となる幼児教育・保育については、子どもの最善の利益の立場に立ち」というような形

で、やはり幼児教育・保育が単なる小学校の準備教育だけではなく、生涯学習の基盤である

というような表現を入れていただくのが今の若盛先生の御意見に補足することになるかと思

います。 

あともう１点申し上げれば、８ページ目の一番下の○ですけれども、細かく御意見を出さ

せていただいたつもりですが落ちておりました。下から３行目「成功例やベストプラクティ

ス」と片仮名でわざわざ書いてあるのですけれども、保育におけるベストプラクティスとい

うのはなく、あくまでもモデルはあっても、それぞれの地域の実情において、そこに応じた

最もよいものがあるので、全国的なベストプラクティスなるものの事例集というのはあり得

ないと思いますし、ここは「成功例とベストプラクティス」というのは、わざわざ片仮名語

をここで使う必要もないのではないかと、細かなことですが思った次第です。 

以上です。 

○無藤座長代理 新聞報道のことは秋田委員のおっしゃるとおりではないかと思いますけれ

ども、私の聞いている範囲では、５月から自治体できちんとした検討に入るということで、

こんな席で言うことではないのですが、私は実は関わりがあるので、そのとおりだと思って

いますけれども。 

それは別として、地域の実情に応じてということが最優先で、地域が主体となれば何でも

いいということは当然ないわけで、いろいろなところに幼稚園教育要領及び保育所保育指針

の理念を踏まえてとなっております。だから、改めて記述をするならば、特に教育基本法第

11 条と学校教育法第 22 条で、それぞれ幼児期の教育について、あるいは幼稚園教育の目標



 

 11

・目的というものが明記されていて、今、秋田委員のおっしゃったような方向ですよね。で

すから、そこは特に教育基本法第 11 条というのは保育所も当然ながら含んだ広い意味ですか

ら、やはりそこをもう一度どこかで強調されて、それを満たした上で、地域の実情というの

が入るという確認があればいいかなと思いました。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。この委員会では、基本的に既にそういう前提でやっ

ておるというふうに認識をしておりますので、読み間違えをされないようにどこかを強調す

る必要があればというあたりで今の御意見を集約させていただきたいと思います。 

ほかの観点、あるいは今の追加のところで何かございますでしょうか。 

○森委員 11 ページのところに「今後のスケジュール」というのが３つ書いてございます。

これは 22 年度までに 2,000 ヵ所という大きな課題を与えられて、そこにどういうふうに到達

をするかという、そういうプロセス、工程表というのがなかなか見えてこない。もちろん「安

心こども基金」とか、いろいろないわゆる制度的な資金を使ってやっていくということに対

して、それは１つの方向としてあれですけれども、もう１つそこに、例の社会保障審議会の

少子化特別部会という、例えばそこでのいろいろな議論がある意味では見えてこない。そう

いうところでどういうふうに調和をしながら、先ほどからお話がございますように、子ども

の最善の利益ということ、これを例えば私どもは保育所指針とか幼稚園教育要領を含めた中

で、地域の実情に応じてこれをやっていかなければいけない。そういうことの工程というの

は、ある面どこで担保するかということをぜひお教えいただきたいというふうに思うのです

が。 

○山縣座長 これにつきましては、事務局の方、あるいは厚生労働省の方から何かいただけ

ますか。 

○今里保育課長 今御指摘のございました社会保障審議会の少子化対策特別部会、先般は第

１次報告というものを出しまして、この場でも御紹介をさせていただきましたけれども、今

後、具体的な詳細制度の設計ということに新年度から入るという予定にしているわけでござ

います。特に今御指摘がございましたように、そちらでの検討というものが一方で進んでい

る中で、比較的短い期間に認定こども園というものを進めていこうということとの整合性と

いいますか、どこを見ていったらいいのかという御指摘かと思いますけれども、少子化対策

のための社会的な基盤の整備ということは、いずれにせよ基本的な考え方として示されてお

りますのは、質の確保された量的な拡大ということと、それから多様なニーズに応えるとい

う２点が大きな基本的な考え方として示されているところでございます。ですから、具体的

な制度の検討に入っていくということではございますけれども、基本的に認定こども園に今

回この報告でもおまとめいただいたような理念に基づいて拡大していくという方向に当たっ

ては、齟齬が生じるものではないと思っているわけでございます。 

他方、具体的にどうするかということは、今後のスケジュールの中にも「保育制度改革の

方向性を踏まえ」とい文言が多数出てくるわけでございまして、そこのところは横をにらみ
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ながら進めていくということになろうかと思います。お答えになっているかどうかわかりま

せんけれども、以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。吉田（裕）委員代理。 

○吉田（裕）委員代理 兵庫県でございます。特に自治体の立場からしますと、全国であと

２年間で 2,000 ヶ所。目標ではございますが、それを決意をもって普及していきたいという

立場から２点だけ御意見を申し上げたいと思います。 

１つは、５ページの財政支援の充実でございます。文中には、認定こども園創設による新

たな財政措置が講じられたと。これは御案内のとおりでございますが、特にその下のあたり

の「これらの財政措置を実施するに当たり、現場の実情を十分配慮して」云々と。報告書の

盛り込みはこういうことになろうかと思います。基本的な方向はこれでありがたいと思って

おるのですが、実際、もっとこれを具体的に、例えば補助金ベースで見た場合に、本当にこ

ういうことが伴っているのかどうか。例えば、まだわからないんですけれども、幼稚園型の

保育所機能部分への運営補助、あるいは保育所型の幼稚園機能部分への運営補助につきまし

て、例えば保育所の運営費負担金でありますとか、私学助成並みの単価になっているのかど

うか。そういったことはまだわかりませんので、ぜひ進めていく立場からいたしまして、そ

ういう並みの、あるいは並み以上の補助金の単価を設定していただきたいと思います。 

それから、施設整備につきましても、別添 12 ページで御説明があったわけですが、幼保連

携型への移行、あるいは幼稚園型・保育所型への移行という表現になっておりますので、幼

保連携型を目指すということは最終目標としては掲げられておるわけですが、それに至るま

での保育所型あるいは幼稚園型を目指す場合の施設整備につきましても、実務上の話なのか

もわかりませんが、ぜひ御留意いただきたいという思いです。 

自治体としましては、各事業者に説明、普及を働きかけていく場合に、財政支援措置が講

じられているかどうかというのは大きなポイントになりますので、ぜひいい説明ができるよ

うにバックアップをお願いしたいと思います。 

それからもう１点は、８ページあたりですが、成功例、先ほども話が出ておりましたが、

やはり認定こども園が創設された意味は、保育所でもなし得なかった、あるいは幼稚園でも

なし得なかったことを認定こども園ができるんですよということについて、もっと積極的な

ＰＲをやるべきかなと。もちろん都道府県でも一生懸命やっておるのですが、国をはじめ、

全国的なＰＲがこの部分でちょっと弱いように思いますので、もっと全国的な取組もできる

ような表現が盛り込めないかなと。その２点でございます。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。池本委員、どうぞ。 

○池本委員 今出た意見は私もそのとおりだと思いまして、やはり今回、議論をずっと見て

いますと、 具体的な事務手続きの問題とか、自治体の立場からはあったのですけれども、保

護者などから見て、そもそも認定こども園が知られていないとか、どういう魅力があるかと

いう、 そのおもしろさなどが伝わっていないということで、一応ここに問題点として、制度
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の普及啓発が不十分とあるのですが、それに対する対応がいま一つ報告書に弱いかなという

のは私も感じていました。 

それで、私がこの間御紹介したイギリスの総合施設の資料などを見ますと、保護者向けに

総合施設とは何なのかというパンフレットが非常にわかりやすく出ていまして、そこでおも

しろかったのは、別に真面目に子育てというふうに構えていくのではなくて、ちょっと疲れ

たから総合施設にあるカフェに行って、そこの人たちと話すことですごく助かったというよ

うな保護者の声ですとか、そういう具体的な保護者の目とか、あるいは社会的にどういった

意義があるのかといったことをコンパクトにまとめた情報発信を、政府レベルなのか、ある

いは都道府県レベルなのかわからないですけれども、今はホームページに載せておけば誰で

も見られますし、そういった広報にも力を入れるということをどこか一言盛り込めないかと

いうのは私も感じました。 

それから、それに関連してですけれども、８ページのところで具体的に認定こども園が何

をするかというメニューが出ていたのですけれども、これを見ても、どちらかというと結構

真面目な書き方がされていて、保護者から見ると、もう少し違うことがしてもらえないのか

なというのがあります。それが２点あって、１つが、親の生活をもっとサポートしてもらえ

ないかということで、イギリスの総合施設では、そこにかなりウエートを置いていまして、

例えば就職に関して悩んでいる親に、認定こども園に行くと何か関連の情報が得られるとか、

あるいは、ちょっとリフレッシュしたい親のためにヨガの教室があるとか、それは必須であ

る必要はないのですけれども、そんなことをやってもいいんですよということを認定こども

園を考えている人たちに働きかけられないかなと思いました。 

それからもう１点、親から見てあったらいいなと思うのは、子どもの家庭教育の充実につ

ながる活動ということで、園だけではなくて、家庭で何をしたらいいかということなのです

が、今セールスでいろいろなお稽古ごとのチラシとか通信講座の案内などがくると、親は右

往左往して、どうしていいかわからなくなる状況があると思いますので、そこに対して、認

定こども園に行ったら、こういうおもちゃで遊べばいいんだということがわかったり、おも

ちゃの貸出しをするとか、あと親子教室のような親子で一緒に学ぶようなことを通じて、親

が家に帰って何かできるという、そんな親の家庭教育支援と親の生活全般の支援という２項

目を、このメニューの中にもし可能であれば挙げていただきたいというふうに思いました。 

以上です。 

○山縣座長 保護者視点、親に対するわかりやすい内容にというのは、報告書の本体である

か、別途工夫するかというのは、これはまた考えどころかと思いますけれども、その必要性

というのは恐らく皆さん方に御理解いただけるのではないかと思います。ありがとうござい

ました。 

○渡邉委員 関連してというか、認定こども園は７ページのところから子育て機能を高めて

いくという形で入ってはいるのですけれども、実際には、５ページの財政支援のところで、

子育て支援については一層の拡充に努めていくべきであるという話で止まっています。今、
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池本委員が言われたように、保育園とか幼稚園という話が出てくると、子育て支援というと

ころで、在宅ママという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、育休のお母さんたち

も含めて、在宅で子育てしている人の居場所がなかったり、幼稚園に入るまでの間、子ども

をどうしてくかというところで、事業としては、つどいの広場とか、一時保育とか、いろい

ろな充実が図られてきているのですが、ただ、認定こども園というのはそこをどういうふう

に出していくかということになります。横浜市の次世代のアンケートでも、幼稚園・保育園

のことはもちろんあるんですけど、子育てをして子どもの成長がすごく感じられたとか、子

育てを通して自分も成長できたとか、そういうところの数字がすごく高いです。では悩みは

何ですかといったら、子どもとの過ごし方とか遊び方がわからない人が 35％ぐらいいたり、

自分の自由な時間が持てないという人が 51％いたり、子育て中の人同士の交流がなかなか持

てないというのが 52％いたりとか、それから、どんなサポートが欲しいですかといったら、

子どもを遊ばせる場や機会の提供というのが 74％あるとか、実際に数字がアンケートから出

てくると、そういうことを認定こども園がきちんとやろうとすればするほど、子育て支援機

能に対して、どういうやり方がいいのかというのを考えていくということは大事かなと思っ

ています。 

それからもう１つが、９ページにある資格のことですけれども、これも別に報告書がどう

という話ではなくて、最近、ある幼稚園の資格を持っているお母さんと話していたら、「先

生、私、教員免許の更新の時期がきたときに、子どもがいるのにとても 30 時間も講習なんか

受けられない。幼稚園とかどこかに子どもを預けて、30 時間受けられないと、働こうと思っ

てもすぐに働けないんです」という言い方をされました。保育士と幼稚園教諭というのが、

養成段階では同じように扱われるのですが、例えばといったときに、幼稚園で働き続けてい

る人はたぶん 30 時間の研修をやるんですけど、一回幼稚園を辞めて育児に入った人たちは、

子どもがそばにいながら 30 時間の研修を、それもお金を出して、子どもをどこかに預けてな

んていう形で考えようとすると、幼稚園資格というのは、年がくるごとに相当数使えない人

が出てくるような感じがしています。保育士と幼稚園教諭がある意味では同じような資格だ

といいながら、認定こども園に働いている保育士が 30 時間研修の時間を確保するというのは

実際には大変だったりするのですが、こういうことも、本来的には国がやる制度なので、何

かしら考えていくということが必要ではないでしょうか。例えばこれは幼稚園の団体などが

考えることかもしれませんけれども、子どもを預かりながら、協会なり、どこか養成校で、

働いていないお母さんとか休職中のお母さんが講習ができるというのも必要があるかもしれ

ません。こんなことも含めて考えると、今、幼保一体化というか、認定こども園という議論

をしている中で、どこかしら制度上、これから幼保で先分かれていくようなことが想定され

るならば、そこをどう修正していくかということは視野に入れて議論された方がいいのかな

ということを考えています。 

○山縣座長 ありがとうございました。後半の方は、今日は文科省の方も来ていただいてお

りますので、またトータルな研修の中でお考えいただくということかと思います。認定こど
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も園の方にも幼稚園教諭の先生方が当然いらっしゃいますので、そこに対する配慮はそこか

ら並行的に出てくるということではないかと思います。ありがとうございました。 

それから、私、座長で余りしゃべれなかったので、今日は少しだけ言葉を挟ませていただ

きたいのですが、前段で言っていただいたところ、また委員の方から御指摘があった部分に

ついては、私も報告書案で、座長としてではなくて、一委員として少しお願いをしたところ

です。それは、保育所と幼稚園については、子育て支援機能が相互に努力義務ということに

なっておるわけですけれども、努力義務と努力義務を足すと義務になってしまうという構図

になってしまっている点についてです。どこまで具体的に書けるかというのは、それは事情

がありますので、私はこれで少し前進したのではないかというふうに思っております。今の

は一委員としての見解ですので、よろしくお願いします。 

では、ほかに。安藤委員、どうぞ。 

○安藤委員 前回も申し上げたとおり、子育て機能の強化ということで、７ページの④のと

ころに、父親も子育てに主体的に関われるようになることを含めて、親自身が育ち合う場の

提供というのを入れていただいたのは非常に評価したいというふうに思います。ただ、先ほ

どの池本委員の関連になりますけれども、父親は育児をどうしていいかわからないという方

が非常に多くて、しつけとか教育もありますけれども、そもそも家事が全くできないとか、

そういう方がどういうふうに家庭生活をよりよく、楽しく育児、家事をやっていけるかとい

う部分において、やはり生活支援とか、家庭教育支援というのは非常に大事だなと私も思い

ます。具体的に言うと、認定こども園でお父さんが朝食をつくれるような何か講座をやると

か、そういった複合的な支援のカリキュラムといいますか、親もここで育っていく。そこを

明確にすることで、それがＰＲポイントの大きな１つになっていくのではないかというふう

に考えています。 

あと、労働行政との連携というお話もありましたとおり、やはり父親は長時間労働という

縛りの中で家庭生活をしなければいけないので、こういったワーク・ライフ・バランスとい

う文脈の中で認定こども園をどう位置づけるか。そのためには、やはり働き方の見直しとい

うのを、個人の意識もありますけれども、企業等に対する啓発をぜひ政府の方から働きかけ

てほしいというふうに考えています。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。重要な御指摘かと思います。ワーク・ライフ・バラ

ンスに関して、ここでは余り議論できていないというのは確かだと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

○池本委員 先ほど言い忘れて、今お話を伺って思い出したのですけれども、認定こども園

が何をやるべきかといった場合に、どうしても日本は施設の側で全部考えようとするのです

けれども、もっと地域の人とか親に直接聞いてサービスを考えることで、意味のあるサービ

スが提供できて、結局、お金もむだにならないですし、また、お金をかけなくても、それだ

ったら私がやりますという親がどこかから出てきたり、地域にあの人がいるからやってもら
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えるかもしれないということで、いろいろお金をかけずに、かつ親のニーズに合ったものが

できると思いますので、そこはもちろん財政的支援は必要ですけど、それがないからできな

いということではなくて、もっとみんなでつくっていくような活動も、意見を聞くという視

点も入れていただきたいというふうに思っております。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

○若盛委員 先ほどと関連しているのですが、４ページの最後の５番目の○ですが、やはり

どうしても「子どもの最善の利益」という部分にこだわるんですけれども、今回これがこの

まままとめられていってしまうことで終わると、現場としては、先ほど秋田先生もおっしゃ

っておりましたけれども、ベストプラクティスというか、成功例というものの目標が見えて

いかなくなるのかなという気がするんです。実は、先日、公立の園長先生とお会いするとき

がありまして、いろいろな話を聞きましたら、某公立、東京都ですが、保育の中でいろいろ

な、してはいけない条例があると。散歩に出るのに、保育園は散歩ということはできるけれ

ども、幼稚園は出られないので、区に報告書を出して許可をもらってからでないと出られな

いんだと。それから、生ものは食べられない。野菜をつくっても、果物があがっても、必ず

湯通しをしてからでないとダメですというふうに言われている。それから、附属などですと

校庭がないので、小学校の授業時間や中学校の時間割に合わせて、これから外に出られます

よというようなことがあったりする。本当は外に出してあげたいのに、附属だったり、地域

に庭がなかったりするとなかなか難しいことなので、本当にどうしたらいいか困るんですと。

それで、幼保一体にやっているのですけれども、保育園はいろいろな制約が余りないので行

かれるけど、幼稚園は難しいので困るんです、これから認定としてどうしたらいいんでしょ

うというような相談などをお聞かせいただいたりしていたんです。やはり現場では、これか

らの最善の利益と言っている「子どもの最善の利益」とか、その下にある「乳幼児期に最も

ふさわしい生活の場の保障」という、そういう文言が公然と出てくるにもかかわらず、現場

の中では目に見えない部分でのいろいろな制約がどうしても今までは多過ぎる。そうしたい

けれども、できないことでの何か方法はないでしょうかという相談などもいただいたりして

いるのですが、その辺のことについて、どのように対応していったらいいのかというのが正

直なところです。何かいい方法は。今回で検討会は終わりですといった場合の、更に現場で

安心して取り組んでいかれる対応などができないものなのかどうかということをちょっとお

聞かせいただければと思っております。 

○山縣座長 これにつきましては、先ほどの秋田委員と若盛委員のやりとりのところにもあ

りましたように、この報告書の中に細かいことは恐らく書けないだろうと。しかし、今後、

優れた取組とか、子どもにとって望ましいような実践があれば、それをわかりやすく現場に

も伝えていく。恐らくそういうところではないかと個人的には思っておりますが、特にその

点に関して、皆さん方の方で何か追加の御意見がございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 では、今の若盛委員の提案につきましては、委員の御意向に配慮しつつ、若干の修正をし、
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なおかつ次のところでしっかり現場に伝えていくもの。それは、先ほどありました子育て支

援などもきっと共通だと思いますので。ありがとうございました。 

○森委員 これは自治体の立場で、５ページの一番最後の○ですけれども、「集中重点期間

後の平成 23 年度以降の財政支援の在り方については、保育制度改革に係る検討を踏まえてさ

らに検討すべきである」と。一方で、11 ぺージの今後のスケジュールの一番最後の○のとこ

ろには、「保育制度に係る検討にあわせて、必要な見直しを実施すべきである」と。私ども

自治体は、これはぜひ進めていこうと、いかにしてＰＲも含めてやっていこうかと。そうす

ると、例えば集中期間が終わって梯子を外されてしまったら、やはりせっかくの方向という、

しかもまた、最終的には幼保連携に収れんしていくという方向性がここの中にも書いてある

のですけれども、そういうことを担保するものがないと、別に財政的にどうこう云々という

ことよりも、何を私どもはよりどころにしていったらいいか、そういうことをぜひ示してい

ただくような、先ほど冒頭にもお話ししましたように、今後のスケジュールの工程表という

のは、こういうふうになっていくのだから地方はがんばれよとおっしゃっていただければ、

先ほど兵庫の吉田委員もおっしゃいましたように、何かそこでもう一つはっきりしないもの

があるのではないかというふうに私感じましたので。 

○山縣座長 ありがとうございました。駒村委員、お願いします。 

○駒村委員 今のことに絡めて。 森委員のおっしゃることは全くそのとおりだと思います。 

５ページの①の最初の○では平成 22 年度までというふうに書いてあるわけですね。だから、

これだと自治体にしろ、施設にしろ、本当にこれに乗ってしまって大丈夫なのかという不確

実性を感じるわけです。一番最後に、御指摘のとおり、財政支援については、保育制度全般

についてということで、子育て向けの財源の安定、財源の確保というのが、認定こども園も

含めての財源の議論につながってくると思いますので、なるべく早く安定財源の見通しにつ

いても議論を国にやってもらわないといけないだろう、こういうふうに思います。 

○山縣座長 ありがとうございました。吉田（敬）委員、お願いします。 

○吉田（敬）委員 この４回、５回の協議の中で、認定こども園の方向についてわからなか

ったことがずいぶん見えてまいりました。例えば、その中で財政的な支援、機能に対する支

援をしていくという方向性、あるいは、空き教室がたくさんあると言われている私立幼稚園

が、もしこういったところに参入するといったときに二の足を踏むことで、幼稚園型にした

ときに、将来どういった支援があるのだろうか、あるいは幼稚園型から連携型に移行しよう

とするときに、そういうことを目指しても、結果としてはいろいろな障壁があって難しいと

いったところについても、例えば７ページの１つ目の○に、３～５歳のみを対象とする部分、

あるいはその次の○のところに潜在的な待機児童を考えるんだというような、細いかもしれ

ないが、１つの可能性を私どもは感じます。特に幼稚園型に対する財政的な支援というのは

大きな重さを持っていると思うのですけれども、2,000 という数字がそんなに遠くない。私

も私立幼稚園を経営する者として、そんなに遠くない気がいたします。 

そこで、では自分がもしやったときにという際に引っ掛かるのは、今、何人かの委員さん
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が言われた、23 年度以降はどうなるのかということ。財政的なことが多いかと思いますし、

その考え方についてもそうですが、やるやる言っていて、さあといったときに、後は御自由

にといったのでは、これは幼稚園型になった人が後で苦労するだけで、これはちょっと困る

なというのが１点。 

もう１点は、この委員会の中でも、一番最初に子どもの最善の利益ということを何度も、

それが一番大事だという皆さんの考え方はあるのですけれども、子どもの最善の利益とは何

だろうと思うんです。私どもがもし参入したときに、例えば保育所部分の開所時間が 11 時間

しなければいけないのかなと。あるいは、11 時間しないと認可されないのか。あるいは、保

育所機能の部分に対して 11 時間しないと公的なそういう支援が受けられないのか、こんなこ

とを思うんです。私は、親と子どもが共に過ごす時間がとても大事だ。それが子どもの豊か

な育ちにつながるし、最善の利益を保障していくということにもつながっていくのだろうと

いうふうに思います。そういうことを考えたときに、そんな 11 時間という時間は私どもには

どうしても引っ掛かる。せめて８時間ぐらいじゃないの、こんな意見もかつて出させていた

だいた記憶はあるのですけれども、この８時間というような開設時間、保育所部分が規格に

合わないから一切そういった公的なところからは無縁ですよということになるのか。そこら

辺のところが、私どもの願いとしては、８時間程度の開設であっても、こういった幼稚園型

といったものが進められるんだと、そういうふうになるといいと思っております。 

○山縣座長 ありがとうございました。 今の吉田（敬）委員の御意見ですけれども、国とし

ても、やはり子どもの最善の利益を図っていただくという視点、現場にだけでなくて、国の

方にも持っていただくということは何かというと、恐らく梯子を外さないということではな

いか。国自身に梯子を外されたら現場が右往左往して、子どもに不利益になるということだ

と思いますので、これは各省庁の方にお願いをしたいと思います。 

それから後半の件につきましても、保育制度改革との関係で今いろいろな議論がされてい

るようでございますので、この報告書に書いてあるように、両方にらみながらということに

なろうかと思います。 

○長田委員 幾つか確認をさせていただきたいと思うのですけれども、７ページの上から２

つ目の○のところの「待機児童が顕在化をしていない市町村においても、潜在的な待機児童

が見込まれる」というのは、どうやって見込むのでしょうか。顕在化されていないのに潜在

的なものが見込まれるという、その状況が私はよく浮かばなくて、どうやって潜在化してい

るものが見込めるというふうに考えられて、そこを、まだ潜在的なのに、既に保育所の認可

をやってしまえというようなことを書いているのかというようなことがよくわからないので

すが。 

それからもう１点、10 ページの上の方で、客観的基準による指定制、これは今、新しい第

１次報告で出されている内容ですが、今の保育所改革といいますか、新しい考え方、制度設

計にいて、客観的基準（最低基準）による指定制を基本としつつ、検討することとされてい

ると。認定こども園における保育機能についても、同様の参入の仕組みというふうになれば、
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認定こども園における客観的基準の在り方などを検討していく必要があるということは、保

育所の客観的基準（最低基準）とは別に、認定こども園における客観的基準を設けようとし

ているという意図がここに含まれているのかどうか。そういうふうに読めなくもないので、

でも、たぶんそうではないんだろうと思いながら、ちょっと御確認をさせていただければあ

りがたいかなと思いまして、よろしくお願いいたします。 

○山縣座長 今の２点、事務局の方で何かお答えいただけますでしょうか。 

○今里保育課長 １点目の待機児童の顕在化と潜在的な待機児童の話でございますけれども、

これは社会保障審議会の少子化対策特別部会の方でも、待機児童が顕在化していない場合と

いうものが市町村のいろいろな事情によって生じているということが指摘をされたわけでご

ざいます。その場合は、待機児童という調査をかけても、数字としては出てこないけれども、

社会的な人口の移動でありますとか、あるいは生まれてくる子どもの数、あるいは就業の希

望、そういったものなどのほかの数から見まして、恐らく潜在的な待機児童というのはある

だろうというふうに、かなり客観的に見られる場合というのが存在し得るということでござ

います。ですから、「潜在的な待機児童」という言葉が、待機児童という数では出てこない

ではないか、どうはかるのかということでありますけれども、これは保育需要というものが

見込まれるというふうにお考えいただければ、よりイメージがわきやすいかと思います。 

それから、もう１つの 10 ページの方でございますけれども、客観的基準（最低基準）よる

云々というところでございます。これは、現実に認定こども園における認定の基準として都

道府県でお決めいただくものについての参酌基準というものは、国の方でお示しをしている

わけでございますけれども、その時点で幼稚園、保育所それぞれの認可の基準とは多少違う

ところもございます。それとは別の話として、ここのところで言わんとしていると思われま

すのは、客観的基準（最低基準）というものを、認定こども園を認定する、あるいはそれぞ

れの認定こども園となっている幼稚園や保育所を認可するというときの客観的基準というも

のを、認定の仕方として、単なる数字などではなくて、何と何を要素として入れていくべき

なのかとか、そういうことも含めての在り方ということだとお考えください。つまり、客観

的（最低基準）というふうにございますけれども、ここのところは国で示している児童福祉

施設最低基準というものが今は当然最低基準としてあるわけですが、他方、認可基準という

ものは認可権者において決められているわけでございます。それが当然違う性格のものとい

う部分もあるわけですから、そこのところを実際、認定こども園の客観的基準というものを

どういうセットしていくのかという意味で、在り方をどうするのかという表現であるという

ふうに考えております。 

○山縣座長 長田委員、よろしいでしょうか。 

○長田委員 はい。 

○山縣座長 ありがとうございます。今日は最終回ですので、できたら声を忘れないように

全委員の声を聞いて帰りたいのですが、今、あと猪熊委員と田村委員と吉田正幸委員の声を

忘れそうな状況になっておりまして。田村委員、何か御感想なりございますか。 
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○田村委員 ちょっと所用がありまして遅参をいたしましたので、今日は遠慮申し上げよう

と思ったのですけれども。基本的に、私はこども園についての検討をされている流れ、幼稚

園型と保育園型の幼保連携型という、これは正しい方向ではないかというふうに思っており

ます。すぐに全体がというのではなくて、形としては、そういう幼保連携型が、こども園が

考えている考え方に一番適切に対応しやすいなと。実際、自分でやっているところがそうな

ものですから、そういう実感があるのでそんな感じを持っておりますが、 更に、その議論の

中で個人的に感じていることですが、これはいろいろ難しい問題があるようですけれども、

保育園に係っては、やはり「客観的基準(最低基準)による指定制を基本としつつ」と 10 ペー

ジに書いてありまして、これはそのとおりにぜひ実現してほしいなと。つまり、いろいろな

状況で保育所の認可というのは障害が大変多いんです。ですから、一定基準をクリアしたら、

それは指定制という考え方で自動的に保育所として認められる。そういうことによって、今

の待機児童もはっきり言うとずいぶん変わってくるんじゃないかという気がします。待機児

童がないと言われる地域で待機児童がいるという実態は間違いなくありますので、現場に近

いところの感覚で言うと、指定制をできるだけ早く、いろいろな御事情があるようで難しい

みたいですけれども、ルールとしては、そういうルールをきちんとしておかないと、子ども

の最善の利益をうたった委員会としては、そのルールだけはきちんとしておいた方がいいん

じゃないかという実感を持っております。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。吉田正幸委員、いかがですか。 

○吉田（正）委員 私もなるべく静かにしていようと思ったのですが。前回欠席したもので

すから前回の空気がわからないので、この報告が変わる変わらないは別問題として、ちょっ

と個人的な意見を。個別の話と少しマクロな話を申し上げたいと思います。 

１つは、５ページで先ほど来ずいぶん議論になっていました一番下の○の 23 年度以降の財

政支援の在り方については更に検討すべきと。個人的にはそこに「充実する方向で」とか何

か、担保はできないでしょうけれども、何かそういうニュアンスを一言入れていただいた方

が、不安の解消にとってはいいのではないかと個人的には思っています。 

それから、６ページの一番下の、これはまた後でちょっと申し上げますが、幼保連携型に

集約していく方向で進めるということで、前回、委員の皆さんの合意があったのかどうか私

はよく知らないのですが、これは後でもう１つ申し上げたいと思います。 

それから、８ぺージ、⑤の質の維持向上への対応の最初の○のところなのか、今後の課題

なのかわかりませんが、メールでお願いはしておったのですけれども、教育要領と保育指針、

しかし、認定こどもはそれをトータルにやるということなので、別に日本じゅうの幼稚園、

保育園を含めて教育要領と保育指針を一本にする必要は当面ないかもしれませんが、認定こ

ども園に関しては、運用上、教育要領と保育指針を何か統合化したものを行政レベルでつく

っておいていただいた方が本当はやりやすいのではないかというふうに思っていました。 

ここからが意見でございますが、理念に関連したお話で、再三申し上げたことだと思いま

すけれども、先ほど山縣座長もおっしゃったように、子育て支援はなぜ義務なのかというこ
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とをもう一回押さえる必要があるのではないか。先ほど池本委員がイギリスの例を出されま

したが、イギリスの総合施設チルドレンセンターはもう１つこういう言い方をしていまして、

センター・フォー・チルドレンズ・アンド・ファミリーズということで、もう１つ言えばコ

ミュニティもあるかもわかりません。子どもと家族と地域のためのセンターというところで、

そのためのさまざまな機能をいかにインテグレート（統合）するかという視点でベースを本

来は制度設計で議論すべきであったのではないかという気がいたします。それと同時に、義

務でありながら、必ずしも財政措置が十分でない。恐らくそれは子育て支援自体が、認定こ

ども園も幼稚園も保育園もそうですが、もう一つ捉えどころのないものがあって、そういう

意味では、子育て支援機能の評価の指標開発みたいなものを何かやらないとだめなのではな

いかというふうに思っています。 

それからもう１つは、これも何度も申し上げたことですが、やはり理念としてソーシャル

インクルージョンという視点を強く出すべきだと私は個人的に思っていまして、大げさに言

えば、人類の歴史上、まず人種による差別をなくしていく。それから、男女の性差の差別を

なくしていく。それから、ある意味で定年とかを含めた意味で年齢による差別をなくしてい

く。年齢によるということでは、先ほど報告の中には、３、４、５歳児の保育所認可も可能

にというのがありましたが、私は別にそういう狭い捉え方をしなくてもいいのではないか。

別に年齢で区切る必要はなかろうと思っているのですけれども。それから、本来のこども園

総合機能で言えば、いわゆる就労の有無、形態にかかわらずということだと思いますし、子

どもがいる家庭の所得の高い低いにかかわらずということだと思いますし、核家族、大家族、

ひとり親家庭を含めて、家族類型の違いにかからずということだと思いますし、障害の有無、

程度にかかわらず、いろいろな意味でのソーシャルインクルージョンという視点をもっと徹

底すべきではないかと個人的には思っています。 

それから、これも全く個人の意見ですが、私は類型はなくした方がいいと思っていまして、

結局、今の認定こども園というのは幼稚園制度と保育園制度が厳然とある上で、何とかその

上に少し総合的な機能を乗せたということで、類型というのはまさに施設認可に着目したよ

うな類型だと思います。しかし、何とか型認定こども園と、認定こども園は国が指針で示し

た基準に基づいて都道府県が条例で認定基準を定めてという、ある意味で別に認可施設にか

かわらず、機能により着目した、それが何とか型認定こども園で施設認可と機能認定とが混

在をしている。しかし、徹底してきちんとした基準をつくっていれば、別に施設が何であろ

うと、各県の認定基準をクリアしているという意味では同じ総合機能を持っているわけです

から、別に母体の施設が何であろうと、むしろ類型で分けるべきではないのではないかと個

人的には思っています。ただ、施設に対する公費投入は、社会福祉法人、あるいは学校法人

という、より公益性の高い法人であるのか、全くの株式会社であるのかというのは、国のお

金を入れる場合は、憲法問題等もありますので、それは別問題としても、機能に着目すれば、

私は幼保連携型に集約するということに個人的にはそれほど必然性を考えていないというこ

とと、先ほどの保育制度改革で指定制が導入されると、ますます認可保育所であるかないか
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という意味は薄らぎますので、そうすると、幼稚園型認定こども園の保育所部分が指定を受

ければ、幼保連携型認定こども園と事実上ほとんど変わらないということにもなり得るわけ

ですので、私は類型の必要は余りないのではないか。むしろ多様で豊かな、質の高い機能を

いかに発揮できるかという新しい機能基準をもう少しつくっていくべきではないかという気

がいたしております。 

あと細かい話をもう１点だけ申し上げますが、国の指針に基づいて、各都道府県が認定基

準を条例でつくっていますが、かなりばらつきがあって、例えば幼稚園型であれば、３、４、

５歳児の保育所機能利用部分はしっかりとした調理室がなくてもいいとか、あるいは逆に保

育所型認定こども園の園庭は、いわゆる幼稚園設置基準が求める園庭ほどでなくていいとか、

 あるいは幼保連携型の幼稚園と保育園がかなり離れていても認める県もあれば、事実上離れ

ていれば認めない県もあるということで、それは自治体の事情ですからいいのですが、それ

をもう少し整理をしなければいけないのではないか。恐らくその状況を把握されているのか

どうかすら私はよくわからないのですが、各都道府県の認定基準のほとんど共通した部分と、

各県の個性というか、違いがある部分と、その辺が実際、各県の認定の数に比例する、比例

しないも含めて、もう少しそこを精査していただきたいということと、やはり機能認定だと

いうことをもっと周知していただきたい。 

これは変な例ですが、九州のある県では、認定を取るためには、例えば保育所団体の了解

がないと認定が出せないみたいな話があるわけです。それは、確かに認可するしないという

のは、基準を満たしても認可しないことはあり得ますけれども、基本的に機能認定ですから、

機能を満たしていれば認定が下りるはずですが、実際にはそうでない地域が存在する。その

ことも含めて、都道府県の認定基準の在り方ももう少し検討しなければいけないのではない

かというふうに思います。 

また、報告書案を細かく見ていないので見落としがあったら御容赦願いたいのですが、先

ほどの議論にも関連しますけれども、こども園とか保育制度だけじゃなくて、基本的に働き

方の見直し、ワーク・ライフ・バランスはここで決める話ではありませんけれども、やはり

報告としてはそちらの方も進めていただかないと、先ほどの吉田敬岳委員のように、11 時間

の保育、ちょっとニュアンスは違いますが、しかし、その問題を踏まえると、当然期待とし

てはワーク・ライフ・バランス等を並行して進めてほしいというのは、やはり報告書として

は要るんじゃないかと思います。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。いろいろな角度からの御意見でしたけれども、基本

的には我々が議論してきたところを更に強化するとか、今後、報告書以降で更に継続すべき

ということが多かったのではないかと思います。今の点につきまして、各委員、何かござい

ますでしょうか。中盤の辺で言われた部分、都道府県等につきましては、私の方からも何回

目のときに条例とか規則とか告示等の資料を提示させていただいたことがありますけれども、

そういうものをもう少し丁寧に、優れた都道府県レベルの取組ですよね。ここの中に書いて
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あるのは実践現場の優れた取組という視点が多かったのですけれども、どういう制度支援等

を都道府県がやっておられるのか。その中で全国に普及できるようなものについては吸収し

ていただいて全国レベルに戻していただく、そういうことをお願いしたいと思います。 

駒村委員、どうぞ。 

○駒村委員 先ほど７ぺージにあった２つ目○の待機児童の課長から御説明があったところ

ですけれども、やはり待機児童が顕在化していないで、 つまり潜在的な待機児童とか、何か

倒置みたいな感じもしますので、確認をするためには「潜在的な待機児童」の後に括弧で「保

育需要」とか、明確にした方がいいんじゃないかと思います。最後ですので、だめ押しとい

うか、しつこいようですが補足でコメントしました。 

○山縣座長 安藤委員。 

○安藤委員 待機児童関連ですけれども、今年は、御存じのとおり、不況によって、都市圏

中心に入園申請が 30％増という状況で、大量の待機児童が発生します。個人的なことで、私

の第三子も待機児童になりまして、本当は明日から妻が就職をして保育園に預けようといっ

ていたのですけれども、内定を辞退して、当面、東京都の認証保育所ができるのを待つとい

う状況に今なっています。 

これに合わせて、私、第二子が今、学童保育の方に行っているのですけれども、学童保育

の待機児童も大量発生をしています。小１の壁というものですけれども、その１つの解決策

として、前回言えばよかったのですけれども、この認定こども園の施設等を学童保育に転化

する。つまり幼稚園組、早帰り組がああいったところを学童保育に充てるような、そういっ

た一種の有効活用というか、同じ地域の中に保育園も学童もあるわけですから、子どもたち

の育ちにとっても、今、地域の中でそういった縦のつながりがなくなってきていますので、

こういった場の中で、小学生が小さい子に接することがあれば、先般、愛知県であった担任

の先生を流産させようみたいな、そういった変な現象が、それに限らずですけれども、いろ

いろ子ども同士でも今、何か敵対するような関係が見られますので、こども園の中で、そう

いった子どもたちのコミュニケーション力というものをつけていくような、そういった機能

ができないかなというふうに思っています。 

○山縣座長 ありがとうございました。猪熊委員、何かございますか。 

○猪熊委員 報告書は、座長と事務局の方、御苦労さまでした。報告書は、これはこれでま

とまっていると思います。あと、今回の報告書とはちょっと外れることですけれども、やは

り保育所改革の議論が別にされていると、そちらを見ながら、認定保育園はどうしたらよい

かという話がございます。今回の検討会は、20 年度中に結論を得るという中でのまとめなの

で限界はあると思うのですけれども、保育所改革を含めて、やはり横串の議論が必要ではな

いかというふうに思います。今後、この検討会がどういうふうな形で子どもの支援の議論を

広げていくのかということになるかと思うのですけれども、横串で制度全体を見ての議論の

場が是非必要ではないかというように感じます。 

認定こども園に関しては、「教育と保育と子育て支援の機能を総合的に提供する」という
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理念は非常にいいことだと思っています。機能を重視するという点では、吉田委員が先ほど

おっしゃいましたけれども、機能重視の視点で広めていくということが大事ではないかと思

います。そうするには、やはり財源の問題、財政の問題が非常に重要なので、その意味では、

森委員がおっしゃったように、23 年度以降の財政の裏づけ措置が必要になると思っています。 

あともう１点、親の就労とか所得状況にかかわらず、教育・保育・子育て支援機能をきち

んと提供できるような、質の高いサービスが提供されるということが重要になると思うので

す。今、派遣切りはじめ、非正規労働者の雇用が非常に厳しくなっていて、共働きも増え、

それが待機児童増加につながっていると思います。所得の低い子育て家庭への援助が非常に

重要になってくると思うのです。そうすると、認可施設はもちろん、認可外施設も含め、子

どもを預けたいという家庭に対する所得保障をどうするかという問題が大きくなってきます。

そうした話も、やはり横串の議論の中でしていく必要があるのではないかということを、こ

の検討会の議論を通じて感じました。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。大体皆さん方の御意見を聞かせていただきまして、

できましたらこれぐらいで留めさせていただきたいと思うのですけれども、よろしいでしょ

うか。 

最後になりますけれども、頼りない座長をずっと助けていただきました無藤委員の方から

少し総括的なコメントを御発言いただいて、この会を終わりにしたいと思います。 

○無藤座長代理 今までの議論と関連することをまず２つほど。 

１つは、待機児童については、潜在、顕在という話がありましたけれども、実際問題とし

ては、待機児童というのは各自治体でどのように数えているかという細かいところを見ると、

ごく簡単に言えば、認可保育所に申請しているけれども、だめだった人の数ですが、実際問

題としては、そもそも認可保育園に申請してもむだだからあきらめている人たちが相当数い

るとか、そのうちの一部は無認可に回ったり、幼稚園の預かりに回ったり、そういうところ

に頼むんですけど、そういう人たちが例えば認可保育所ができると急に出てくるので、 待機

児童というのは見かけの数を減らしてもまた増えてくるという実情ですね。その辺はわりと

客観的に調べることができますので、そういう意味があるのかなと。ちょっと補足です。 

それからもう１つは、９ページに幼保の資格と養成課程の基準があって、私は養成課程に

関わるものですから気になるのですけれども、将来的に認定こども園が本当に 2,000 という

数なり何なり充実してくれば、養成課程においても、今以上に幼保の養成の統合というもの

が目指されてもいいというふうに思います。もちろん、今は幼稚園・保育士それぞれのカリ

キュラムがあって、たぶん事務方でいろいろすり合わせはされているかとは思いますけれど

も、一応建前としては独立の行政なんですね。そこら辺は将来的には、一元化という意味で

はなくて、しかし、養成課程としての統合というのはあっていいのではないかというのをぜ

ひ御検討ください。 

その２つは細かいことですけれども、全体としては、既に何人かの方がおっしゃっており
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ますけれども、認定こども園というものが発足して、たまたま 2,000 という数字が表に出て

いますが、要するに 2,000 というのは単なるめどであって、やはり国として今後、乳幼児保

育、幼児教育の世界というものを、広い意味での統合という方向でしっかりつくっていくと

いう姿勢をはっきり示していただきたい。梯子は外さないでほしいという現場からの声があ

りましたけれども、ぜひその点をお願いして、当面、予算があるからつけるよというニュア

ンスではなくて、しっかりつくっていくということが出てほしいと願っております。 

以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

５回にわたる議論をさせていただきましたけれども、一応本日をもって最終回となります。

今日いろいろな御意見をいただきましたけれども、報告書の根っこを覆すようなものではな

く、むしろ強化、あるいは次年度以降の大きな課題をいただいたのではないかというふうに

思っております。そこで、御相談ですけれども、今日の御意見は報告書に反映すべきプラス

部分も多かったというふうに理解をしておりますので、ここから先は事務局と私と座長代理

の無藤委員の方で預からせていただきまして、その修文をしたものを再度各委員の方に提示

させていただいて確定をする、そういう段取りにさせていただければと思っておりますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山縣座長 ありがとうございます。それでは、最終回を終わりますが、一応これで議事は

終わったとして、明日から４月１日になりますけれども、この報告書では、今出すのに去年

の４月１日の数字しか書けないという実情はよくわかった上で、実態として、４月１日の様

子というのは、確定数でなくて結構ですけれども、大体というのはわからないんですか。 

○濵谷幼児教育課長 調査をかけているところでございますけれども、たぶん三百数十、そ

の程度かなと思います。確定数字としては、５月ぐらいにまとまる予定でございます。 

○山縣座長 300 の前半ぐらいというふうな理解ですね。 

○濵谷幼児教育課長 イメージとしては、たぶんその程度かと思います。 

○山縣座長 では、100 ほど増えるということでしょうか。ありがとうございました。まだ

ゴールは相当遠いですけれども、この報告書が応援になり、制度が進んでいくということを

期待しております。まだまだ進めていく上では議論すべきところがたくさんあるという各委

員の御意見でしたし、私自身も、これは議事の外ということで若干話をさせていただきます

と、私は子ども過疎地での展開を期待しておるのですが、人数の 60 というのが非常に難しい

地域がある。そこら辺に対するものを追って検討していただく必要があるのではないかとい

う気がしております。まだまだ各委員からの御意見を聞かせていただきたいところですが、

次年度以降、事務局の方に必要があればいろいろな御意見をいただいて、次の検討へ向けて

の情報、話題をいただけたらというふうに思います。 

半年間でしたけれども、支えていただきましてありがとうございました。これで終わりた

いと思います。では、事務局の方にお返しします。 
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○松田政策統括官 松田でございます。内閣府、文部科学省、厚生労働省、３府省で連携し

て検討を行なうということで、この検討会を開催することになりました。委員の皆様には、

これまで５回にわたる検討会に大変御協力いただきまして、ありがとうございました。 

事務局側でも、この報告書に盛り込まれました改善の実施につきまして、今後精力的に取

り組んでまいりたいと思っております。また、今後、見直し状況のフォローアップというも

のが必要とされておりますほか、今議論も出ておりましたけれども、保育制度改革との関係

など残された論点もあるということから、検討会の報告書をまとめるということでは今日が

最後というふうに座長から御紹介がございましたけれども、この後のフォローアップ等のた

め、検討会の枠組みはそのまま残させていただきたいと考えております。機会を改めて御意

見をお伺いするといったこともあろうかと思いますので、引き続きよろしくお願いを申し上

げまして、御挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○山縣座長 本当に年度末ありがとうございました。お世話になりました。 


