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 子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

基本制度ワーキングチーム 第 13 回会合 

 

 

 

                       日  時：平成 23 年 6 月 16 日（木）9:30～ 12:05 

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

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

   （１）こども指針（仮称）ワーキングチームにおける議論の報告について 

   （２）子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ（案）について 

   （３）意見交換 

 

３．閉 会 
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○末松座長 それでは、定刻となりましたので「子ども・子育て新システム検討会議作業

グループ基本制度ワーキングチーム第 13 回会合」を開始いたします。 

 本日は、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。 

 なお、私自身、別途公務のため、11 時 50 分ぐらいに退室をさせていただきたいと思い

ますので、もし可能ならば、御協力賜りたいと思います。 

 それでは、本日の委員の御出欠について、事務局より御報告申し上げます。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 全国市長会社会文教委員長・大阪府池田市長の倉田薫様、日本労働組合総連合会総合政

策局長の中島圭子様、以上２名の委員におかれましては、本日、所用により御欠席となっ

ております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国市長会より社会文教部長の村上賢治様

に御出席をいただいております。 

 なお、全国知事会の高知県知事、尾﨑正直様におかれましては、所用により遅れての御

到着となる旨、事前に御連絡をいただいておりますので、それまでの間、全国知事会より、

高知県地域福祉部長の小田切康禎様に代理で御議論に御参加いただくことになっておりま

すので、あらかじめ御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○末松座長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務方から資料の確認をお願いします。 

○藤原参事官 お手元の資料の御確認をお願いいたします。 

 まず、資料１－１「子ども・子育てに関する指針について（案）」。 

 資料１－２、その参考資料でございます。 

 資料２－１「こども指針（仮称）ワーキングチームにおけるこれまでの議論の整理（案）」。 

 資料２－２、資料２－３が、それぞれ理念関係、それから、施設における指導・援助の

基準関係の参考資料となっております。 

 資料３－１「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ（案）」。 

 資料３－２「子ども・子育て新システムについて」。 

 それから、資料４、各委員から御提出をいただいている資料でございます。 

 それから、参考資料といたしまして、その下でございますが、去る６月２日に社会保障

改革に関する集中検討会議で出されました「社会保障改革案」を配付をさせていただいて

おります。 

 以上でございますが、漏れ等ございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょう

か。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 議題に入る前に、社会保障改革に関する最近の状況につきまして、私から一言報告をさ
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せていただきます。 

 前回の基本制度ワーキングチームでは、新システムの実施に当たって、2015 年に１兆円

超の追加所要額が必要という資料をお配りをいたしました。その後、６月２日の社会保障

に関する集中検討会議におきまして、社会保障改革案が提出されました。これが参考資料

１でございます。 

 その中で、２ページ目をお開きいただきたいと思います。「２ 改革の優先順位と個別

分野における具体的改革の方向性」の中で「（１）改革の優先順位」いうことで、ちょっ

と読みますけれども、厚生労働省案に示す「社会保障制度改革の基本的方向性」（１．全

世代対応型・未来への投資、２．参加保障・包括的支援（すべての人が参加できる社会、

３．普遍主義、分権的・多元的なサービス供給体制、４．安心に基づく活力）を踏まえ、

①子ども・子育て支援、若者雇用対策、②医療・介護等のサービス改革、③年金改革、④

制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得者対策」

についてまず優先的に取り組む。この優先的に取り組むという優先課題として、子ども・

子育て支援というものが入っております。 

 次に、３ページをお開けいただきたいと思います。真ん中にありますけれども、「個別

分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）」のⅠで、子ども・子育て新システ

ムの制度実施に伴い、保育等の量的拡充や幼保一体化などの機能強化を図る。待機児童の

解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの拡充、社会的養護の充実。保

育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体制の一元化ということ

で、この機能強化というものが盛り込まれております。 

 更に、６ページをお開けいただきたいと思います。こうした改革による機能強化にかか

る費用について、真ん中ぐらいに書いてありますけれども、2015 年段階における各分野の

追加所要額（公費）は、子ども・子育て 0.7 兆円程度。これだけ読むと、一瞬息を飲むん

ですが、括弧して、税制抜本改革以外の財源も含めて１兆円超程度の措置を今後検討とい

う形で、公費についてはこれをやるということが示されたわけでございます。 

 この集中検討会議の改革案を基に、政府・与党社会保障改革検討本部の下に設置されま

した関係閣僚、与党責任者で構成される成案決定会合、今、やっておりますが、これを中

心に、社会保障・税の一体改革の成案が得られるよう検討が進められているところでござ

います。それに伴い、子ども・子育て新システムにつきましても、これまでの議論の整理

を行いたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、議題に入ります。まずは、こども指針（仮称）ワーキングチームの検討状況

についての報告です。昨秋以来、６回にわたって議論を重ね、今週 13 日に開催されたワ

ーキングチームで一旦中締めとなっておりますので、これまでの検討について御報告をい

ただきたいと思います。まず、事務局からお願いします。 

○濵谷課長 まず、事務局から、提出資料について御説明させていただきます。資料１－

１でございます。「子ども・子育てに関する指針について（案）」ということで、これは
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６月 13 日に提出されましたこども指針（仮称）ワーキングチームの資料につきまして、

当日の議論を踏まえて修正をしたものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページでございます。今回、幼保一体化、給付の一体

化、施設の一体化、これまでの幼保一体化ワーキングチームなどの議論の内容を踏まえま

して、子ども・子育てに関する指針につきまして、今まで「こども指針（仮称）」と言っ

ていたものでございますけれども、一定の整理をしたものでございます。この指針につき

ましては、子ども・子育てに関する理念と、各施設が具体的に指導・援助する際の要領・

指針の２つにより、具体化・具現化していこうという内容でございます。 

 まず、子ども・子育てに関する理念につきましては、これは家庭・地域を含めたすべて

の子ども・子育て関係者を対象とするものであることから、今回の新システムの全体像で

あります新システムの中の国の基本指針として、子ども・子育てに関する「基本指針」（仮

称）として位置づけようということでございます。 

 一方、総合施設（仮称）がベースになるわけでございますけれども、総合施設（仮称）、

幼稚園、保育所などにおきまして、具体的に各施設が法的拘束力を持つものとして従うべ

きものといたしましては、各施設が遵守すべき要領として位置づけようということでござ

います。 

 そのイメージ図が真ん中でございますけれども、全体像といいましょうか、ベースにな

りますのは、真ん中の子ども・子育てに関する「基本指針」（仮称）でございます。これ

はすべての家庭・地域、施設も含めたすべての関係者が対象ということで、子どもに関す

る理念として、どんな子どもや大人に育ってほしいか、子どもを大切にする社会の在り方、

子どもの権利の保障等々についてという理念。 

 それから、子育てに関する理念といたしましては、乳幼児期の教育の意義・役割、家庭

の意義・役割、それから、幼稚園、総合施設（仮称）、保育所など、各施設共通でござい

ますけれども、施設における集団での学び、育ちの支援の意義・役割、専門性、重要性と

いうことで、施設横断的な基本的な考え方をこの中で位置づけようということでございま

す。それから、子育てを通じた支援の重要性。それから、家庭・地域、施設などの連携の

重要性、役割分担。例えば、こういったことが基本指針のベースになるのではないかとい

うことでございます。こういった基本的な考え方を基に、新システム自体も構成され、そ

れから、各施設における教育、保育も行われると、そういう考え方でございます。 

 具体的に、各施設が遵守すべき指針・要領につきましては、総合施設（仮称）がベース

になりますけれども、総合施設法（仮称）におきまして、総合施設保育要領（仮称）とい

うものを新たに設け、これに基づいて具体的に各施設の関係者、保育者などが保育を行っ

ていこうということでございます。 

 制度上は、保育所については、乳児のみの保育所を除いては、基本的には総合施設（仮

称）に移行していくということでありますし、幼稚園も、学校教育法が残りますけれども、

いろんな政策的なものに基づいて意向が推進されていくといったことで、総合施設（仮称）
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に収れんしていくようなイメージをこの図の中であらわしているわけでございます。 

 それから、新しいつくる総合施設（仮称）の保育要領（仮称）が２ページでございます。

現行の機能としては幼保連携型の認定こども園とほぼ同様の機能ということで、学校教育

と保育を総合的・一体的に提供するということで、制度上は学校教育と保育を提供する施

設として位置づけるというのは、幼保一体化ワーキングチームでの整理でございます。 

 他方、今回のこの要領につきましては、具体的な現場における指導方法、援助の方法で

ございますけれども、これについては、幼稚園におきましても、保育をするという用語を

使用をしております。そういう意味では、今回の総合施設（仮称）における子どもに対す

る具体的な指導・援助の方法につきましては、幼稚園、保育所とも「保育」という用語を

使用していることを踏まえまして、名称を総合施設保育要領（仮称）とした上で、「保育」

という用語を使用してはどうかということでございます。 

 その下に、これまでもこども指針（仮称）のイメージで、発達や学びの連続性、子ども

の生活との関係、養護をベースにしながらの教育、発達の援助、それが幼時期から小学校

以降の教育につながっていくというようなイメージ図でございますけれども、これはこれ

までお示しした図でございます。 

 なお、家庭に代わる施設での教育と書いてございますけれども、保育所の教育について

は、家庭に代わる教育という位置づけでございますけれども、多数の子どもとの愛着関係

など、専門性が非常に高い分野ということでございます。 

 資料１－１の説明は以上でございます。 

 あと、資料２－１でございます。今回の整理も、これまでの、こども指針（仮称）ワー

キングチームでの議論を踏まえまして、法的拘束力があるもの、ないものということで、

指針の在り方も整理をしたものでございます。議論の整理は、各委員からの主な意見を集

約したものでございまして、子ども・子育てに関する理念、各施設における指導・援助の

基準の基本的な考え方、教育のねらい、養護のねらい、家庭・地域、あるいは小学校との

連携・接続といったことが盛り込まれておりますけれども、詳細については本日は省略を

させていただきます。 

 以上でございます。 

○末松座長 では、これを踏まえまして、無藤座長から御報告をお願いします。 

○無藤委員 それでは、私から御報告を申し上げます。 

 私は、こども指針（仮称）ワーキングチームという形でまとめてまいりました。このワ

ーキングチームは、昨年の９月にスタートいたしまして、計６回開催してございます。主

に「子ども・子育てに関する理念」「基準の基本的な考え方（構成等）」「施設における

指導・援助の時間・日数等」「子どもの発達（発達過程、発達の特性）」「教育のねらい

及び内容」「養護のねらい及び内容」「家庭・地域との連携、子育て支援」「小学校との

連携・接続」等々について議論を重ねてまいったわけでございます。そして、13 日月曜日

午前中ですけれども、そこで１つのまとまった案を提示して、最終的な御意見を伺いまし
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た。 

 非常に大雑把に言いますと、こども指針（仮称）ワーキングチームがスタートしたとこ

ろでは、こども園（仮称）という１つのものができるという想定の下で、こども指針（仮

称）というものをつくろうと。こども指針（仮称）を大雑把に言えば、第１章、第２章、

前半、後半に分けて、最初の部分では理念、そこには家庭教育への助言でしょうか、そう

いうものも含め、すべてのこども園（仮称）に当てはまるもの、乳幼児全体の発達を促す

こともしっかり書き込もうと、これが１つありました。と同時に、第２章以下では、専門

的に保育を行うこども園（仮称）においては、具体的にどう保育を進めればよいかについ

て、しっかりと書き込もうと、そんなようなイメージだったろうと思います。 

 その大枠はおおむね残してあるわけでありますけれども、その後、幼保一体化、また基

本制度ワーキングチームの方で、こども園（仮称）の在り方について詳細がかなりはっき

りしたわけです。特に、こども園（仮称）という全体枠の中で、総合施設（仮称）という

ものが中心である。その総合施設（仮称）というのは、幼稚園、保育所を併せたものです

ので、これは当初、こども園（仮称）としてイメージしたものと同様かと思います。同時

に、従来の幼稚園も部分的に残る。それから、従来の保育所は、特に乳児保育所を中心と

して多少残るであろう。更に、多様な保育事業が幾つかある。こども園（仮称）という全

体の下で、幾つかの類型がある。しかし、そこでの中心は総合施設（仮称）である。そん

なようなことに落ち着いたと理解しております。 

 それを受けまして、私どもは、大きく子ども・子育てに関する「基本指針」（仮称）と

いうものと、それから、個別の施設、つまり、総合施設（仮称）と幼稚園、保育所、更に

多様な保育事業おのおのについての要領・指針をもう少し専門的に、個別的に書こうと、

こういう２段階として考えたわけです。もちろん、当初の構想どおり、その２段階という

のは別物ではなくて、「基本指針」という理念の下で、より具体的な専門施設において、

日々保育を展開するために必要な事柄を施設類型ごとにしっかりと書こうという趣旨です。 

 もう一つは、６回の議論にわたって、総合施設（仮称）として従来の幼稚園と保育所を

統合していくというふうに考えますと、従来、幼稚園は学校教育、保育所はいわゆる保育

という形の使い分けがありましたけれども、新しい総合施設（仮称）はそれを併せていく

わけでありますので、その併せたところで、総合施設（仮称）において展開される活動を

保育と呼ぼう、その保育の中身は、養護と教育の一体化というものであると考えました。 

 その上で、資料１－１の２ページの図にありますように、学校教育法、児童福祉法を今

の段階で根本的に変えるということがすぐにはできませんので、今までの学校教育法、児

童福祉法をイメージしながら、しかし、同時に、幼稚園、保育所を統合することを強調し

ていきたいという意味で、この図を描き出しました。つまり、３歳以上の部分について、

小学校以降の教育につながる学校教育である。これは学校教育法に基づく部分です。しか

し、同時に、児童福祉法に基づく３歳未満のところは、家庭教育または家庭に代わる施設

での教育となっております。 
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 全体を通して、一番下に横棒がありますけれども、教育と養護というものが一貫してい

る。これは小学校以降までつながっていくということです。それと同時に、縦線が薄く引

いてありますけれども、この太さにも意味を持たせてございまして、３歳未満と３歳以降

も、法律上の区別はあるけれども、実質的には極めて連続するように進む。また、小学校

についても、とりわけ接続をしっかりやっていくんだと、そんなイメージです。このイメ

ージ図は、単にイメージ図が１個あるよという意味ではなくて、このイメージを実現する

形で総合施設（仮称）の保育要領（仮称）を書きたいと、こういうことであります。 

 というのが概略ですけれども、もう少し具体的に幾つか、箇条書き的に申し上げます。 

 第１に、子ども・子育てに関する指針は、子ども・子育てに関する理念と各施設等にお

ける指導・援助の要領に具現化するということです。 

 第２でありますが、子ども・子育てに関する理念については、家庭・地域を含めた、す

べての子ども、子育て関係者を対象とするものであることから、国が策定する子ども・子

育てに関する「基本指針」（仮称）として位置づけるということであります。これが資料

１－１の１ページに上に、子ども・子育てに関する「基本指針」（仮称）と大きく書いて

ありますが、その部分であります。 

 更に、第３ですけれども、各施設等における指導・援助の基準については、法的拘束力

を持つものとして位置づける必要があることから、こども園（仮称）に指定された施設等

が遵守すべき要領として位置づける。これが１ページ目の下に「こども園（仮称）に指定

された施設等が遵守すべき要領（指針）とありますが、その部分であります。 

 つまり、専門的に保育をする施設においては、法的拘束力を持つ、しっかりそれに基づ

いて保育をしてほしいということを書きます。「基本指針」（仮称）につきましては、家

庭教育なども含みますので、こういうふうに育てなさいということを法的拘束力を与える

のは、家庭教育について、ちょっと干渉し過ぎではないか。大きな理念として、一緒に日

本の社会においてこういう子どもを育てようと呼びかけるということはもちろんいいわけ

ですけれども、個々の家庭の多様な状況の中で、明確に義務づけというのは、法制度上も

なかなか難しいだろう。 

 しかし、同時に我々としては、日本の子どもたちがどう育ってほしいかということにつ

いての理念があり、それについてはほぼ共通に了解されておりますので、それをしっかり

書き込む。そして、家庭教育と、専門的に行う幼稚園、保育所、特に総合施設（仮称）等

の保育と相矛盾することがないといいますか、相まって健全な子どもたちを育てられるよ

うにする。そのための理念をこの基本指針で明確にして、その基本指針の下で、専門的な

施設での遵守すべき要領を位置づけるとしたわけでございます。 

 ということで、第４ですが、特に総合施設（仮称）におきましては、指導・援助の要領

として、総合施設保育要領（仮称）、これも仮称ですが、それを定め、学校教育、保育を

一体的に提供することという方向性について、おおむね共通理解が得られたわけでござい

ます。 
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 そういうものを提示して共通理解を得られたと考えておりますけれども、13 日のワーキ

ングチームで幾つか、わかりにくい点等の御指摘をいただきました。それについては、今

日まで数日しかありませんでしたけれども、可能な限りで修正を加えてございます。 

 特に、子ども・子育てに関する理念や、各施設等における指導・援助の要領の策定によ

り、質の保証を図ることが重要である。 

 それから、各施設等における指導・援助の要領について、幼稚園や保育所が総合施設（仮

称）へと移行していく、それを推進していくんだという私どもの姿勢が当初のイメージ図

からは読み取りにくい。つまり、月曜日に提示した段階では、総合施設（仮称）の要領と、

その他の施設の要領・指針が並列して描いておりましたが、そこはわかりにくいというこ

とで、本日、皆様方のお手元にあるところでは、例えば、総合施設（仮称）を若干大きな

字で書いて、従来型の幼稚園、保育所は残るけれども、基本的には数年かけて総合施設（仮

称）へと移行するように、さまざまな形で促進策を講じるんだとしてございます。その辺

りも注をごらんください。 

 更に、13 日のワーキングチームにおきましては、幼保一体化を含む子ども・子育て新シ

ステムが、先ほどもお話ありましたけれども、６月中にとりまとめられると聞いておりま

すが、社会保障と税の一体改革と歩調を合わせて一定の結論を出す必要がある。その日ま

での議論を踏まえまして、こども指針（仮称）ワーキングチームにおいて、一旦中締めと

いう形にさせていただきまして、それまでの議論を座長の無藤の方でまとめて、今日行っ

ておりますが、基本制度ワーキングチームに報告させていただきたいということで各委員

の了承を得たわけでございます。 

 本ワーキングチームの議論では、この子ども・子育て新システムが単なる待機児童対策

にとどまらず、もちろん、それは必要ですが、それにとどまらず、乳幼児期の子どもにど

う育ってほしいのか、そして、それを社会全体でどう保障していくか、子ども一人ひとり

のよさ、可能性を生かすのにはどうしたらよいか等々、子ども中心の視点を忘れずに構築

していってほしいという意見が数多く出され、共通理解でございます。そういうことは私

は非常に大事なことだと考えますので、今後策定される新システムの「基本指針」（仮称）

において、こども指針（仮称）ワーキングチームで議論されたような子ども・子育ての理

念をしっかりと踏まえておつくりいただくようにお願いしたいと思います。 

 それから、最後に、こども指針（仮称）ワーキングチームの座長として、言わずもがな

ではありますけれども、つけ加えますと、幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの

実現において、何といっても財源の確保が不可欠であります。先ほど末松座長からお話が

ありましたけれども、１兆円超という財源の確保について、是非是非、政府においてしっ

かり御尽力いただきますよう期待し、お願いしたいと存じます。 

 以上でございます。 

○末松座長 詳細な御説明、誠にありがとうございました。非常にわかりやすい御説明で

ございました。 



 

8 

 これにつきまして、御質問、御意見等がございましたら受け付けます。では、坂﨑さん。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。 

 今、中間まとめに入るんでしょうから、それぞれの座長に確認をしたいと思います。ま

ず、指針のことで無藤さんにお尋ねしたいことが１つ、また、幼保一体化に関わることで

大日向座長に１つ、また、社会保障の関係でお金を先ほど説明をいただきましたので、そ

の関係も含めて、お３人それぞれにお聞きしたいと思います。 

 私は、６月 13 日の指針の案が出て、今、無藤さんが言ったように、指針のワーキング

チームでまとめたということの経緯もありますし、そのことについて、どうのこうのとい

う気持ちがたくさん、それぞれの委員がありながらここをまとめたことを非常に高く評価

したいと思いますが、単純に言うと、寝耳に水で、指針は一本化するんだと、私はそうい

うふうに勘違いをしておりました。指針は大綱化されて、ゼロ歳時からの乳幼児期の生き

る力を培うものだと、個々の家庭に関しても、家庭に資するものをつくるんだというふう

に単純に思っておりましたから、例え幼保一体化がこのような形で、現行よりも複雑にな

ったのではないかという意見の中であっても、子どもの育ちはどのような施設においても

同じような保証をされるべきものであって、そのための基本的な指針というのは、１つの

同じ方向に示すものであるべきだと思っておりましたし、今回の幼保一体化が世界に冠す

る教育・保育をというふうな形で最初に出た中から、一本化されていくのだろうなと勝手

に思っていたわけです。そちらの方が問題であったわけですが、このような書き方で今日

示された１つに、総合施設（仮称）に推進をしていくんだというのであれば、無藤先生の

お考えとして、現在、このような形で３つ示された指針なり要領が、将来的に１つになっ

ていく一里塚なんだというふうに考えていらっしゃるのかというのが基本的な質問です。 

 次に、大日向先生への質問でいいでしょうか。そうやって考えていくと、もう中締めを

してしまったわけですが、あの段階で指針がこのような形になって、幼保一体化をまとめ

たのかという、非常に訳のわからない気持ちでいるのです。私は、指針の一体化の中で、

あのようなおまとめをしたのだというふうに思っていたのですが、何となく幼保一体化に

合わせた、いろいろな種類の中の指針を施設に当てはめたのではないかと思われて、そう

いうふうにお考えでまとめたのであれば、論理としては矛盾していて非常に難しかったの

ではないか。私はよくわからないで、今、非常に複雑な気持ちでいます。 

 それと、今回のこども指針（仮称）の絵を見ると、幼保一体化のときに出たのとは違う

のですけれども、総合施設（仮称）に向かって、幼保一体化の方も何らかのインセンティ

ブを与えて、前のこども園（仮称）のような形で一本化していくのだというお考えでいい

のんでしょうか。これが大日向先生への質問です。 

 もう一つは、最後に末松座長にお願いをしたいのですが、社会保障で今回、0.7 兆から

１兆超というお金が出ましたけれども、多くの保育関係者は、量の拡大、質の向上、これ

らがどのようになっていっているのかがよくわからないのです。また、この 0.7 兆という

お金が、大きいお金でありますけれども、今まで説明をしてきた、将来に向かって、質や
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量を含めた最大のお金を考えたときに、このお金がそれらを担保するお金なのか。また、

将来的にこれをもっと超えていくことなのか。 

 もう一つ、大きな問題として２つあると思うのですけれども、よくわからないので教え

てください。「2015 年段階における各分野の」とあるのですが、2015 年というのは平成

27 年ではないですか。私は門外漢なので、平成 25 年にはこのお金がつくのではないかと

勝手に思っていたのですが、そこのことと、どちらにしても、今、無藤さんからお話をい

ただくこども指針（仮称）や、幼保一体化、そして、この 2015 年、平成 27 年から行うこ

とも含めて、昨年の基本制度案要綱の中で、それを全部進めているのだというふうに最終

的にまとめてくださるのかどうかを確認したいと思います。１つずつお願いします。 

○無藤委員 まず、私からですけれども、大きな方向性としては、坂﨑委員の御意見と全

く私は同じであります。つまり、基本的には、こども園（仮称）という中で、幼稚園、保

育所を併せた機能をすべての園で持つというのが一番大事なことですし、その際に、乳幼

児期の家庭教育も含めて、子ども一人ひとりを大切に育てる環境をつくりたいということ

であります。 

 では、なぜすべてを１つの文章ではなくて、分けてあるかということでありますけれど

も、幾つかの理由があります。１つは、先ほど申し上げましたけれども、子ども・子育て

に関する「基本指針」（仮称）という部分と、遵守すべき要領・指針という部分で、法制

的な位置づけが異なる。要するに、必ず守るべきことと、理念として方針を提示する部分

はちょっと異なるだろうということで、分けた方がいいというのは第１の理由です。 

 それから、もう一つの理由は、現場からの見方として考えたときに、例えば、ある施設

が、経過的には幼稚園もあるし、保育所もあるわけですけれども、自分は総合施設（仮称）

であるとか、幼稚園であるとか、保育所であるとか、あるいはその他であるという場合に、

日々の保育を展開していくために一生懸命読むべき部分、一字一句丁寧にそれに沿う部分、

それは１つの文章としてまとまっている方が便利ではないかということです。 

 つまり、こども指針（仮称）としていろいろあって、ここからここまでは総合施設（仮

称）用だよとか、ここから先は幼稚園用だよとか、乳児保育用だよとか、細かく分けてい

くと、非常に継ぎ接ぎになるので、難しいということです。幼稚園、総合施設（仮称）、

保育所、その他いろいろあると、完全に一本の遵守すべき要領・指針だけで済むわけでは

ないと思うんです。例えば、総合施設（仮称）全体に書かれた部分と、従来型の幼稚園は

当分残るわけですから、そこに長時間保育とか二重保育のこともたくさん書いてあって、

それは勉強した方がいいという意味ではそのとおりですけれども、日々の保育を専門的に

展開するときに参照すべきこととはちょっとずれるように思います。そういう意味で分け

てあります。 

 そして、第３の説明でありますけれども、先ほど説明を簡略にして省いてありますが、

１ページ目の一番下の部分について、もう少し詳しく説明いたしますと、総合施設（仮称）

における総合施設保育要領（仮称）というのは、イメージとしては、現在の幼稚園教育要
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領と保育指針の共通部分を中心として併せたものであります。大きくそれを変える予定は

ありません。 

 それから、幼稚園における幼稚園教育要領、保育所における保育所保育指針、これも現

行をベースにします。もちろん、時代の変化とか、あるいは細かいところで省いたりする

部分や、ほかの法律や規定に移る部分は当然あり得ると思いますけれども、基本的にはそ

ういうイメージです。 

 それから、客観的基準を満たしたその他の施設というのがありますけれども、これは基

本的には総合施設（仮称）と保育要領（仮称）を当てはめるという理解です。 

 それから、多様な保育事業というのがありますが、これについてはまだはっきりしてお

りません。というのは、小規模保育事業については、恐らく、おおむね保育指針、または

総合施設保育要領（仮称）を大体当てはめられると思うんですが、例えば、家庭的保育事

業について、保育指針や総合施設保育要領（仮称）をそのままというのは、幾ら何でも無

理だと思うのです。といって、何の基準もないというのは今後よろしくないと私などは思

いますので、これはどこかで検討して、多様な保育事業の一つひとつについて、もちろん、

総合施設保育要領（仮称）を参照しながらですけれども、何らかの要領・指針をつくる必

要があろうと理解しています。 

 以上でございます。 

○末松座長 それでは、大日向先生、今の段階で。 

○大日向委員 今、坂﨑委員から幼保一体化の中締めをしたときに、この指針の案を了解

していたかという御質問をいただきました。 

 率直に申し上げて、私は、指針は一本化されると考えておりましたし、また、前回、こ

の基本制度ワーキングチームで幼保一体化の議論の中締めについて御報告をいたしました

が、そこでも申しましたように指針は一本化されるということを前提に中締めをしたとい

うお話をいたしました。 

 なぜそうしたかについて、少し時間をいただいてお話ししたいと思いますけれども、幼

保一体化ワーキングチームの中締めをしたときに、あの段階での議論のまとめは、制度案

要綱の理念と照らして不完全であるということは率直に認めたはずです。今後に課題を残

していると。幼保一体化ワーキングチームの中でも、もっと基本制度案要綱の理念に忠実

に制度設計をすべきじゃないかと、そういう御意見が複数の委員から寄せられました。 

 それでも、なお、私は座長として中締めさせていただくことを提案いたしましたし、幼

保一体化のワーキングチームの皆様もそれに多くの方が賛同してくださいました。そこに

は、この幼保一体化の推進というのは、子どもの育ちを守るためにも、親の生活を守るた

めにも喫緊課題だということ、これが共通の理解だったと思うんです。 

 特に東日本大震災が起きまして、もう待ったなしなんだと、幼稚園、保育所とは言って

いられないというところもありました。すべての子どもに良質な、養護と教育を一体で提

供するために、とにかく待ったなしで、税と社会保障の一体化に併せて、今国会に間に合
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うよう、少しでも早く法案を出そう。財源を受ける器となる新たな制度を構築しようとい

うことで、委員の皆様が心を一にしたんだと思いますね。 

 そのときに、中締めとした結論は、先ほど不完全という言葉を使いましたけど、もう少

し正確に言い換えますと、私は、制度案要綱に掲げている理念に向かって、プロセスだと

いう言葉も使ったと思います。 

 制度案要綱の理念と決して乖離していない、理想は、幼稚園、保育所の垣根を取り払っ

て、すべての子どもに良質な養護と教育を一体で保障しようと、そのためのまず一里塚か

ら実を取る形で、少しでも早く法案を出しましょうということで合意をいただきました。 

 では、何が決まったかというと、多様な類型、施設類型は残っているけれども、給付は

一本化されましたね。それから、名称の使用もこども園（仮称）で一本化されます。そし

て、指針は一本化されますと、私は申しました。それで、皆様から合意をいただいたと思

っております。 

 ですから、１３日の指針のワーキングチームの資料を後で拝見して、類型が３類型残っ

たからそれに基づいて指針も残るんだというように読めますものを拝見して驚きました。

その後、13 日の議論を踏まえて、多少の変更はなされたようですね。つまり総合施設（仮

称）のフォントが大きくなって、保育所あるいは幼稚園がいずれ移行するというふうに書

き込んでくださったことは、委員の皆様の意見を反映していただいたんだと思います。し

かし、坂﨑委員の御質問に率直に答えるとしたら、私が幼保一体化ワーキングチームの中

締めをさせていただいたときに、皆様に申し上げたこととは違いますと申し上げなくては

なりません。 

 いずれにしろ、幼稚園と保育所の垣根を取り払って、良質な養護と教育を一体で保障す

るという制度案要綱を道標として、残された根拠法だとか、施設区分の一本化とか、国の

所管の一本化とか、子ども家庭省（仮称）の創設とか、そういったもろもろのことは、今

後とも残された課題として、是非とも議論を進めていただきたいと思っておりますし、そ

の中には、当然、指針の一本化ということも最重要課題の１つとして盛り込まれるはずで

す。 

 繰り返しになりますが、幼保一体化、新システムの推進は、待ったなしだと思いますの

で、しかるべく、先ほども無藤先生が最後におっしゃいましたけれども、財源を取るべく、

この制度案要綱に基づいて、私たちのこの議論をきちんと文章化して、私は報告書がいい

と思いますけれども、文章化して、皆さんで合意した上で、なるべく今の国会に遅らせる

ことのないようにということを、改めて政務及び事務方にお願いしたいと考えております。 

 先生の御質問にお答えするといたしますのは、苦しいところですが、以上です。 

○末松座長 では、私の方から。 

○菊池委員 その前に、ちょっと。 

○末松座長 関連ですか。 

○菊池委員 関連です。 
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○末松座長 どうぞ。 

○菊池委員 今のお話を伺って感じたのは、私は、３つのワーキングチームというのは、

非常に密接に連動しているものだと思ったんですが、ちょっと違うなという印象を受けた

ところで、ちょっと一つ申し上げる。 

 末松先生にお答えいただく前に、先ほどの 0.7 兆円、１兆円超というお話ですけれども、

この内訳の問題、それから 2013 年、これは、本来、新システムのスタート段階が 2013

年だったと思うんですが、これが 15 年になっている、この２年間のずれの問題と、これ

は坂﨑さんと同じような御質問になるわけです。 

 それと同時に、2025 年も当然これは 10 年後の税と社会保障の一体改革の最後のところ

に。 

○末松座長 すみません、ちょっと申し訳ないんですけれども、これは、今、無藤委員の

御報告のためのセッションなので、そこをあまり敷衍されるとですね。 

○菊池委員 そうですか、わかりました。では、また後ほど。 

○末松座長 また、後ほどお願いします。 

○菊池委員 もう一言いいですか、簡単に。 

○末松座長 そうですか。 

○無藤委員 こども指針（仮称）ワーキングチームとしては、一本化と基本制度のワーキ

ングチームの最終的な方向性を受けて、13 日に議論し、まとめたというつもりであります

ので、そこに矛盾、齟齬はないと思っています。 

 もちろん、その中で、こども指針（仮称）一本という案も真剣に検討いたしましたし、

13 日の議論でもかなりの委員からそれはできないかという要望も受けました。 

 それで、幾つか、先ほど理由を申し上げましたけれども、一番端的に一言だけ、なぜこ

ういう形にならざるを得ないかと申し上げると、総合施設（仮称）については、新たな総

合施設法（仮称）が根拠法です。 

 それに対して、幼稚園は学校教育法が根拠法であると、保育所は児童福祉法が根拠法で

ある。これをすぐに変えることはできない、できそうにないわけですね。つまり、学校教

育法、児童福祉法をすべてを大幅に改定するということは、１年や２年では多分できない

と、私は思いますし、従来、このワーキングチームでもそういう議論も出たと思います。 

 そういう意味で、この１年間の範囲でどうするかを考えると、根拠法が３つ並ぶことを

すぐには変えられない。そうすると、根拠法が違うものが１つの文書として、例えば大学

から告示するというのは、私は非常に法制的には可能かどうかよく知りませんけれども、

少なくともややこしい話です。あるいは１つの告示だけれども、第１部総合施設（仮称）、

第２部幼稚園、第３部保育所とかにしても、根拠法が違うときに、いちいち当てはめると

いうのは、相当ややこしいわけですね。ですから、こういう形になりますが、しかし、実

際には、中身はほとんど同じにしたいということが第一と、それから告示についてもでき

る限りそろえていくと、どうそろえるかは、管轄官庁の問題は、まだはっきりしませんけ
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れども、そういう方向を考えています。 

○坂﨑委員 この後にこども指針（仮称）がつくられていく１つの中でお願いをしたいの

ですが、保育のプロをつくるのだといったときに、やはりそれは、小児保健やゼロ歳児か

らの育ちや、もちろん、学校教育法も含めた形での保育教諭（仮称）、本当の意味での教

諭、そういう形でつくっていくことが、今の幼稚園の教諭、保育所の保育士の垣根も越え

てプロをつくっていく、そういう形で無藤先生にお考えをくださればありがたいと思いま

す。 

○無藤委員 全くそのとおりだと思います。 

○末松座長 私もしゃべってよろしいでしょうか。今のお話も聞いていまして、無藤先生

と大日向先生、私は、ちょっとだけコメントさせていただければ、同じことだと、同じ御

意見だなと、その最終的目的とその道程、これの違いで現実を見ざるを得なかったと。そ

れに無藤先生の苦しみが非常に表れておられるということだと思います。多分、ここは、

皆さん共有されることだと思います。 

 そこをコメントした上で、注目が集まっております財源の話でございますけれども、ま

ず、今回の社会保障改革案で、我々が１兆円、ちょうどその前日に、皆さんとお話をさせ

ていただいて、そこで、それがここにも盛り込まれたと、0.7 兆円、これがここにも書い

ています消費税５％ですか、これも段階的に行う、そういう形も書いてございます。 

 それが、どういうふうに行うのか、一気に行うのか、段階的にやるのか、そこはまだ選

択の幅があるでしょう。それがいつかというのは、そこは 2015 年の姿、最終的にはそこ

までだという位置づけに書かれたわけですね。 

 その中で、我々として、ちょっとまとめて申し上げますと、2013 年からこの仕組みが始

まるという中で、この財源が全くなければ、この仕組みそのものも絵に描いた餅だという

のもございます。 

 その中で、この財源が最終的には 2015 年には１兆円がオンすると、公費としてオンす

るという姿の中で、できるところからやっていくと、仕組みそのものは 2013 年からスタ

ート時点は始まっていく中で、その財源がそろえば、そのままやっていくということを、

今、私の方では考えているところでございます。 

 それと、どこが量的拡大であって、どこが質の改善なのかと、これもこの前お示しした

中で、大体 6,000 億ぐらいは量的拡大という話は、お示しはしたかと思います。 

 そういった意味でいくと、１兆円超、それ以上のところが、4,000 億でした、失礼しま

した。4,000 億が量的拡大ですね、失礼しました、訂正します。それを超えるもの、１兆

円超のどこまでいくかわかりませんけれども、そこが質の改善というのを、現在のところ

はその見込みを考えておるという状況でございます。 

 ただ、それが 2015 年の中での姿というところ、そういったマイルストーンというんで

すか、そういうところです。 

 では、これ以上拡大しないのかというと、そこの先は、それはまた状況によっていろん
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な形の仕組みが考えられると思います。そこまで、私が今、言うことはできないと、これ

が私の答えです。 

 ちょっと経団連さん、別途のお紙をいただいているというので、そこについて、私の方

からまた優先的に話をさせていただきます。 

○宮島委員 今の話で、ちょっと不安になったので御質問なんですけれども、社会保障の

方の会議で見ていましても、スケジュールが当初書いてあるよりも後ろにずれたんじゃな

いかなと思ったんです。 

 確認したいのは、私たちは、まず、今国会に出すというところ、そして、基本制度案要

綱に基づいて、これを出すというところで話をしていたはずなんですけれども、もし、そ

のスケジュールが変わったりするのであれば、その理由などを説明いただきたいと思いま

す。 

 なぜならば、私たちは、この６月にとりまとめなければいけないということで、かなり

の妥協をしているわけですね。 

 例えば、今、他の委員の御心配があったように、私もこの指針を見て、やっぱり法律３

本なのねとしか、普通は見えないと思うんです。 

 さんざん議論しましたので、たった今の段階で６月までに法律を変えることができない

ことは了承したんですけれども、それは時間が迫っていると言われたからみんな合意して

いるんであって、期限が変わるんだったら、それはまた別の考え方もあるというふうに思

ってしまいます。 

 確認ですけれども、私の出ている社会保障の会議でもみんなが納得したのは、まず、ち

ゃんと幼保一体化する、完全に一体化する。そして、それによって待機児童も解消する。

それから、多様な主体が参入して、その結果、サービスが増えると、そういうふうなベー

スの上に、このくらいのお金は必要なんだろうなというような話を会議ではしてきたわけ

です。 

 みんなから見ても、多分、今の中間とりまとめは不完全なところがあって、だれが見て

も三元化しているように見えてしまいますし、そこはしようがないと妥協したというのは、

これを細かく議論していない人には伝わらないわけですね。この報告だけを見て、基本制

度ワーキングチームは三元化でいいんだと取られてしまうと、本当に困るわけです。 

 だから、あくまで幼保一体化して待機児童を解消して、多様な参入をして、しかもそれ

もイコールフィットを目指すと、そのイコールフィットのところもこの前議論したんです

けれども、結局、学校教育法が１つのハードルになって、完全な多様な参入とのイコール

フィットがすぐにできないということだったんですが、でも、目指しているのは、やはり

多様な参入を促して、イコールフィットするということであるはずなんですね。 

 だから、恐れていますのは、この中間とりまとめが、そのとりまとめが不完全であるゆ

えに、その不完全であるところがひとり歩きして別の方向に行ってしまうのではないかと

いう気持ちを持ちます。そして、それは、恐らく 7,000 億円あるいは１兆円必要だねとい
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うふうに思った会議の結論ともずれてしまいます。 

 だから、一見、三元化するように見えるところが本当にみんな不安なので、そこだけは

外さないというようなことを本当に確認したいと思います。 

○末松座長 これも本題からずれてしまうので、ただ、流れなので申し上げますけれども、

確かに、今国会でこれを出すというのが、我々はそれを目指してやってきました。それは

皆さん合意の上だったと思います。それが、東北の大地震とか、そういう話になってずれ

てきたということと、それから、今、集中検討会議で、出られているからよくわかります

けれども、政府決定会議みたいな形になっていますけれども、そこで地方との間で非常に

大きな話し合いが行われております。 

 この新システムについても、地方との話し合いが、これが終わったわけではございませ

ん。それは、また、地方としっかりと話さなければいけない、それはあるだろうと思いま

す。 

 また、産業界の皆さんともそういった話は、これからやっていくという話にも、またな

るんだろうと思います。 

 ですから、中間とりまとめというのは、今日とりまとめというのではなくて、更にここ

は私が考えるに、紙の上でも、ポンチ絵とか、それだけではなくて、紙の上でも一応きち

んと示して、どこまでが決まって、どこまでが決まっていないかというところははっきり

と整理しながら、そういった意味でまとめていこうと、私は思っています。 

 ただ、私が一番懸念してきたのは、13 年からのシステムの開始、これが遅れることのな

いようにしたいと。ですから、消費税についても、2015 年までに段階的に消費税を上げる

とか、そういう話が、今、出ているわけですから、その財源に併せて、それをしっかりや

っていくと。ただ、15 年は、今の仕組み、これはきちんと、ここを押さえるというのが政

府の立場だと思っております。 

○宮島委員 ありがとうございます。そうしたら、みんなの不安がないようにということ

と、本当に早くということがみんなの希望だったはずなので、早くという理由で妥協した

部分と、本当に目標とする部分というのを、このワーキングチームのみんなも納得するよ

うな形で示す、誤解のないように前に進むようにということを、是非お願いしたいと思い

ます。 

○末松座長 では、山口さん、北條さんもそうですね。どうぞ。 

○山口委員 山口でございます。この総合施設（仮称）の基本指針についてなんですが、

先ほど無藤先生の方から、究極的には、今ある学校教育法と児童福祉法と、こういった問

題が技術的にすぐに一本化できないからというようなことで、こういう三本化という案が

出たというふうに認識させていただいているんですけれども、そうでれば、例えばこれは

次の中間とりまとめのところにも入ってくるんですが、総合施設（仮称）の設置主体の部

分で、株式会社等が例外として今後検討ということを前提にされた根拠として、学校教育

法というものがあるから株式会社や NPO というのが例外になる可能性があるという説明
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があったと思うんですが、このように法律が３本に分かれるのであれば、そういった学校

教育法、総合施設（仮称）が学校教育法にこだわる必要はないんではないかと思ったんで

すけれども、質問の趣旨はわかりましたでしょうか。ちょっと教えていただきたいんです

が。 

○濵谷課長 総合施設（仮称）については、学校教育法というのは、法律に位置づけるこ

とに意味があるのではなくて、学校教育法の中でいろんな設置基準とか、あるいは職員の

免許要件とか、あるいは研修制度とか、現場の教育や保育の質の担保のためには、学校教

育法に位置づけて、それと同様の枠組みに入れる方が質が高くなる、質が担保される、そ

ういう意味で質が担保された教育、保育を提供するためには、学校教育、児童福祉法の双

方に位置づけることが質の向上担保につながる、そういう意味で総合施設（仮称）は学校

教育法に位置づけるというような議論で、このような結果になっていると理解しておりま

す。 

○山口委員 それは違うと思いますけれども、質の担保のためというような説明は、私は

初めて今回受けたような気がします。あくまでも学校教育法体系の中に株式会社が入らな

いから、だから例外的に措置をするんだということをずっと説明してこられたんじゃない

ですか、そうであれば、全くここの部分は変わってくるんではないでしょうか。 

○濵谷課長 今、申し上げましたのは、総合施設（仮称）を学校教育法に位置づける意味

合いでございます。 

 その中で、学校教育法に位置づける場合に、先ほど申し上げたような研修とか、そうい

うもののほかに学校教育法での質の担保の中の要件として、公共性、継続性、安定性、そ

ういう継続的に教育を提供するという枠組みの中で、今、学校教育法体系では、原則とし

て学校法人、国、地方公共団体ということになり、例外的に株式会社が一定の要件の下で

入っていると、それとの整合性をいかに図るかということで、株式会社、NPO 等を参入さ

れることを前提といたしまして、その中の参入をしていただく具体的な要件や考え方につ

いて、今後、また検討させていただきたいと、そういう趣旨でございます。 

○山口委員 考え方ということであれば、まだわかるんですけれども、今までの説明とい

うのは、あくまでも学校教育体系の中に株式会社が入らないからだということを何度も説

明してこられたはずなんですね。それであれば、本来、これが質の問題ということであれ

ば、新たに総合施設法（仮称）という法律体系をつくるわけですから、全く趣旨は受け継

いだとしても、内容を変えればいいことであって、株式会社が入っても、NPO 法人が入っ

ても質が担保できるようなものを考えればいいということだと思います。 

 もう一つ、一定の要件を満たした、例外だということを両論出たから併記しているんだ

ということをずっとおっしゃっているんですけれども、両論といっても、この会議の場で

もほとんどが多様な事業主体のイコールフッティングによる参入ということで大体合意を

得たと思うんですね。一部の人だけが、この例外的なことをおっしゃっていただけであっ

て、両論を並列に併記するというのは不公平だと思います。 
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 ですから、できれば、ここのところは一部こういった例外的な措置を取るようにという

意見もあったというふうに書いていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○末松座長 では、御意見として承ります。では、北條さんですね。 

○北條委員 こども指針（仮称）について一本化をするのが正しいという御意見が幾つか

出ております。ただ、それがこの会議を構成するすべての意見ではございませんので、私

どもは、そのようには全く思っておりません。今回の無藤先生の丁寧な御報告というのは、

極めて真っ当で、世間の者を納得させる内容だというふうに考えております。安心感を与

えるものだというふうに思っております。 

 例えば学校教育の場をとっても、小学校学習指導要領と中学校学習指導要領は別々につ

くられるわけであります。 

 それで、乳幼児期の保育についても家庭教育なり、また、幼稚園教育なり、また保育所

での幼稚園教育要領に準ずる教育というのもあるわけでございますけれども、そこに質的

な違いが明確にあるわけですから、それを一気に一本化するということが常に正しいわけ

ではないということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、幼保一体化をスピード感をもってということでございますが、私は条件がき

ちんと整備されれば、幼保の一体化に賛成でございます。しかし、現時点で、子どもの最

善の権利という観点から、必ずしも担保されていないというふうに考えておりますので、

必ずしもスピード感だけが優先されるべきではないと考えます。 

 また、教育の安定性、継続性という観点から言うならば、我が国の教育体系をどう仕組

みをつくっていくのか、変えていけないということが、当然ないわけでございますが、変

える場合でも、慎重な検討というのが当然必要で、早さだけを優先してはならないと考え

ております。 

 以上でございます。 

○末松座長 一応時間の都合で、中間とりまとめの中で、またそれは議論として、私の方

でそこは引き受けますので、中間とりまとめのところに一旦行かせていただければと思い

ます。すみません、そういうことで、後で当てますから。 

○渡邊委員 今の件で。 

○末松座長 では、手短に。 

○渡邊委員 今ほど、こども指針（仮称）の関係につきまして、無藤座長から、また、大

日向座長からお話があったわけでありますが、これを聞いていて、非常に不可解に思いま

した。 

 なぜかというと、すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保証するとともに、家庭

における子育て・教育にも資するため、に幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合し、小

学校学習指導要領との整合性・一貫性を確保した新たな指針、いわゆるこども指針（仮称）

をつくるんだと、これが制度要綱案の、幼保一体化の基本なんですね。これに基づいて、
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こども指針（仮称）ワーキングチームでは議論してきた。その結果は、今、座長さんから

聞いて、経緯と、それから考え方はわからぬわけではないんですけれども、何かちょっと

我々はこのワーキングチームに入っていませんから、一概のことを言える立場ではないん

ですけれども、幼保一体化のこども園（仮称）化に向けては、この制度案要綱の基本的な

考え方は、後退はしましたけれども、逸脱はしていない。そして、将来に向けた基本的な

考え方は残念な方向性ではあるが、今、経緯もありますけれどもね、そういう過程の中で

きた経過がある。 

 しかし、こども指針（仮称）そのものというのは、その施設的なものとか、それから幼

稚園が残るか、保育所が残るかとか、認定こども園とか総合施設（仮称）というものとは、

これは理論的なものですから、違うはずなんです。これは、どこの施設にお世話になろう

が、どういうふうな形で移行していこうが、これは理論的な理念ですから、それをやっぱ

り一本化していくというのは、この制度案要綱の遵守していくべき基本ではないかと、私

は思います。 

 そして、先ほど大日向座長さんの方から、何かそれに合わせて制度案要綱を書き換えな

ければだめなような話だったんですが、それは本当なんですか、その辺のことはよくわか

りませんけれども、仮にそういうことがあるのであれば、これは心外でありますので、も

う一回、ちょっと述べさせてもらいたいと思います。いかがですか。 

○大日向委員 私が先ほど言いましたのは、幼保一体化の中締めはプロセスだと、でも、

道しるべは制度案要綱。この点は変わらないはずだと申しました。今後に残された課題は

幾つかありますが、その課題を議論するうえでも、制度案要綱を道しるべとして議論をす

ると信じていますと申し上げたのであって、制度案要綱が書き加えられるとか、手を加え

るということは一切申しておりませんし、私は承知しておりません。ただ、幼保一体化も

ほかのワーキングチームもそうだと思いますが、いろんな御意見がたくさん出ました。そ

れ何らかの形でまとめることは必要だと思います。このあときっと議論になるかと思いま

すが、パワーポイントで書かれた中間まとめ（案）ですね。それを文章化してまとめるこ

とは必要だろうと思っております。 

 そして、その文章化は、是非ともワーキングチームの委員の皆様が納得のいくまで、も

う一度目を通させていただきたいということを事務方なり政務にお願いをしたわけです。

繰り返しになりますが、中締めをしたものは、制度案要綱を道しるべとしたプロセスです。

ですから、制度案要綱を書き加える、書き換えるなんていうことは、私は承知しておりま

せんし、今、渡邊委員からそういう言葉を伺って大変驚いております。 

○渡邊委員 そうであればいいんですけれどもね。 

○末松座長 では、無藤委員。 

○無藤委員 今、大日向さんの言われたとおりですけれども、こども指針（仮称）の、先

ほど私が説明したところに即して簡単に申し上げると、あらゆるこども園（仮称）といい

ますか、公益幼児教育を行う施設等に共通の理念は一本化されて言います。これが「基本
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指針」（仮称）でありますので、これは完全に一本化です。 

 それに対して、遵守すべき要領、指針というのは、例えば施設を指定する際の基準の一

部を構成するものですし、指定あるいは認可、基準のすべてではありませんが、その一部

を構成するものである。つまり、それだけの法制的な強制力を持たせなければならないの

で、一言一句を、例えばある施設が総合施設（仮称）になるために、一言一句チェックさ

れるわけですね。そういうものと共通の子育てに関わる理念というのは、基本的には分け

なければならない。そして、施設ごとに、それを指定、認可する際の基準ですから、当然

ながら、幼稚園と総合施設（仮称）と保育所、その他について、ほとんど９割くらい共通

だと思いますが、違う部分は当然ながらあるわけですね。 

 そういう意味で、私は、現実問題としては、この案で行くべきであると考えたわけでご

ざいます。 

 以上です。 

○末松座長 それでは、すみませんが、とりあえずの御納得をいただいて、もし、またあ

れば、私の方で受け付けますので、そういうお約束をした上で、２つ目の議題に移ります。 

 昨秋以来、基本制度ワーキングチームを 12 回、幼保一体化ワーキングチームを９回、

こども指針（仮称）ワーキングチームを６回開催して新システムを具体的な制度設計につ

いて精力的に御議論いただきました。 

 その議論を踏まえて、中間とりまとめ案という形での、要するに図表を中心としたもの

ですけれども、それを整理を事務局でしましたので、その事務局から、ちょっと時間の関

係で極めて簡便な説明をお願いします。 

○藤原参事官 それでは、お手元の資料の３－１と３－２でございます。座長と委員の皆

様方のお許しをいただけるのであれば、実はこれは一枚一枚めくって御説明しますと、恐

らく 20 分以上かかりますので、もし、お許しいただけるのであれば、１枚紙のところを

ざっと読み上げさせていただき、２つ目の○の別添のとおりの別添が、その次のホチキス

どめの子ども・子育て新システムについてのパワーポイントの紙に相当しますので、お許

しいただければ、もうこの１枚紙だけを申し上げて、むしろ御議論の時間を確保するとい

うことで、いかがかと思いますけれども、副大臣の御了解をいただければ。 

○末松座長 はい、結構です。 

○藤原参事官 お手元の１枚紙でございます。子ども・子育て新システムに関する中間と

りまとめの案ということで、基本制度ワーキングチームのお名前で出す紙という位置づけ

で１枚整理をしております。 

 １つ目の○でございますけれども、これまでの開催経緯を記載しております。基本制度

ワーキングチームにつきましては、本日を含め 13 回でございます。幼保一体化ワーキン

グチームについては９回、こども指針（仮称）ワーキングチームは６回それぞれ開催をし

てまいりました。随時、本ワーキングチームにおいて議論の状況の報告を受け、議論を重

ねてきたという経過を書いてございます。 
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 ２つ目の○でございますけれども、本ワーキングチームとしては、子ども・子育て新シ

ステムの全体像、給付設計の在り方、幼保一体化の在り方、質改善（機能強化）の在り方

等について、別添のとおり中間的に議論をとりまとめたと。それで、別添がその後ろの資

料になります。 

 質改善については、量的拡充と併せて１兆円を超える額を提言しているが、その実現の

ためには、財源の確保が不可欠であり、政府においては、その確保に向けて最大限の努力

をされたい。 

 最後の○でございます。本ワーキングチームとしては、今回、中間的に議論をとりまと

めたが、社会保障と税の一体改革の工程表にあるように、税制抜本改革とともに法案提出

ができるよう、①国・地方及び事業主の負担の在り方、利用負担の在り方、既存の財政措

置との関係など、費用負担の在り方。②国における所管の在り方。③ワーク・ライフ・バ

ランスの在り方。④国の基準と地方の裁量の関係など、地域の実情に応じた給付事業の提

供のための仕組みの在り方など、残された課題について、できる限り速やかに検討を再開

したい。 

 また、検討に当たっては、実施主体である地方公共団体など、関係者と十分に意見交換

を行うこととしたい。政府においても、地方公共団体など、関係者の理解を得た上で、成

案化されたいということで、基本制度ワーキングチームとしての検討の再開、積み残され

た課題が大きく、大きなものとしては、①～④にありますので、こういったものも含めて、

今後、できるだけ速やかに再開をして検討するのだということと、我々政府の側に対する

宿題ということになろうかと思いますが、関係者の理解を得た上で成案化されたいという

ふうな宿題をいただくというような形の紙になっています。 

 なお、別添の方には、一番冒頭の１枚紙に、見ていただきますと、点線で囲ってありま

すが、この別添の内容ですけれども、本資料は、これまで基本制度ワーキングチーム、幼

保一体化ワーキングチーム、こども指針（仮称）ワーキングチームに提出をされた主たる

資料を基に整理をしたもの、今後、実施主体である地方公共団体など、関係者と十分に意

見交換を行うという前提条件を付しております。 

 大変簡単な説明で大変恐縮でございますが、時間の関係上、とりあえず、事務局からは

これで説明に代えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。これにつきましては、さまざまな御議論があります

し、先ほど大日向さんからもございました、成文化という文言でもまとめていくと。ただ、

その前に、この指標が大体使ってきたポンチ絵でございます。そういった中で大きな取り

まとめをしていこうということで、この会の次にも会議をまた招請させていただくことに

なろうかと思います。 

 それでは、髙尾さん、どうぞ。 

○髙尾委員 経済界の意見として、当初から申し上げておりますとおり、子ども・子育て
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の支援施策というのは、やはり公費対応ということを基本とすべきです。さらに、企業負

担の新たな追加を求めるべきでないとこれまで主張をしてまいりました。ところが、今回

の中間まとめの資料３－１の一番下、①のところに「国、地方及び事業主の負担の在り方」

と書かれていまして、あたかも新たに事業負担というのは当然であるかのように書かれて

おります。それからパワーポイントの資料につきましても、57 ページ・60 ページに、「給

付等に応じて公費・事業主拠出により負担」として、原則として事業主が負担することを

前提とするかのように書かれております。 

 我々は、個人の意見ではなく、経済界の意見として申し上げて参りました。このような

内容であれば、この文言を修正あるいは削除していただかないと、今回のこの案について

は、ワーキングチームの中間とりまとめとするのは無理ではないかと思います。これはあ

くまでも事務局の案ではないか、こんな感じがしております。その他詳細については、意

見を提出させていただきましたので、後ほどご覧ください。 

 以上でございます。 

○末松座長 では、手短に。 

○田中（常）委員 我々も、今まで申していたとおりのことを整理したものを１枚紙で提

出させていただいています。事業主負担については見直すべきだというお話をずっとして

おりまして、改めて私たちが言ってきたことを整理したものです。提出した商工会議所の

意見と、事務局がここでまとめていただいたものと整合性がとれていないので、とれてい

ない部分はペンディングにするのか、記載を削除をしていただくか、お願いしたいという

ふうに思います。 

○末松座長 ただ、ちょっと私が気にかかるのは、高尾さんの御意見の中に、２枚目です

けれども、一番上のパラで③の３行目、「限られた財源のもと、施策と財政投入の優先度

を定めるべきであり、緊急かつ最優先の課題は、待機児童の解消である。指定制度の導入

を先行実施するなど、幼保一体化を含む全体改革に拘泥せず、できることから取り組む」

という話があります。これは、待機児童ゼロというのは内閣でやってきましたし、それか

ら、「幼保一体化を～拘泥せず」と言われると、我々の議論全体が否定されることになり

ますので。 

○髙尾委員 いえ、そういう意味で書いているのではなく、やれるところからまずやるの

だという意味ですから。 

○末松座長 ここに書いてあるのでね。 

○髙尾委員 やれることからやるのですけれども、その場合、やはり一番大事なのは、今、

待機児童が何万人といるわけですので、その対応を急ぐべきです。 

○末松座長 その解決も含めて我々はこの全体改革に取り組んでおりますので、是非そこ

は御理解をいただきたいと思っております。 

○髙尾委員 特にコメントしたかったのは財源の問題なのです。例えば１兆円にしても。 

○末松座長 わかりました。それはまたお話をしましょう。 
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○駒村委員 すみません。途中で退席させていただきますので、一言、申し上げたいと思

います。 

 資料の 57 ページに、先ほども経済界からお話があった費用負担についての議論があり

ます。先ほどもありましたように、新システムの概要は大体見えてきたと思いますけれど

も、新システムと財源論というのは一体なので、切り離して議論すべきではないと思いま

す。その上で、確かに企業界、産業界から出された幾つかの御意見、特にその点について

は 57 ページに書いてあるように、「事業主拠出の対象範囲の明確化や事業主の意見や使

途が明確になるように」ということは重要な視点だと思いますので、これは改めてまたじ

っくりと今後の議論を期待したいと思います。 

 前回も申し上げたのですけれども、今回の仕組みは、狭く教育や保育のみならず、労働

政策にも密接に絡んでいる部分があります。両立支援という点、これは受益者として企業

があるわけですし、あるいは未来の人材形成という意味でも受益者、そして産業界がある

わけですし、あるいは社会を構成するメンバーとして、企業が社会の連帯を担うのだとい

うことも重要な点です。更に加えまして、この仕組みによって労働者が保育の確保を不安

なく働くことができることによって、生産性の向上や離職の抑制といった、現在、労務管

理として重要な点になっている部分について、補完的な機能を持てると思います。あるい

は企業福祉という部分についても代替的な機能があって、中小企業など十分そこが対応で

きない部分にとってはメリットがあるかと思います。そういう意味では、中小企業の方も

大変だとは思いますけれども、こういうメリットの部分もきちんと評価していただいて今

後の議論を深めていただきたい、こういうふうに思います。 

 以上です。 

○末松座長 それでは、今のテーマで、産業界の方からこの費用負担、これはまたバイで

もお話をしていく話になるかもしれませんし、また、そこはやるという話になるとは思い

ますが、この点に限定して御意見をいただければと思います。 

 では、奥山さん。 

○奥山委員 若い子育て家庭にとっては、やはり保育環境が整うということと、仕事をき

ちんと続けられるということが非常に大きな課題であって、そのことは本当に表裏一体で

考えていかなければいけない大きな課題だと思っております。経済団体や企業さんの皆様、

そういう意味でこの事業を進めるにあたっては本当に大きなステークホルダーの一つだと

思っております。これまで、給付の中身とかそういったことにもしもはっきりとしたとこ

ろが得られなかったということであれば、本当にこれからはお金も出すし口も出すという

ことで、是非大きなこういった会議でも御発言いただきたいし、それから、地方の子ども

会議などでも、是非ステークホルダーとして意見を言っていただきたいなというふうに思

っております。 

 また、OECD 諸国をはじめ、就学前教育がとても大事であって、そのことがその後の子

どもたちの育ちにとても大きな役割を果たすということを考えますと、これからいろいろ
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な意味で生き抜いていかなければいけない子どもたちの育ちに対して、やはり経済界とし

ても応援をしていただきたいということを、保護者の一人として、また地域子育て支援を

している立場からも改めて申し上げたいなと感じております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○末松座長 お願いですね。 

 では、宮島さん。 

○宮島委員 私は、経済界の方々とも子育てのことを議論することが結構あるのですけれ

ども、産業界の方から見ても、これからの人材育成、教育、子どもがちゃんと育つことが

いかに大事なことかということの話があります。もちろん、今、御意見をされている経団

連の方々もこの話から全然引いてしまおうと思っているわけではないと思うので、そこは

十分に話をしながら、子育てとか教育に関しても一つの役割を是非お願いしたいと思いま

す。 

 一方で、なぜ経済界の中に不全感というか、不満があるかというと、私はかねてから申

し上げていますように、株式会社も含めた多様な参入が、口では言っていても全然参入で

きない。それから、多様なサービスが広がらないことによって、企業に勤めている人にと

って必ずしも使いやすい保育サービスではなかったということがずっと続いていたわけで

す。会社によっては、今の公的な保育サービスでは全然多様なサービスが足りないという

ことで、事業内保育をつくられたり、さまざまな保育の手当をされているという実態はあ

るわけです。だから、おっしゃる背景に恐らく、今、企業などで働く人たちに丁寧に手当

をされる保育サービスでなくては意味がない。ちゃんと株式会社の参入もできて、経済界

の発言もちゃんと受け入れられるような状態でなければ、本当にお金を出すだけで、そこ

でお金を好きなように使われてしまうという気持ちがおありなのではないかと思います。 

 ですから、重ねてですが、本当に多様な参入をしっかり促進する制度にすること。それ

から、地域の会議においても、いろいろな場においても、企業あるいは経済界としての意

見が十分に反映する仕組みであることはやはり一番大事なことだと思うのです。だから、

それをしっかり受けとめて、みんなで協力する体制にしていただければと思います。 

○末松座長 この関連ですか。どうぞ。 

○田中（常）委員 産業界に協力してほしいとか、産業界で支援してほしいという一般論

の話は非常に感覚としてよくわかるのですけれども、私はずっと言っているのですが、今

日の委員提出資料の９ページ目を見ていただきたいと思います。９ページ目の中段に記載

していますが、子ども・子育てにとって何が大事かというと、やはり賃金の確保とか雇用

の確保だと思います。それをどうするのかという議論を抜きにして、例えば全体の７割の

雇用をしている中小企業の労働分配率は９割であるなか、中小企業に負担を強いるという

ことは、雇用の確保とか賃金の確保について悪影響をあらわすことは明らかです。これを

どう解決するのかという議論がなくて、企業が費用負担するとか、産業界が費用負担する

という乱暴な話はちょっとあんまりだというふうに思うのです。私が言っていることとか
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現実をもう少し理解していただいて、どんな議論なのかということをよく考えていただき

たいというふうに思っています。 

○末松座長 わかりました。これはまた議論を継続させていただくということで、菊池さ

ん。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。私の理解では、この議論は基本制度案

要綱をベースとした議論が進められたというふうに認識しているわけです。それで、資料

３－１のところですが、ここで是非そのことを活字できちっと入れていただきたいという

こと。例えば②のところに、「本ワーキングチームとしては基本制度案要綱を基本に子ど

も・子育て新システム全体像」。具体的にはどのようにされるかは別として、このことを

文言として入れていただきたいということと、今後も引き続きこれを基本として議論を進

めていくことについても文言として入れていただければということ。これはお願いのレベ

ルかもわかりませんが、是非それをお願いしたいということです。そうすることによって、

これまでのプロセスも明確になるのかなという感じがいたします。 

 それから、先ほど少しテーマが違うのでということで途中でやめたのですが、お金の問

題で、将来のことはなかなか説明しがたいということが末松副大臣の方からあって、例え

ば導入が２年後か１年後か知りませんけれども、0.7 兆円程度で、ほかの財源も入れると

１兆円超という表現があります。25 年もやはり同じ１兆円超です。追加ではなくてそうい

う表現になっています。確かに子どもの数も減ってくるし、量の拡大はここで既に終わっ

ていると思いますので、その差し引きするとどうなるか、ちょっと実態は私はわかりませ

んけれども、あまり我々が期待した数字ではないなというイメージなんですね。この辺の

ところについて。 

 もう一つは、私どもの全保協の会員の思いからすると、やはり財源の確保が前提であっ

て、財源の確保が、仮に予定どおり 13 年にシステムがスタートしたとして、お金が投入

されるのはその２年後という話になると、かなり誤解を招く可能性がある。これについて

しっかりとした説明がつかないと、我々としては非常につらいなという気がしておるんで

すね。その辺、どのような説明をするのか。私どもも今、頭を痛めているところですが、

実際に随分前にこの議論がされた後、ペーパーを見たときに、この２年間のズレというの

は我々としてはどう受けとめたらいいのかというのは非常に大きな問題になっておりまし

た。そのことをちょっとお伝えしでおきたいと思います。 

 それから、今後の議論においても、できるだけ早く議論を再開するということですが、

しつこく私どもの方は提出資料として７ページに全保協の７項目を挙げておりますので、

これも、今後の議論の中で十分に考慮していただきたいということを申し上げておきたい

と思います。 

○末松座長 わかりました。特に事務局からありますか。最初の御要望等については。 

○黒田室長 先ほどお尋ねの 2025 年の１兆円超の御説明をさせていただきます。このワ

ーキングチームとして所要額は 2015 年で１兆円超を目指すということになり、一体改革
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の中では 0.7 兆円ということになっています。この 2015 年の 0.7 兆円に対応する 2025 年

の数字が１兆円超ということでございます。 

 これがなぜ増えているかといいますと、これは推計のテクニカルな事情によるものでご

ざいますが、推計の中では、全体の費用を将来的に見込む際に GDP の伸びをカウントす

ることになっておりまして、そのために増えていく部分が過半を占めています。 

 それから 2015 年は、これまでの議論の中でもございましたが、量的拡充の途上にござ

います。平成 29 年（2017 年）を目標に量的拡充を進めていこうということで、ここから

更に量は一たん増えます。その後、人口に応じて減っていくということでございますので、

もともとこの場で議論をしていた量的な拡充がもう一歩進む。この２つの要素に伴って１

兆円超という見込みでございます。なお、2015 年の段階で１兆円超を目指して検討してい

くということがございますので、その 2015 年の１兆円超に対応する 2025 年の金額は今後

の議論、中身が確定した後での議論だということで、その旨が工程表の中に明記されてい

る、こういうことでございます。 

○末松座長 では、渡邊さん。 

○渡邊委員 一応中間とりまとめ案ということで示されたわけでありますが、実感として、

昨年の９月以来約９か月ちょっとの間、よくまあここまで来たなという気持ちであります。

そして、末松副大臣以下、大日向座長、無藤座長、そして、とりわけ事務方の方で、いろ

いろな議論を踏まえながらも我々の意向を反映される形でとりまとめていただいて、ここ

まで中間とりまとめという形になった。これについては敬意を表したいと思います。 

 そんな中で、今後の検討にあたって留意すべき点等について、我々町村会の立場も踏ま

えながら御意見を申し上げたいと思います。 

 １点目は、財源の確保についてということであります。先ほども、こども指針（仮称）

の関係でいろいろと報告があったり、また、いろいろな議論があったわけですが、この議

論をした結果に基づく制度設計、そして法案の提出については、国民にも早くそれを情報

として開示してほしい。そして、法案を早く提出して審議をいただいて、施行していただ

くというのが前提ではありますけれども、しかし、これまでのまとめを見る限り、ややも

すると今にも新システムが動き出していくのではないかという錯覚というか、感覚になり

がちであります。あくまでも財源があっての話である、ということを忘れてはいけないの

ではないかと思います。 

 先般示されました、量的拡大や質の改善のための追加所要額である１兆円超についても、

まだ確実に担保されたということではないわけです。「社会保障と税の一体改革」の中で

この議論が挙げられて、社会保障改革の具体策と工程及び費用の試算という中で、2015

年、2025 年という割り付けの中で示されたわけです。そういうことでありますので、財源

の確保もないままにこの新システムが先走ることになれば、そのしわ寄せを受けるのは、

申し上げにくいのですが、このたびのシステムの中でいろいろと議論して構築された中で、

現場を担う我々市町村になるわけであります。それは詰まるところ、サービスの受け手と



 

26 

なる住民になってくるわけであります。拙速な決断でこれまでの議論の積み重ねが水の泡

に帰することのないように、財源の確保とセットで検討を進めていくことが大事ではない

かということを申し上げさせていただきたいと思います。 

 それから、今後の進め方に対する準備期間の問題であります。この新システムの施行に

あたっては、まだまだ制度設計の具体的な面で不十分なものがあるわけですので、十分な

準備期間を設けることも肝要ではないか。 

 新システムでは指定制度の導入や総合施設（仮称）創設等、現在の制度に大きな変更を

伴うものが多く含まれております。また、新システムの実施主体となる我々市町村には、

利用者のニーズの把握から始まって事業計画の策定や認定事務と、本当にこれまでにない

多くの事務が付加されてくる。また、発生もしてくるわけです。こういう実態を御理解い

ただきながら、これらを十分考慮して、くれぐれも現場の実情や、それから施設、子ども、

保護者が混乱することのないように、時間をかけた慎重かつ円滑な移行を考えていただき

たいということをまず申し上げたいと思います。 

 ３点目は、これは末松副大臣、御苦労願っているわけですが、国の制度と地方単独事業

の関係についてであります。これまで税と社会保障の一体改革全般の話で、私は、去る６

月 10 日に開かれました、社会保障と税の一体改革に関する地方三団体と関係閣僚の意見

交換に出席させてもらいました。そこで、地方単独事業は住民の要請や地域の実情を見極

めながら実施している、国の制度だけがすべてではない、国と地方が車の両輪として社会

保障を担っているはずですし、当然、今後においても、そのような信頼関係を構築しなが

ら進めていくべきだということを申し上げさせていただきました。 

 また、これは私どもの会長が出ましたが、６月 13 日の国と地方の協議の場においても、

地方六団体から同様の意見を提出させてもらって、いわゆる集中検討会議で書き込んだ内

容の一部、書き込みの修正も求められるようなところまで進めさせていただいたわけであ

ります。 

 そういうことを考えていただきながら、国はその内容をよく受けとめていただいた上で、

今後の制度設計にあたっても留意していただきながら、国の制度でありますけれども、や

はり何よりも担い手は現場の市町村なわけです。都道府県もありますけれども、都道府県

は間接的な広域行政でありますから、そのことも十分理解していただきながら、先ほど申

し上げたような制度設計を施行するには、どうしても財源の確保とあわせて一体的な形の

中で進めていただきたいと思います。 

 なおかつ、このワーキングチームを昨年の９月からいろいろとお互いに議論して、そし

て私は申し上げました。やはりこの議論を進めていくには、お互いそれぞれの立場はある

けれども、基本制度案要綱に基づいて、それをいかに社会で支えるシステムでやっていく

のかという前提を踏まえながら、自分たちの利益だけではなく、前向きに検討すべきだと

いうことを申し上げてきたわけです。お互いに協調しながら、そして尊重しながらこの中

間とりまとめができたわけでありますので、そのことを踏まえてよろしくお願い申し上げ
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たいと思います。 

 以上であります。 

○末松座長 ありがとうございます。今、国と地方で、渡邊委員も御活躍になられてやっ

ておられて、地方単独事業の話を含めて私どもも注目しております。 

 それでは、山縣委員。 

○山縣委員 ありがとうございます。今日は、手を挙げ損ねたら発言の機会がないのでは

ないかという何となく緊張感がありまして、順番が回ってきてホッとしています。私の意

見の骨子は別途配付の一枚物の資料がありますので、そちらの方に目を通していただけた

ら幸いです。本日の資料が届いたのが昨日でしたので、それを読んで意見をまとめており

ましたら、今朝方、二時前後になってしまいまして、事務局に大変御迷惑をおかけしまし

た。それでも対応いただいて、ありがとうございました。 

 先ほどの報告で議論になっておりました、こども指針（仮称）の内部三元化は、一般に

イメージされる制度面の一体化を行わなかった結果であると考えられます。基本制度案要

綱では、財源・給付・制度の一元化をもって幼保の一体化と表現しておられましたけれど

も、少なくとも制度の一体化は総合施設（仮称）においてのみ実現しているように見受け

られます。私の理解力の乏しさかもしれませんけれども、私自身は、制度の一体化とは全

体が一つの制度になることというふうに理解しておりました。大日向座長の説明にもあり

ましたように、幼保一体化ワーキングチームにおける議論はそのことをめぐる反論、異論

を含む意見交換をし、時間的制約の中でとりあえず妥協したはずだというふうに理解をし

ています。そういう意味では渡邊委員の、「後退はしたが逸脱はしていない」というあの

表現は大人だなあという感じがして、私は子どもだなあと思っています。 

 指針の整理ですけれども、パワーポイント資料の１ページの本体図においては、保育所

においても幼稚園においても「移行の推進」という表記がされています。しかしながら、

欄外の注記においては、保育所についてのみ「移行」と示されています。すなわちこれを

読むと、幼稚園が残る可能性が示唆されているというふうにしか私には理解できません。

そうすると、幼稚園と総合施設（仮称）という新たな二元化が終着点になってしまうと思

われます。これが、資料３－２の 41 ページにも同じ図が使ってありますので、反映して

います。 

 私見ですけれども、このような形での幼稚園の残り方は、制度設計と利用者像を勘案し

ますと、親の経済力による分断制度になる可能性が高いのではないかと思っております。

子どもの貧困問題、とりわけ幼児期からの教育投資等との関係が論じられている中で、こ

のような分断は問題があるのではないかというのが私の意見でございます。これに関して

は幼稚園業界等から非常に強い反論を受けているというのはわかっておりますが、改めて

ここで意見を言わせていただきたいと思います。 

 若干論点がずれてしまったかもしれませんけれども、議論の内容に関する認識は書面意

見のとおりであり、繰り返しません。先ほどの各委員の質問に対しまして、無藤座長及び
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大日向座長の回答がありましたけれども、改めて本ワーキングチームの座長代理でもある

大日向先生に伺いたいと思います。 

 座長代理として、また幼保一体化ワーキングチームの座長として、本日の資料３－２に

ついては確認をされているのではないかと信じていますが、先ほどの回答と全体を通じた

議論の整理との関係がどのようになっているのか。これは無藤座長が使われたと思います

が、苦悩がこの整理から私は十分には読み取れないのです。私自身、前段で宮島委員が示

された懸念と同じような認識にあるということです。その辺に対して、この整理について

大日向座長がどのように了解しているのかということをお伺いしたいと思います。 

 もう１点、ワーキングチームではほとんど議論されてこなかったので、そこで教えてほ

しいのですが、こども園給付（仮称）となる第４の類型、「それ以外の客観的基準を満た

した施設」、すなわち指定のみによる施設、別の表現ではそういうのが用いられているよ

うですが、これは、学校教育法にも児童福祉法にもどちらにも位置づけられないのでしょ

うか。総合施設法（仮称）にも位置づけられない。そういうもので給付対象にのみなると

いう理解でよろしいのでしょうか。 

 これまでの議論で私が何度か主張してきたことですけれども、すべての地域、すべての

子どもにできるだけ共通のものを提示するというふうに思っておりまして、この位置づけ

について教えていただきたい。特に待機児がある地域では、これは一定数存在するという

ふうに可能性を考えておりますので、その部分について、幼児教育なりが保障されない仕

組みになってしまうのか。指針でのみ保障されるものであって、法律的には保障されない

ということになってしまうのか。これは、かつての保育所と同じ状況になってしまうので

はないかと思います。指針には教育が書いてあるけれども、法律には書いていない。あの

状況を繰り返しそうな気がしてなりません。この点については、今後とも情報を提供して

いただきたいというふうに思っています。 

 いずれにしましても、共助と連帯の仕組みを通じて、今、ここにいる子どもたち、保護

者のみならず将来の子どもたちの幸せに資するシステムとなるような、継続的な検討をい

ただきたいと思います。これまで幼保関係者、あるいは地方自治体、企業の関係者に対し

て、私は最も失礼な、非礼な発言を繰り返してきたのではないかと思っております。今日

はついに、あまり批判しなかった大日向座長にもちょっとかみついてしまいまして、今日、

帰り道があるかどうか不安ですが、是非とも御回答をいただけたらというふうに思ってい

ます。よろしくお願いします。 

○末松座長 では、大日向座長代理、何かコメントはございますか。 

○大日向委員 どこのとりまとめについてのお尋ねですか。何ページですか。 

○山縣委員 資料３－２です。資料３－２の中身について、幼保一体化は座長として了解

した形で出てきているのかどうか。 

○大日向委員 どの部分ですか。 

○山縣委員 いわゆる三元化、もしくは将来的な二元化でとどまるような表記にしか読み
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込めないということに関してです。 

○大日向委員 私は、先ほど申しました 41 ページの指針に関しては、昨日見た段階では、

納得いかないというか、初めて見て驚いたと申しました。幼保一体化に関しても、これも

何度も申しましたけれども、制度案要綱が目指すものに向かってのプロセスをまとめたも

のであると考えております。制度案要綱というのは、子ども・子育て新システムがどうあ

るべきか、子どもをどう守り、子育て家庭をどう守るかという理念が書かれている。そこ

は崩さないでほしいと、これは先ほども事務方なり政務にお願いしたのですが、それはお

願いし続けます。要は、このパワーポイントの中間まとめ案で議論するのではなく、これ

を成文化する段階で改めてお尋ねいただけますか。 

○山縣委員 わかりました。是非我々にも意見を言う機会を与えていただきたいと思いま

す。 

○大日向委員 そうですね。それは私も先ほどお願いしたのですが、このパワポは今まで

の議論を寄せ集めてここにおまとめくださった資料であって、私がとやかく監修したもの

では決してない。これをどうやって成文化するかという段階で、今、御懸念のところは私

も同じ思いでおりますので、ご一緒に頑張っていきたいと思います。 

○末松座長 ２問目、事務方から説明をお願いします。 

○濵谷課長 これは、資料で言いますと３－２の 22 ページでございますが、指定制の中

では、質の確保のための客観的な基準、これは施設、こども園（仮称）につきましては幼

稚園、保育所、あるいは総合施設（仮称）の基準と全く同じ基準を想定しておりますけれ

ども、そういう基準を満たすことを要件に、認可外のものも含めて多様な参入を認め、保

育の量的拡大を図る。あるいは、利用者のニーズに応じた多様な施設や事業を選択できる

仕組みとするということでございます。 

 結論からいたしますと、認可外のものについては学校教育法、児童福祉法の位置づけは

ございませんけれども、指定制度の中で客観的な基準、同様の人員配置、設備等の基準を

想定しているということでございます。また、指定制度の中では、施設だけではなく、多

様な保育サービス、保育ママ、小規模保育など、そういった施設以外の認可外のものもご

ざいますけれども、こういったものについてもそれぞれの類型に応じた基準を設け、質の

確保を図っていこうということでございます。 

○山縣委員 ありがとうございました。指定制については了解しているつもりですが、今、

言われたように、その部分については法律上は、その子どもたちには学校教育は提供され

ない、そういうお答えというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○濵谷課長 法形式上の理解はおっしゃるとおりでございます。 

○山縣委員 わかりました。ありがとうございました。 

○末松座長 では、次に尾﨑さんですね。 

○尾﨑委員 それでは、全国知事会として話をさせていただきます。 

 このたびの中間とりまとめをされるということでありますが、まず全体的な受けとめと
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して言わせていただきたいと思いますが、子ども・子育て家庭を社会全体で支援しよう、

また子育て支援を質・量ともに充実しようという基本的な考え方は、我々としても賛同で

きるものだと考えておるところでございまして、先ほど渡邊さんからもおっしゃられまし

たけれども、よくここまで来たなという感じを持っておるところでございます。 

 ただ、中間とりまとめ案とか、更に資料３－２の８ページにも整理されておりますよう

に、まだまだ多くの残された課題があります。今後、成案に向けましては、法定の「国と

地方の協議の場」を含め、地方とも十分に協議していただきたいと思っております。

 また、これまでペーパーとして、我々、提出させていただいております、いわゆる不明

な点等について、これは今までも誠意を持って協議をいただいておりまして、誠にありが

とうございます。事務レベルで構いませんので、引き続き協議をさせていただきたいと思

っておるところです。 

 その上で、幾つか大きなポイントについてお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、中間とりまとめに当たって、はっきりと大枠としての方向性が定まったものと、

今後の検討課題となるものとの違いが明確にわかるようにとりまとめていただきたいと思

います。先ほど大日向先生からもお話がございましたけれども、まだまだこれからという

ところと、もう定まったというものが、例えばこの紙にあると思います。 

 私どもとして、１つ大いに気になるのが４ページの財政スキームのポンチ絵でございま

す。例えばここは都道府県から市町村へ矢印が示されていて、「負担金・補助金」と書か

れていますけれども、具体的な検討が全く行われていない中で、果たしてこの財政スキー

ムを検討する中、今後明らかになってくると思われるんですけれども、少なくともこれな

どは今後の検討課題であることは明らかでありますので、その点を明示していただきたい

と思います。このポンチ絵が絶対にひとり歩きしないようにということをお願い申し上げ

たいと、そのように考えているところです。 

 また、財政スキームの関係でいきますと、子ども・子育て包括交付金については、今後

十分に詰めた検討をしていかなければならないと考えています。資料の 52 ページにも「対

象となる給付・事業に区分を設けることの是非については、当該給付・事業の性質（義務

的経費・裁量的経費）等や市町村の自由度を高める制度改正の趣旨も踏まえ今後検討」と

書かれてあります。 

 子ども手当のような地方に裁量権がないものと、地方に裁量権のあるサービスに係るも

のを一つの包括交付金にすることは、国と地方の役割分担や、その責任の所在が不明確に

なるということかと思いますし、何と言いましても、そもそも地域自主戦略交付金の例外

的取り扱いとなる中、本当にこういう形でいいのかどうか。こういうことであれば、我々

としても賛成しかねるものになりかねないと考えております。よくよくそこのところを、

これから制度設計の詳細を検討するという段階かと思いますけれども、是非、ともに検討

させていただきたいと思います。 

 あくまで国と地方の役割分担を踏まえ、子ども手当のような義務的に払わなければなら
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ないものと、地方が裁量を持って行うことができるものと、明確に区分した交付金の仕組

み、裁量権のあるサービスの財源をきちんと担保できる財政スキームにしていただくよう

お願いしたいと思います。 

 先ほど出ていた質問とも関連するものでございますけれども、所要額 0.7 兆円、更に１

兆円、これはいずれ詳細な積算を示していただけるんじゃないかと思いますけれども、今

の段階でわかりません。この点については新たな質問ということになりますけれども、是

非お示しいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。特に、税制抜

本改革以外の財源ということに触れている部分がありますけれども、これが一体何を意味

するものなのかということもあります。是非御議論の方、よろしくお願いしたいと考えて

おるところです。 

 ちなみに、都道府県の役割について、そして地方の裁量権の拡大についてお話をさせて

いただきたいと思います。 

 新システムの制度設計に位置付けられております給付や事業の実施主体の中心が市町村

であることには、異論はございません。ただ、社会的擁護など市町村の支援等を行う都道

府県の役割も重要であります。また、市町村もその規模はさまざまでありまして、都道府

県の支援のあり方もそれぞれの地域によって異なってくるのではないかと考えておるとこ

ろであります。 

 都道府県の役割は非常に重要でありますことから、新システムの中でどのように位置付

けるのか。また、都道府県の役割に応じた財源をいかに確保するのか。更には、地域の多

様性を踏まえた都道府県の役割として、どのようなものが考えるのか。地方も一緒に考え

ていきたいと考えております。例えば８ページの、「更に検討を行う事項」とされている

ものに追加していただくなど、今後の検討課題として位置付けていただきたいと思います。 

 また、地方の裁量権の拡大についての話であります。中間とりまとめ案や、更に資料の

８ページにも整理されておりますとおり、いかに地方の裁量権を拡大できる仕組みにして

いくのか。これは大きな論点であり、今後十分に協議させていただきたいと考えておりま

す。もちろん、ナショナルミニマムをしっかり確保した上でということかと思いますが、

そこのバランスをよくよく議論させていただきたいと考えています。 

 一口に地方と言いましても、待機児童が非常に多い地域もあれば、過疎化が進んで、そ

もそも児童が非常に少ない地域もあります。地方の状況はさまざまでありまして、それぞ

れの地域に必要なもの、ニーズというのは異なっております。また、日本のどの地域に住

んでいても、等しく保育や教育が受けられるようにすることも、また大切だと考えている

ところです。 

 本日の資料の 20 ページ、「幼保一体化の進め方（イメージ）」という中で、「地域の

実情等に応じて、必要な施設・事業を計画的に整備する」といった記述がされておるわけ

でありますが、是非この視点・発想を仕組みに生かしていただきたいと考えております。

地域主権の視点に立ちまして、それぞれの地域の実情・実態に応じて、地方が裁量と創意
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工夫を持ってサービスを実施でき、きちんと財源も保障される制度にしていただきたいと

考えております。 

 最後になります。社会保障改革案、６月２日に示されました。社会保障と税の一体改革

に関して、今、ホットな議論が繰り広げられておるところでございますが、我々、全国知

事会として地方単独事業の重要性ということについて訴えてきたところです。６月 13 日

の「国と地方の協議の場」におきましても、山田知事会長の方から、この点の重要性を申

し上げてまいったところです。 

 子ども・子育て新システムの議論というのは、地方を抜きにして語ることのできないも

のと考えているところでございます。地方の役割ということについて深い御理解を賜って

おります末松副大臣には、この社会保障と税の一体改革の中で、地方単独事業の重要性に

ついて、是非力強く訴えていただきたいと思っております。 

 最後に、子ども手当についてでございますけれども、与野党間での協議が行われると伺

っておりますけれども、先日、私、細川厚労大臣とお話もさせていただきました。また、

その場で子ども手当のあり方について、「国と地方の協議の場」で分科会を設けるなどし

て、しっかり御議論賜りたいということをお願いし、また細川大臣、そして小宮山副大臣

からも一定前向きな御回答をいただいたと感じておるところでございます。 

 非常に懸念しておりますのは、「与野党の議員間で超党派で議論され、超党派の議員立

法になって決まったことであるから、国と地方の協議の場で議論しようと思ったが、でき

ませんでした」ということではすまないと思っておりますので、是非ともこの点について

も末松副大臣の応援をいただいて、具体的な制度設計の中で国と地方がよく協議をさせて

いただく機会を担保していただきたいと考えています。 

 以上です。 

○末松座長 いろいろな視点からどうもありがとうございました。 

 それでは、岡本さん、その後に秋田さん、その後に池田さんですね。 

○岡本委員 ありがとうございます。初めに、この中間とりまとめをまとめていただきま

した座長を初め事務局の皆様方の御苦労に、感謝を申し上げたいと思います。まだ課題は

多いと思いますけれども、今後のスケジュール等を考えますと、この段階でワーキングチ

ームとして中間とりまとめ案を確認することは、今後に向けた一工程として必要だろうと

思っています。 

 連合としての意見は資料提出させていただいておりますけれども、ボリュームがござい

ますので、これらはお読み取りいただくこととして、中間とりまとめに当たって特に強調

しておきたいことについて発言させていただきたいと思います。 

 資料の３ページにもありますが、すべての子どもたちが尊重され、その育ちが等しく確

実に保障されることが必要だと書かれています。本当にこのことが最も重要なことだと思

いますし、そのための基盤整備が必要です。その観点から考えますと、まずこども園（仮

称）などの利用保障について意見を申し上げたいと思います。 
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 事務局案で提起されている直接契約方式では、保護者が自らこども園（仮称）を見つけ

た上で、自らが契約する仕組みとなっております。結果として、低所得者とかひとり親の

方ほど手続の遅れとか、それからステップが多くなって、場合によっては排除が起こりや

すいということが懸念されます。 

 そうしたことを解決していくためには、市町村介入による利用調整、要請、措置により、

最も支援を必要とする人々が排除されない優先的利用の仕組みというものが必要だと思い

ます。また、この利用保障とか優先利用を実効的に担保するためには、市町村にその責務

と権限を持たせることが必要不可欠でありますので、これを法律上、明確に記述するべき

ではないかと考えます。 

 続いて、財政措置についてですが、新システムでは子ども・子育てに関する給付の一体

化を目指していますが、そのためには三位一体改革の中で、2004 年に一般財源化された公

立保育所の運営交付費の国庫負担分についても、改めて確保した上で、子ども・子育て財

源として一体的に交付する必要があると思います。 

 一般財源は使途が特定されない財源として自治体に交付されているために、その使途が

不明確です。連合としてこれまでも指摘をしてきましたけれども、結果として公立保育所

の多くで人件費の削減が行われて、非常勤職員や無資格者の人たちが増加しています。地

方交付税化をされてしまった財源を改めて確保して、子ども・子育て包括交付金（仮称）

に組み込まれなければ、幼保一体化を実現した場合であっても、現在の公立保育所では公

定価格の水準による質は担保できませんので、今後、十分にこのことを議論していただき

たいと思います。 

 次に、費用負担については、資料の 56 ページに今後検討するとあります。「子ども・

子育て支援は社会的責任である」との考えのもとに立って、国、地方、事業主、個人とい

った社会全体で費用負担するべきだと考えます。その中で利用者負担と公費負担を考えま

すと、現在の子ども・子育てに係る公費負担割合は、保育所でも約６割になっています。

つまり利用者負担は４割であり、他の社会保障制度に比べますと、利用者負担が高い状況

にあります。 

 例えば介護保険とか健康保険で言えば、個人負担は１割から３割であるので、他の社会

保障制度における公費負担割合の水準との整合性について、今後十分に検討する必要があ

ると思います。 

 あわせて、利用者ごとの負担についても、低所得者の排除などを生まないためには、応

能負担を原則とするべきだということも、再度申し上げておきたいと思います。 

 最後になりますが、こども園（仮称）のあり方や、そこで働く職員の身分について、ま

だ丁寧な検討を行うべき事項が残されていると思います。その点については、労働組合と

か関係機関と協議の上で制度設計を行っていただくことを、改めて要請しておきたいと思

います。 

 以上です。 
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○末松座長 わかりました。今のことを踏まえながらやらせていただきたいと思います。 

 では、秋田さん。 

○秋田委員 本当に短期間に何度も会議を開いて、それも新しく資料をつくりながら、こ

こまでとりまとめが進んだことに、それぞれの座長や事務方の方々にもお礼を申し上げた

いと思っております。 

 まだまだ課題が多く、本日の資料３－２でも、「今後、実施主体である地方公共団体な

ど関係者と十分に意見交換を行う」と書かれているんですけれども、この部分、大日向座

長も言われましたように、丁寧に最後までさまざまな委員の意見を聞いていただくと同時

に、この中間とりまとめが出ますと、実はこの背景に実施主体の市町村だけではなく、保

育所や幼稚園や保育関係者、それから保育養成校の先生方など、多くの人々が不安を抱え

て、先にどうなるのだろうというところでの不安が大きいと考えられます。 

 ですので、混乱のないように、ホームページで見ればわかるというだけではなく、最終

的にどういう方向が制度案要綱、あるいは子ども・子育て指針（仮称）の基本の理念がど

こにあり、それで現在の途上はどこであるのかが分かるように示していただきたい。 

 決して我々は三元化案をサポートして議論しているのではなく、量的拡大も量だけを拡

大するのでは逆効果であることも申し上げてきましたけれども、最終的にすべての子ども

に質の高い保育を保障していくための途上として、こういう議論のプロセスにあるという

進行のプロセスと、目指すべき方向、そして今後の課題を整理し文書化されたものをきち

んとお出しいただくことこそが、全体に混乱がないのではないかと考えます。 

 この会議に出ている者は、大体理解ができていると思うんですけれども、その背景にあ

る、本当に日々の保育を担っている方々の不安たるや、大きなものがございますので、そ

この手当てをまずお願いしたいと思っております。 

 そして、この改革においては、「公共性、継続性、安定性」を考えたときに、保育が公

共的なものであるからこそ、社会保障制度改革でも一番に挙げてくださり、未来投資とし

て人材育成を挙げてくださっているということがあると思います。ですので、公費負担割

合が、先ほども御報告にございましたが、日本が極めて低いので、公的な割合を増やして

いく方向で、もちろん、企業等に事業主や個人の負担もあり得ますが、公費負担割合を高

くしていく、今後も財源の保障・確保というところでお願いしたいと思っております。 

 また、これは親も保育者も、すべての人の願いだと思っておりますけれども、やはり質

の確保です。今回出てきた一つに、最近議論に出ていませんが、３歳から５歳のところは

すべて学校教育につながる良質の水準にあげることが、人材育成として重要である。その

すべての子どもに公的責任を負うためには、学校教育体系の原則を貫くことが極めて重要

であり、これはどの親も希望していることであります。 

 そういう意味で、客観的な総合施設（仮称）について、一部意見があったとありました

が、両論併記で、もちろん多様な事業主が入ることは重要なんですけれども、基本は学校

教育体系の原則が、国がすべての子どもに責任を負って公的に保育を行ったり、教育を行
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っていく原則であるというところは、意見としてはお書きいただきたいと思っております。 

 また、この会議に出ていて感じることですけれども、待機児童対策とか働く親御さんの

話はたくさん出ますけれども、家庭で子育てに従事し、そして子育てを楽しんでいる人た

ちの声は、ここではなかなか挙がってこないんです。けれども、子ども・子育ての仕組み

の中にはそうしたものも書き入れられていますけれども、そこもまた、光と影の、影の部

分にならないように取り込んでいただきたいと思っております。 

 どうしても声の大きいところや、目立つ都市部のところだけに光が当たった政策になる

ということのないように、全国すべての子どもにおいて、良質な保育を確保するための量

的拡大であるという原則を貫いていただきたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○末松座長 では、池田さん。 

○池田委員 全国国公立幼稚園長会でございます。今までのワーキングチームの中で、今、

秋田先生からもお話がありましたけれども、ただ預ければよい、量的拡大だけを図ればよ

いということでは、決してなかったと思います。質の改善とその財源の確保につきまして

は、今後に大きな課題を残しているなということを思っているところですけれども、今回

が中間のとりまとめということでございますので、本会の基本的な考え方、当初からの一

貫した考えではございますけれども、述べさせていただきます。 

 提出資料の１ページ目をお開きいただければと思います。 

 私どもは、教育・保育の現場の人間です。子ども、それから保護者と日々接している立

場から、この新システムが、子どもが豊かに育つ幼児期を保障するためのものであってほ

しい。このことを一番皆さんにわかっていただきたいと思います。そして、学校教育の最

終のねらいが人格の完成ということであれば、幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培

うという非常に重要な役割を持っております。 

 そして、将来、この国を担う人材育成という大きな視点に立って、幼児教育が人格形成

の基礎をつくること、そして義務教育及びその後の教育の基盤となっていくことの重要性

を十分踏まえて検討していっていただきたいと思っております。 

 そして、幼保ということでいろいろな議論があるんですけれども、幼児期と児童期の教

育に連続性・一貫性を持たせて体系的な教育を行うということは、教育基本法の精神であ

るとも思っております。この精神にのっとり、少子・高齢化の進行や保護者の就労状況等

の変化が著しい中、改めてすべての子どもたちに、発達段階に応じた豊かな生育環境を整

え、「自他ともに充実した人生を生き抜く力」の基盤づくりをしていくことが、我々大人

の責任ではないかと思っております。 

 そして、総合施設（仮称）の創設に当たっては、まず第１に質が保障されるという点で、

質の保障された学校教育・保育が確実に一人ひとりの子どもに提供されるような制度設計

が不可欠であると思っております。 

 以下、幾つか書いてあるんですけれども、すべては読みません。 
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 １つ目です。「学校教育としての幼児教育」のみを希望する保護者の願いを大切にする。

実際には、４～５時間の「学校教育としての幼児教育」を受けさせ、そのほかの時間では

家庭教育をしたい。私どもはかなりそういう親と接しております。そして、幼児期は親子

の愛着形成を確立させる意味でも、親子が一緒にゆったりとした時を過ごすことの価値も

理解していただきたいと思っております。 

 ２つ目に、「みんなで子育て・楽しく子育て」。PTA 活動等を通して、こういったこと

を実感している親もおります。こういったことを発信するとともに、その中で親が親とし

て育っていくことも大事にしていく必要があるのではないかと思います。私たちは、日本

人です。日本の子育ての文化を次代に継承していくことも大事にしていかなければならな

いと思っております。 

 最後、裏をめくっていただきまして、４です。ここが本会として最も強調したい内容な

んですけれども、３歳以上のすべての子どもに保障されるべき学校教育については、総合

施設（仮称）を含め、義務教育に接続する学校教育として位置付け、小・中学校と同様に、

国や地方公共団体の適切な関与を義務付け、教育の地域格差が生じないようにしていただ

きたいということです。 

 総合施設（仮称）においては、学校教育がしっかり位置付けられるということを私たち

は大変期待しているところです。そして、幼稚園は現在、子どもが出会う初めての学校で

あるということで、設置基準も高く設定された中で、子どもたちにとってよりよい、質の

高い教育を目指しております。新しくできる総合施設（仮称）においても、働く職員がそ

のことを一生懸命目指しながら働けるような場にしていただきたいと思っております。 

 大体、そういうところですけれども、今後の議論の中でこのことを是非踏まえて検討し

ていっていただきたいと思っております。 

○末松座長 どうもありがとうございました。申し上げたように、私はここで失礼しなけ

ればいけないんですけれども、まだ御発言される方がおられるので、座長代理の大日向先

生に後をお願いしたいと思います。 

 ただ、最後に、皆様の今日の御意見を踏まえて、一度成文化したものをお示ししよう。

そして、どこまで合意して、どこまで合意していないかというものも明らかにしながら、

丁寧な議論をやっていこうというのが１つあります。そのために、これは事務局にまた大

変な負担をかけるんですけれども、いろいろな各省協議もございまして、そこは若干お時

間をいただくという話。その前に、皆さん言い足りない感じのお顔をされた方がたくさん

おられるので、もう１回やるかどうかも踏まえて一任させていただければと思っておりま

す。 

 以上申し上げまして、私の方はここで失礼させていただきます。どうもありがとうござ

いました。では、よろしくお願いします。 

○大日向委員（座長代理） 今の末松座長のおまとめで、実は締めたいところなんですが、

まだお約束している方がいらっしゃるということで、お手を挙げていらした山口委員、北
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條委員、田中委員のお三人の御発言が終わったところで、本日の会は締めさせていただき

ます。では、今の順でお願いいたします。 

○山口委員 山口です。何度もしつこいようですけれども、秋田先生とか、先ほどから学

校教育体系にさえ乗っていれば質が担保されるようなおっしゃり方をずっとされているん

ですが、本当でしょうか。 

 私は詳しくは知らないんですが、例えば現行の研修の部分で言うと、幼稚園というのは、

教員の研修の充実を図らなければならないという程度のものですし、監督の部分でも、行

政からは不正があったときのみだと思うんですが、閉鎖命令があるだけであって、そこに

内容の改善勧告とか改善命令といった権限が全くない。そんな中で、現行の学校法人体系

というものが本当に上質の保育の質の担保をしているんでしょうか。すべての幼稚園が上

質の教育を提供しているということを本当に信じている人は、私はこの中で恐らくいない

んじゃないかと思います。 

 それは、単に形式的に整えているから、それで担保しているだけにすぎない。それは単

なる思い込みだと思います。学校法人という冠が付いているからといって、それが担保さ

れないというのは、今言ったようなことから明らかであると思います。 

 それに対して、今度の総合施設（仮称）の案では、もう少し研修のところに充実するこ

とも入っておりますし、監督のところでも立入検査であるとか改善命令であるとか、実質

的な中身に踏み込んで質の担保をしようというところに入ってきております。これは評価

できることなんです。ということは、単に主体が学校法人だからといって質が担保される

なんていうことはあり得ないんですね。逆に、学校法人じゃないからといってだめだとい

うこともあり得ない。 

 要は、運営する中で、形式じゃありません、実質です。実質的にしっかりと保育・教育

をやっているのかどうかを見きわめて指導監督をやる。しかもやっていないところは退場

してもらうという制度をつくれば、どんな主体であっても関わりないわけです。私はそう

思っております。 

 それから、先ほど来申し上げております。何度も申し上げますが、ここでの意見という

のは、一部をのけて、先ほどの例外というのはおかしい。イコールフッティングにすべき

だというのが大半の委員の方の意見だと思っております。何度も言いますが、ここを両論

併記という形は是非避けていただきたい。これはいかがでしょうか。 

○大日向委員（座長代理） それでは、順番に北條委員、お願いいたします。 

○北條委員 当初から子育ての、また教育の第一義的責任は親にある。また、子どもの最

善の利益を重んずるということを大前提にして議論を進めていただきたいということを、

繰り返してお願いしてきたところでございます。このたび、子育ての第一義的責任は親に

あるという書き込みをしていただいたことは、大変よかったと思っております。 

 今日までいろいろ議論してまいりましたが、その中で、えてして子どもの権利あるいは

幸せということよりも、これが大事じゃないというわけではないですよ。親の都合、親の
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使い勝手も大事でしょうけれども、その前に子どもにとってどうなのかがあるべきだと思

っております。教育政策としての議論の視点が薄かったと思わざるを得ません。 

 労働政策、もちろん大事でございます。しかし、我が国の子どもをどう育てることが子

どもにとって幸せであり、そして国家にとって利益なのかということをしっかり見据える

ことが大切だ。そのことが、教育制度をどう構築していくかという話だということでござ

います。そのことから、だれがやってはいけないという話とは、これは相対的に別の問題

であるということを申し上げておきたいと思います。 

 その上で、資料４の 11 ページ、12 ページに全日本私立幼稚園連合会としての６項目の

要望をまとめさせていただき、提出させていただいております。課題はたくさん残ってい

ると思っておりますが、これからも真摯に会議に参加し、そして私どもの願いを少しでも

生かしていきたい。そのことが私どもは子どもにとっての幸せだと思っておりますので、

その方向で今後とも努力してまいりたいと思っております。 

 本日までの議論に参加させていただいたことを、この場で御礼申し上げます。本当にあ

りがとうございました。 

○大日向委員（座長代理） 最後に田中委員ですね。 

○田中（啓）委員 しんがりとなりましたけれども、お時間をいただきましてありがとう

ございます。手短に３点だけ述べさせてください。 

 まず１点目ですが、先ほどの費用負担の問題でございます。特に、産業界、企業の負担

のあり方なんですけれども、私は多分２つに分けて考えた方がいいと思っております。１

つは、企業が負担する合理的な理由があるのか、ないのか。２つ目が、負担を求めること

が現実的か。あるいは、それに伴う弊害があるか、ないかということです。 

 １点目の理由があるかどうか。これはいろいろな方がおっしゃっているので繰り返しま

せんが、私は恐らくあるんだろうと思っています。ただ、私は企業が出すのが当たり前だ

とまで強弁するつもりはございませんで、むしろ社会全体で子ども・子育てを支援すると

いうシステムの趣旨を勘案しまして、企業サイドとしても自分たちにとって長い目で見て

メリットがあるということを是非理解していただいて、前向きに、あるいは自主的に参加

していただくという方向性をとっていただきたいなと思っております。 

 一方で、負担を求めることの現実性ということなんですが、これは企業によりましては、

その負担の重さというものが非常にかかってくるところもあると思いますので、これにつ

きましては、企業の特質によりまして、多少の配慮をすることもあっていいのかなと思い

ます。これが１点目でございます。 

 ２点目ですけれども、多くの方がおっしゃっていらっしゃいますように、多様な主体に

参加してもらう、これを促していくというのが、恐らくこのシステムに皆さんの多くの方

が合意されている事項だと思います。財源を準備して、そして間口を広げるということで、

果たして多様な主体がオートマチックに参入してくるのか。その辺りがまだ見えてこない

んです。これは恐らく法律というよりは、制度が具体化する段階で制度設計に何らかの工
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夫を盛り込んでいかなくてはいけないと思いますので、その辺りの研究あるいは検討は今

から進める必要があるのではないか、これが２点目でございます。 

 最後は、政策評価の専門家として強調したいところですが、以前にペーパーを出しまし

て、PDCA をきちんとシステムに組み込んでいく、これが重要ですという話をさせていた

だきました。皆さん、制度をつくる段階では、口角泡を飛ばして議論されるんですけれど

も、実は制度の有効性を本当に高めるのは、制度導入後の実施プロセスになります。です

から、そこにきちんとチェック、アクションの仕組みを入れていく。 

 そのために是非私がお願いしたいのは、法案の中に国・自治体がこのシステムの有効性

を高めるために、実施状況をきちんと把握・分析して、その結果を反映していくこと。こ

れを責任であると是非明記していただきたい。これをしますと、役所の方はまじめに取組

まれますし、こういったデータが集まるということは、恐らく日本の子ども・子育ての分

野で非常に貴重な資源になると思います。これは、恐らくほかの方はあまり御関心がない

と思いますが、是非やっていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○大日向委員（座長代理） ありがとうございます。ちょうど時間が参りました。 

 １つ皆様にお諮りしたいことがございます。先ほど末松座長が御退席の前に、私たちが

この制度案要綱を基に、前提として３つのワーキングチームが議論してきたことを、何ら

かの形で中間まとめとして成文化します。それは、是非皆様に見ていただきたいというこ

とをお約束くださったんですが、一方、まだまだ皆さんもいろいろ御意見がおありで、こ

ういう形でもう一回ぐらいやりましょうかということもおっしゃって、お帰りになりまし

た。 

 その後、先ほど村木統括官とここでちょっと御相談して、こういう形をもう一回やるの

がいいのか。むしろ、制度案要綱は変えないんですけれども、法律案に落とすために中間

まとめを成文化する作業を事務局に急いでいただいて、それを見て、それを基にして会議

を開いた方がいいのかということです。それをお諮りしたいと思いますが、前者か後者か、

どちらでしょうか。多数決で。 

○村木政策統括官 もう一回、後者の説明を。 

○大日向委員（座長代理） 後者の案は６月 22 日、仮押さえしていただいた会は開きま

せん。その間、この中間まとめに向けた今日のパワーポイントの言葉を事務方に成文化し

ていただきます。それをみんながもう一回目を通した上で、議論を交わす会を１～２回。 

○無藤委員 法案レベルまでつくったものを議論する。 

○大日向委員（座長代理） 法案に出す前のまとめです。 

○無藤委員 大体法案がイメージできるぐらいの文章という意味ではなくて。 

○村木政策統括官 今日はパワーポイントでやりましたが、これを私どもが口で説明する

とどうなるかというレベルのものだとお考えいただけると、大体雰囲気がわかるのではな

いかと思います。法案レベルまでというと、もっと相当技術的なことまでしっかり詰めな
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ければいけませんので、そこまでは行けないと思います。 

○大日向委員（座長代理） ということで、まとまったこと、今後の課題をきちっと成文

化していただき、ここはこういうふうに法律に落としましょうとか、そういうことですね。

そういうことを委員に回していただいた後、それを持ち寄って会を開こうというのが後者

です。 

 ということで、後者がよろしい方。 

○田中（常）委員 ちょっといいですか。先ほど末松副大臣は、ペンディングのことは明

確にペンディングとして残すというお話をされてお帰りになったように思うんですが。 

○大日向委員（座長代理） はい。そうですね。ペンディングも今後の課題ということに

入れて考えていただいて良いかと思います。 

○田中（常）委員 それはそういう理解でよろしいでしょうか。 

○大日向委員（座長代理） そのとおりです。後者が多いですかね。 

○村木政策統括官 22 日に紙を間に合わせろと言われると、事務局はギブアップでござい

ますので、紙がなしでのフリーディスカッションはなしということで、紙を用意して、で

きるだけ早いタイミングということでよろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○菊池委員 その点でいいですか。いつも前日ぐらいに資料が。少しじっくり読み込むだ

けのお時間をいただければということを、希望として申し上げておきたいと思います。 

○大日向委員（座長代理） 村木統括官、ご覚悟のほどを。 

○村木政策統括官 努力いたします。 

○大日向委員（座長代理） 本当に事務方には大変な作業をお願いすることとなりますが、

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ちょうど時間となりましたので、本日のワーキングチームはこれで終わりと

させていただきます。ありがとうございました。 


