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１．開 会 

 

２．議 題 

   （１）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 

   （２）意見交換 

 

３．閉 会 
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○末松座長 おはようございます。ちょっと定刻を過ぎておりますが、今から「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」の第 14 回会合を開始

いたします。本日も、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。 

 それでは、委員の出欠について事務局より報告させます。 

○藤原参事官 それでは、委員の御出欠について御報告を申し上げます。 

 本日、御欠席の委員が７名おられます。 

 東京大学大学院教授の秋田喜代美様。 

 日本労働組合総連合会会長代行の岡本直美様。 

 日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長の髙尾剛正様。 

 東京商工会議所人口政策委員会共同委員長の田中常雅様。 

 静岡文化芸術大学教授の田中啓様。 

 明治学院大学教授の両角道代様。 

 大阪市立大学教授の山縣文治様。 

 以上、７名の委員におかれましては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、日本経済団体連合会より経済政策本部長の

藤原清明様、日本商工会議所より産業政策第二部担当部長の松本謙治様に御出席をいただ

いております。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。 

 まず、事務方の方から資料の確認をお願いします。 

○藤原参事官 それでは、資料の御確認をお願いいたします。 

 配布資料でございますが、資料１－１、「子ども・子育て新システムに関する中間とりま

とめについて（案）」、いわゆる頭紙と言っているものでございます。 

 それから、１－２がその別添に相当するものですが、前回お出ししたパワーポイントの

資料を文章化したものでございます。 

 それから、１－３がパワーポイントの絵で説明をする資料になっております。 

 また、１－４といたしまして、制度案要綱と今回の中間とりまとめ案を対照表にした資

料を作成してお付けをしております。 

 資料２といたしまして、本日各委員から提出をいただいている資料をとりまとめたもの

でございます。 

 別途、連合からいただいている資料は別枠になってしまっておりますが、合わせて御確

認いただければと思います。 

 また、参考資料といたしまして、６月 30 日の政府・与党の社会保障改革検討本部で決定

をされ、閣議報告に付されております「社会保障・税一体改革成案」というものを御参考

に配布させていただいております。 

 以上でございますが、漏れ等はございませんでしょうか。 

 以上でございます。ありがとうございます。 
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○末松座長 それでは、まず私の方から社会保障改革・税一体改革について一言、御報告

させていただきます。 

 今、資料はございますけれども、去る６月 30 日に「社会保障・税一体改革成案」が政府・

与党社会保障改革検討本部によって決定されました。その中で、前回のワーキングチーム

でも御報告したとおり、子ども・子育て支援につきましては優先的に取り組む分野に位置

づけられております。 

 また、2010 年代の半ばにおける追加所要額は公費 0.7 兆円程度、そ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することとされております。 

 更に、新システムの工程につきましては新システム具体案を早期にとりまとめ、そして

税制抜本改革をするとともに、早急に法案提出することが盛り込まれております。 

 この成案は、７月１日に閣議に報告されたところでございます。この成案の決定と合わ

せまして、６月 16 日開催の前回の会合に引き続いて、本日も中間とりまとめ案について御

議論をいただきたいと思います。 

 この前はこの資料、ポンチ絵とか、それが中心ということでございましたけれども、皆

様の御議論を賜りまして文言化をして、皆様にお目通しをいただいて、そこで今日はこの

御議論をいただいているところでございますので、またさまざまな御議論を賜りたいと思

います。 

 それでは、事務方の方から資料説明をしてください。 

○藤原参事官 それでは、資料の御説明をさせていただきます。 

 まず資料１－１、１－２、１－３という３種類の資料でございますけれども、座長の方

からお話がございましたように、前回パワーポイントの１－３に相当する資料をお出しし

ておりますが、これを文章化するということで、１－１の頭紙と、１－２の文章編別添と

いうことで中間とりまとめの形にさせていただければと思って作成をしております。基本

的には、１－３のパワーポイントの資料の構成に沿って文章化をしているというものと御

理解いただければと思います。 

 それでは、まず１－１でございますけれども、頭紙のところで「子ども・子育て新シス

テムに関する中間とりまとめについて（案）」という紙になっております。 

 まず１つ目の丸でございますが、これまでの検討経緯を書いてございます。それぞれ回

数を重ねて議論を重ねてまいりましたということです。 

 ２つ目の丸でございますが、本ワーキングチームとしてはほかの２つのワーキングチー

ムとともに「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に掲げられた基本的方向性を

踏まえて、関係者間で意見集約を図りながら重ねてきたこれまでの議論の到達点として、

この子ども・子育て新システムの全体像ですとか、給付設計の在り方ですとか、幼保一体

化の在り方、質改善の在り方、こういったものについて別添のとおり中間的に議論をまと

めたものであるということでございます。 

 ３つ目の丸については、質の改善については量的拡充と合わせて１兆円を超える額を見
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込んでおりますので、政府においてその確保に向けて最大限の努力というふうに書いてご

ざいます。 

 最後の丸のところが、残された課題を丁寧に書き込んだところでございます。本ワーキ

ングチームとしては、今後も基本制度案要綱と本とりまとめを踏まえまして、先ほど参考

資料の御説明が座長の方からありましたように、政府・与党の社会保障改革検討本部の決

定である「社会保障・税一体改革成案」の工程表にあるように、税制抜本改革とともに早

急に法案提出ができるように①から④に掲げられた検討課題、その他の残された検討課題

について、できる限り速やかにこのワーキングチームにおいて検討を再開したいというこ

とを明記しております。 

 この①から④については大きな検討課題、主な検討課題を列挙したものでございます。

すなわち、費用負担の在り方、子ども・子育て包括交付金（仮称）の在り方のような費用

の関係の課題、それから２つ目として国の所管の在り方の課題、３番目といたしましてワ

ーク・ライフ・バランスの在り方、４番目といたしまして国の基準と地方の裁量の関係な

ど、地域の実情に応じた提供体制の仕組みの在り方、こういった検討課題を例示しながら、

今後速やかにこのワーキングチームの再開をしたいのだということを明らかに書いており

ます。 

 また、検討に当たりましては昨年夏に策定をいたしました基本制度案要綱に掲げられた、

すべての子ども・子育て家庭に必要な良質の支援を行うのだという観点ですとか、地域主

権を前提として多様なニーズにこたえるといった観点も含めて、実施主体である地方公共

団体など、関係者と十分に意見を行うということを明記いたしております。 

 そして、最後に「政府においても」ということで、政府に対する要請ということですが、

国と地方の協議の場などを通じて地方公共団体と十分に協議を行うとともに、関係団体な

どの関係者の理解も得た上で成案化されたいということでございます。 

 その今回の新システムの中間とりまとめの内容に相当する別添の部分が１－２のところ

でございますが、資料１－２の１ページ目でございます。１ページ目と２ページ目はそも

そもの新システムの理念といいますか、そういったことを書いてございます。子どもの健

やかな育ちは子どもの親だけではなくて社会全体の大人にとっても願いであり、喜びであ

るということですとか、乳幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う非常に重要

なものなんだということ。そして、我が国にとっては「人」づくりの基礎であり、未来へ

の投資なのだということ。そして、その子どもたちが幼少期の成育環境とか、親の経済状

況によって格差が生じることがないように、しっかりと取り組まなければいけないのだと、

こういったことを理念として書いてございます。 

 ２ページ目の一番下のところに、そういった理念を踏まえてということで、冒頭の前文

の末尾に締めくくり的な文章を入れておりますけれども、上記の理念を踏まえてこれまで

基本制度案要綱に掲げられた幼保一体化、具体的に言えばこども園（仮称）などを指しま

すが、幼保一体化等の基本的方向性を踏まえて重ねてきた議論の到達点として、次のとお
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り子ども・子育て新システムの具体的制度設計の在り方に関して中間的にこれまでの議論

をとりまとめたものである。今後、基本制度案要綱、そしてこの中間とりまとめを踏まえ

まして、幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの理念の実現に向けた取組を推進し

ていくことが必要であるというふうな大きな考え方をここで明らかにしているところでご

ざいます。 

 ３ページ目以降からは、パワーポイントの資料で言いますと大きな柱に沿って同じよう

な順番で整理を文章化したものでございます。 

 まず、最初の１番の大きな柱が「市町村、都道府県、国の役割」のところでございます。

１つ目の丸にありますように、市町村がこの制度を実施するのだということ。そして、国

や都道府県がこの制度の実施を重層的に支えるのだという大きな国、都道府県、市町村の

関係を書いてございます。 

 また、４つ目の丸でございますけれども、実施主体である市町村や都道府県と十分調整

をしながら、今後更に検討を行うべき事項をここでまとめて整理をしたところでございま

す。 

 ４点掲げておりますけれども、①といたしまして事業計画の策定など、地方公共団体の

実施する施策についての国の関与の在り方。２番目といたしまして、国が定める基準と地

域の実情に応じるための地方公共団体の裁量との関係。３番目が、指定制による指定です

とか総合施設（仮称）の認可の主体の在り方。都道府県の具体的な役割やその財源の在り

方というふうに４つございます。 

 この②のところで、地域の実情に応じるための裁量との関係というふうに補足的に書い

てございますが、その後に給付設計のところに出てきます各論のところで、全国一律の基

準ということを策定するんだということがるる出てまいりますけれども、やはりその質の

高いサービスを地域の実情に応じて提供いただけるようにするために、この国の基準の中

で地方の裁量をどのぐらい見ていくのかというようなことについては今後の検討課題だと

いうふうな趣旨でございます。 

 それ以降、「市町村の役割」、「都道府県の役割」、「国の役割」というふうに書いてござい

ます。それについては、前回事前に見ていただいているところから変わってはいないかと

思っております。 

 それから、５ページ目が大きな２番目の柱の「給付設計」のところでございます。市町

村は子ども・子育て支援給付（仮称）、給付ということで個人に権利を付与するという形の

給付と、市町村に事業を行っていただくという形の支援事業という２つの大きな種類を新

システムの給付として用意をするのだということになっております。 

 １つ目の個人給付としての「子ども・子育て支援給付（仮称）」の中身ですが、３つの種

類がございます。 

 １つ目が、個人への現金給付である「子ども手当」でございます。子ども手当てについ

ては、新システムにおける給付に位置づけるということでございますが、御承知のとおり
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現在、別途検討がなされているということでございますので、それが決定をされればこの

システムの中に入れ込むということになろうかと思っております。 

 （２）が「こども園給付（仮称）」でございます。こども園給付（仮称）については、質

の確保のための客観的基準を満たした施設として指定を受けたこども園（仮称）に関する

給付とするということにしておりまして、具体的にはその対象としては仮称でございます

けれども、総合施設（仮称）、幼稚園、保育所、それ以外の客観的な基準を満たした施設で

あり、その総称ということでこども園（仮称）という言葉を使っているということを明ら

かにしてございます。 

 （３）が「地域型保育給付（仮称）」でございます。これは、これまで多様な保育サービ

スと言ってきたものですが、いわゆる幼稚園、保育所、総合施設（仮称）のような施設系

のサービスだけではなくて、小規模なものですとか、家庭的な保育のようなものもしっか

りこのシステムに給付として位置づけるのだということでございます。 

 なお、当初、制度案要綱に出産・育児に関する休業の給付ということついても予定をし

ておりますけれども、今回検討しました結果、出産手当金は健康保険でやっているもの、

育児休業給付は雇用保険でやっておりますが、適用範囲ですとか実施主体に違いがござい

ますことを踏まえまして、両給付を現行制度から移行して一本化するということについて

は将来的な課題というふうにさせていただきたいと思っております。 

 それから、大きな２番目の「子ども・子育て支援事業（仮称）」でございます。事業とし

ては、４種類用意をしております。「地域子育て支援事業」、「延長保育事業、病児・病後児

保育事業」、「放課後児童クラブ」、「妊婦健診」、この４点でございます。 

 ６ページの後半が、大きな３番目の柱でございます「幼保一体化」になります。これは

非常に大部になりまして恐縮ですが、24 ページまで幼保一体化の関係が続きます。主に変

更点を中心に、かいつまんで御説明したいと思います。 

 ６ページは「基本的な考え方」ということで、ここは何度もこの原点に立ち戻り議論を

幼保一体化ワーキングチームでしていただいてきたということかと思いますが、この３点

の目的ということで「質の高い学校教育・保育の一体的提供」、「保育の量的拡大」、「家庭

における養育支援の充実」、この３点を目的として推進するのだということ。 

 そして、次のページになりまして、具体的には給付のシステムの一体化と施設の一体化

を推進するのだということでございまして、給付の一体化については市町村を中心として

この計画的な整備ですとか、指定制度の導入による保育の量的な拡大、そしてこども園給

付（仮称）の創設等によります給付の一体化強化、こういったことで給付を一体化するの

だということ。 

 そして、２つ目には「施設の一体化」ということで、総合施設（仮称）の創設を行うと

いうことでございます。 

 それから、幼保一体化について欠かしてはならない観点が、やはり家庭の状況に応じた

子ども・子育て支援であるということかと思いますので、ここに項目を立てて記載をして
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おります。 

 それから、３番目の「幼保一体化の進め方」、８ページでございます。ここも変わってお

りません。総合施設（仮称）への誘導とか、市町村において指針とか市町村の事業計画に

基づいて、ニーズに応じて施設や事業を計画的に整備いただくというふうな基本的な進め

方をここで書いてございます。 

 ４番目、地域における計画的な整備ということで、市町村新システム事業計画（仮称）

を策定いただくということを書いてございます。 

 ５番目が指定制度の導入ということで、新システムにおいては質の確保のための客観的

基準を満たすことを要件に、認可外施設も含めて参入を認め、株式会社、NPO 等、多様な

事業主体の参入を認めるということでございます。 

 ９ページ以降は、その指定制度の導入に関する具体的な制度設計を整理したところでご

ざいます。この点についてはほぼ変わっておりませんので、ざっと見ていただければと思

いますが、10 ページ、11 ページ、12 ページにかけて、ほぼパワーポイントで整理をした

ことを文章化しているというところでございます。 

 飛びまして 12 ページ、給付の一体化のところでございますが、こども園給付（仮称）の

創設について書いたところでございます。学校教育・保育に係る給付を一体化したこども

園給付（仮称）を創設しまして、学校教育・保育に関する財政措置に関する二重行政の解

消、公平性の確保を図るという基本的な考え方をここに付しております。 

 先ほども出てまいりました、こども園（仮称）というのは総合施設（仮称）や幼稚園、

保育所、それ以外の客観的な基準を満たした施設であり、その総称ということをここでも

入念的に書かせていただいております。 

 （２）から「契約方式」に入ります。この点も、今まで見ていただいているところから

変わっておりません。「保育の必要性の認定」を市町村に行っていただくということです。 

 それから、飛びまして 14 ページでございますが、公的な契約の内容でございます。先ほ

どこの保育の必要性の認定を受けた子ども、あるいは受けない子どものいずれについても、

市町村の関与の下で保護者が自ら施設を選択して、保護者と施設の間で契約をするという

公的な契約にするのですということで、その公的な契約の内容として一つの要素としては

応諾義務を課すということです。 

 ただ、定員以上に応募があるような場合については選考をいたしますので、その選考に

ついての基準の考え方等をその後、15 ページにかけて記載をしております。 

 それから、公的な契約の公的といったときに、市町村がどういうふうに関与をしていく

のかということが非常に重要な論点になりますので、15 ページの（３）に「市町村の関与」

の具体的な内容を書いてございます。ここも変わってございませんけれども、必要に応じ

て広く情報提供をしたり、相談に対応するという関与の仕方を書き、また、その次の 16

ページの頭でございますが、特別な支援が必要なお子さんについてはあっせんなどによる

利用調整を行うのだということを明記しているということです。 
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 また、待機児童が多い自治体については、保育需要が供給を上回っている間の関与の仕

組みといたしまして、保護者が市町村に利用希望を提出して、市町村が利用調整を行うと

いう形で対応しましょうということを書いてございます。 

 ３番目が、それであっても保護者がどうしても進んで保育の利用ができないような場合、

契約による利用が非常に難しいというようなケースについては、措置による入所利用とい

うことも検討するということでございます。 

 （４）からが「給付の内容」でございます。必要な水準の給付を行えるだけの費用を保

障するということで、公定価格を設定するということを 17 ページに書いてございます。ま

た、費用の徴収の方法として「上乗せ徴収」については 18 ページ、実費徴収の考え方、上

乗せ徴収の考え方、こういったところを記載しております。 

 19 ページからがこども園給付（仮称）と、もう一つの大事な給付であります「地域型保

育給付（仮称）」の方でございます。「小規模保育」、「家庭的保育」、「居宅訪問型保育」、「事

業所内保育」、こういったものを用意するということを書いてございまして、保育の必要性

の認定ですとか、市町村の関与ですとか、公定価格の考え方ですとか、基本的な契約の内

容についてはこども園給付（仮称）に書いてあったことを同様に適用するというふうなこ

とをここに書いてございます。 

 19 ページからは「施設の一体化」の中身でございます。いわゆる「総合施設（仮称）の

創設」になります。総合施設（仮称）の基本的位置づけということで、総合施設（仮称）

の根拠法として総合施設法（仮称）を制定するというふうなこと。そして、学校教育法や

児童福祉法の位置づけを付与するということを明記しております。 

 なお、今回この総合施設（仮称）についてですが、財政措置の一体化等によりまして幼

稚園及び保育所等の総合施設（仮称）への移行を促進するということを明記させていただ

いております。 

 それで、（２）のところですけれども、総合施設（仮称）の基本的な考え方がるる書いて

ございまして、21 ページからが「具体的制度設計」ということで、これは前回パワーポイ

ントでお示ししている総合施設（仮称）の具体的制度設計の表の絵を忠実に文章化したと

いうような状況になっております。 

 なお、各項目に沿って記載をしておりますが、「政治的行為の制限」については特に 23

ページのところに書いてありますけれども、「職員の政治的中立性を確保するため、現行の

公立幼稚園教諭と同じ政治的行為の制限を課すことを基本とし、その具体的方法について

は今後更に検討」となってございます。 

 24 ページからは、個人給付に対しまして「子ども・子育て支援事業（仮称）」、市町村に

事業として取り組んでいただくものが４点整理をしております。 

 １つ目が、「地域子育て支援事業（仮称）」でございます。①から⑤に掲げられますよう

なこういった事業について、これも市町村の事業計画で見込みは立てていただいた上で計

画的に実施をいただくということにしてございます。 
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 25 ページ、２番目が「延長保育事業、病児・病後児保育事業」でございます。これにつ

きましても、市町村の計画に盛り込んでいただいて、計画的に確保をいただくということ

でございます。 

 ３番目が、「放課後児童クラブ」ということでございます。これにつきましても、同等に

記載をしてございます。 

 ４番目が、「妊婦健診」でございます。妊婦健診につきましても、事業計画の記載事項に

位置づけることして、市町村において確実に実施をいただけるようにしていきたいという

ことです。そして、健診の回数ですとか、実施の時期ですとか、検査項目について基準を

示すというふうに書いてございます。 

 以上、４点を市町村の事業というふうに位置づけるということでございます。 

 27 ページでございます。「社会的養護・障害児に対する支援」ということで、これまで

各個別の給付のところで御説明しているところを、社会的養護や障害児に対する支援とい

う観点で再掲的に整理をしたところでございます。子ども・子育て新システムの給付・事

業というのは、こういった社会的養護対象のお子さんや障害児のお子さん、こういった方々

も含めて対象にするということを基本的な位置づけとして書いておりまして、その一方で

都道府県が担われている専門性の高い施策は都道府県に引き続き担っていただいた上で、

市町村と都道府県がしっかり連携をしていくのだということを記載してございます。 

 27 ページの下の方でございます。６番目の柱ですが、「子ども・子育て包括交付金（仮

称）」でございます。国から市町村に対して事業計画に盛り込まれた給付事業の実施に必要

な費用を包括的に交付するものとして、子ども・子育て包括交付金（仮称）を検討すると

いうふうなことでございます。 

 この内容につきましては、今後の検討ということだと思いますので、その際の留意事項

をその下に付しております。例えば、交付金の対象となる給付や事業の範囲については今

後のこの制度設計に加え、既存の財政措置との関係などを踏まえて今後検討していくとい

う点。 

 それから、交付金の対象となる給付や事業に区分を設けることの是非について、例えば

この給付の中には義務的な経費ですとか、裁量的な経費とか、さまざまな性格のものが含

まれると思いますので、そういった事業の性質、あるいは市町村の自由度を高める制度改

正の趣旨、こういったことも踏まえて今後の検討ということでございます。 

 また、子ども・子育て包括交付金（仮称）と地域自主戦略交付金との関係についてでご

ざいますが、今後両者の検討を進めていく中で、両者の検討を連携させながら検討してい

くということだと思っております。 

 そして、市町村におけるこの交付金についての扱いでございますけれども、一般会計で

の対応を基本とするということ。合わせて、子ども・子育てに使われたんだということが

確認できる仕組みをともに検討するということを記載してございます。 

 28 ページ、「子ども・子育て会議（仮称）」でございます。国において子ども・子育て会
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議（仮称）を設置するということと、地方公共団体においても関係当事者が新システムの

運営に参画できる仕組みを設けるということと、その具体的な方策について今後検討と書

かせていただいております。 

 29 ページ、「費用負担」でございます。費用負担については、まさに今後の大きな検討

課題と認識しておりますが、基本制度案要綱においては、「社会全体(国・地方・事業主・

個人)による費用負担」というふうに記載をされております。 

 新システムの施策につきましては、給付等に応じて、税制抜本改革による財源確保を前

提とし、公費を中心に負担することとし、具体的な負担の在り方については、今後検討す

る。なお、基本制度案要綱に記載をされました事業主拠出についてでございますが、現行

制度も参考にしながら事業主拠出の対象範囲の明確化や事業主の意見が使途に反映される

ような仕組みの必要性も踏まえて、今後検討していくということを括弧書きで付記をして

ございます。 

 なお、御承知のとおり、税・社会保障の一体改革のところで、子ども・子育て新システ

ムについての量的拡充ですとか、あるいは職員の配置の充実など、質の改善についての見

込みが書かれておりますけれども、量的な拡充は最優先で実施すべき課題であるというこ

ととか、これと併せて職員配置の充実など、必要な事項について税制抜本改革による財源

を基本としつつ、必要に応じそれ以外の財源も含めて国・地方を通じた恒久的な財源を確

保しながら実施するということを明記しております。 

 その具体的な量的な拡充と質的な改善の内容については、パワーポイントの方でも書い

ておりましたけれども、この文章編の方でも 29 ページから 30 ページにかけて黒い四角の

中で列記をしている。パワーポイントに書いてあることをそのまま列記しております。そ

のための追加所要額は、潜在ニーズを含む保育等の量的拡充と質の改善、合わせて 2015

年度で１兆円超と見込まれるということを書いてございます。 

 最後でございます。「その他」ということで、「実施体制」と「ワーク・ライフ・バラン

ス」を書いてございます。 

 「実施体制」といたしましては、新システムを一元的に実施いたします子ども家庭省（仮

称）の創設に向けて検討するということと、実施体制の一元化については新システムに係

る給付の仕組み全般ですとか、PDCA サイクルの在り方に係る議論を踏まえて今後の検討課

題とするということにさせていただければと思います。 

 また、２番目の「ワーク・ライフ・バランス」ですが、昨年夏に策定されたこの基本制

度案要綱においては、子ども・子育て新システムにおいて「ワーク・ライフ・バランスの

実現」ということも掲げております。今後、新システム上にどのように位置づけるかとい

うことについては検討を進めていきたいということを付記しております。 

 すみません。長い時間かかってしまいましたが、文章編については以上でございます。 

 文章編を調整する過程で、１－３のパワーポイントの絵について必要な微修正はしてお

りますけれども、基本的には前回見ていただいている流れに沿ったパワーポイントになっ
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ておりますので、説明は省略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した。 

 今日は、このとりまとめということでございますので、これについてこういうふうに検

討しておいてくれというところではなくて、実際にここの文言はこういうふうにすればい

いとか、是非とりまとめに向けた形で御協力を賜りたいと思いますし、もし何かございま

したときにその文言はこういうふうにしてくれとか、具体的な形で是非お願いをしたいと

思っております。 

 それでは、御意見のある方はどうぞ。 

 では、山口さんどうぞ。 

○山口委員 おはようございます。22 ページの総合施設（仮称）の設置主体についてでご

ざいますが、そもそも基本制度案要綱の柱の一つに多様な事業主体の参入ということがう

たわれておりまして、そして先般出ました成長の３本柱にもはっきりと多様な事業主体の

参入ということがうたわれ、更に前々回、総理の方から要望もあるということで、末松座

長の方から、このことはコンセンサスであるということを何度も伺ったつもりでございま

す。しかし、実際にこの「設置主体」のところで「一定の要件を満たした法人は地域の実

情に応じた」といった極めて恣意性の高い言い回し、文言が残ったような形で、両論併記

というようなものが残っているということは、何度も座長の方がおっしゃっていたコンセ

ンサスというものは一体どこに飛んでいったのかと思わざるを得ません。 

 それから、頭紙のところでございますが、４つ目の丸です。そこで、今後の検討課題と

いう中にも、あたかもこの多様な事業主体の参入という議論がなかったかのごとく、この

４つの中に入っていないということでございます。 

 もう一度座長にお伺いしたいのですが、前々回おっしゃっていたコンセンサスというも

のは一体どこにいったのかということをお伺いしたいと思います。 

○末松座長 もしほかになければ、私の方で答えさせていただきます。 

 一応、私の方で多様な主体ということで、これは総合的な総合施設（仮称）ということ

の観点なんですけれども、ここ自体、22 ページのこの並列に書いてあるというところが問

題だということですか。多様な事業主体を、これが否定をしている。つまり、民間参入を

否定しているという文言がここにあるということですか。 

○山口委員 そうです。 

○末松座長 そこはどこで読めますか。 

○山口委員 先ほど申し上げたように、「地域の実情に応じた例外とする」ということです。

米印のところです。 

○末松座長 地域の実情に応じた例外とするか、あるいはその前ですね。ちょっと読みま

すと、「一定の要件を満たした法人を国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人と同じ扱

いとするか、学校教育体系の原則に基づき、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法
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人を原則とし、一定の要件を満たした法人は地域の実情に応じた例外とするか、について

は、今後検討する。」という話ですね。 

 それが、事業主等の参入を否定しているということになりますか。 

○山口委員 現在の状況でも国の法律では株式会社等の参入が認められているわけですが、

現実的に地方の裁量というところで参入を規制されているわけでございます。こういった

「地域の実情に応じた」という非常にあいまいな文言が残ることで、その参入規制という

ものが温存されるということです。 

○末松座長 私が事務方から聞いた話では、この「地域の実情に応じた例外」という意味

は、特区という考え方の中で、本当は昔はだめだったですね。それをそうじゃなくて、昔

だめだったことではなくて、それを今度は例外的に認めるというふうな形でやるんだとい

うことを私も聞いたんですけれども、そこが参入を否定しているというところまで言える

か。 

 それについて今後検討するという話なんですけれども、そこは皆さんの御意見もお伺い

したいと思います。 

○濵谷課長 まず現行法、完全にイコールフッティングで指定制の中で株式会社にも認可

のみにかかわらず入っていただくというところでイコールフッティングを図るというのは

大前提でございます。 

 その上で、この総合施設（仮称）につきましては議論の過程の中で学校教育に位置づけ

る。学校に位置づけるということであります。その中で現在の学校教育では国、地方公共

団体、学校法人、これは基本的に公共性が高い業務ということで、原則学校法人のみに限

り、特区に限り参入を認めているわけですが、今回のこの総合施設（仮称）につきまして

は特区ということではなくて、この総合施設法（仮称）の中で株式会社を参入させるとい

うことがまず大前提でございます。 

 その中で、ただ、考え方といたしましては、一定の要件を満たした以上、国、地方公共

団体、学校法人と社会福祉法人は全く同列と扱い、参入をするのか。あるいは、現行の学

校教育法の体系の中では、やはり公共性が高いものについては公共的な関与、財産を寄付

して公のものになっているとか、あるいは行政から法人に対してさまざまな関与があると

か、そういったものを原則として株式会社は例外と扱うのか、両論ある。 

 両論あるので、現段階ではまだ事務的な整理、法制的な整理も十分できておりませんの

で、今後法制面の整理や関係者とも十分協議させていただきながら検討課題とさせていた

だきたいということでございます。 

○末松座長 今、事務的な説明でしたが、どうぞ。 

○小宮山副大臣 これはこの点だけに限らず、恐らくこの後で皆さんから御発言もあるで

あろう、国と地方の関係のことも地方の方々はいろいろ御心配な面もあると思うのですが、

今日この中間まとめをさせていただきたいと言っている趣旨としては、去年の６月の制度

案要綱の後、ほんとうに３つのワーキングチームは皆様の御努力によって、ここまでいろ
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いろなすり合わせをしてきた。 

 これを雲散霧消、瓦解をさせないために、中間まとめとして今までの大きなコンセンサ

スの得られたところをここでまとめさせていただきたいということで、今おっしゃった、

ほんとうにイコールにするかどうかということについては、この大きな文字で書いてある

ように、一定の基準を満たしたところは株式会社も当然認めるのです。 

 それは末松座長が先日言われた、コンセンサスとして株式会社に入っていただくという

ことは当然のことですということはあるんですが、今、事務方からも御説明をした学校教

育法との関係などから、すべてイコールにするのか。あるいは、例外としてという言い方

の中でやるのか。そういうところについて、細部と言ってはいけないんでしょうけれども、

詰めはこれから十分にさせていただくということも含まれているということを御理解いた

だければと思います。 

○山口委員 今日は中間のとりまとめでございますので、できるだけ御協力させていただ

きたいと思っておりますが、それでは少なくともこれはコンセンサスを得られると思うの

ですが、「地域の実情」という部分は、先ほども申し上げたように非常にあいまいで恣意性

の入り込む余地の高い言葉だと思っております。 

 是非、今後の検討の中に、この文言を変えるか、もしくは恣意性が入り込まないような

客観的な基準というものを盛り込むというような記述を付加していただきたいというのが

要望でございます。 

○末松座長 何か特にそちらの方から文言提示はありますか。 

○山口委員 特にと言うと、廃除していただきたいんですけれども、客観的な基準という

ものを付け加えていただければと思います。 

○末松座長 どうぞ。 

○濵谷課長 事務方からですが、「地域の実情に応じた」中で透明性、いずれにしてもこの

認可に当たり透明性の確保についても検討させていただくということを追加させていただ

くということでいかがでしょうか。 

○末松座長 もう一度ゆっくりお願いします。 

○濵谷課長 22 ページの１つ目の米印で、「については、今後検討する。」とございますけ

れども、その後に、「なお、認可について、その透明性の確保についても今後検討する。」

という記述を追加させていただく。 

○末松座長 どうぞ。 

○無藤委員 これは単なる意見というか、読み取りの問題で今の文言修正のことではない

んですけれども、透明性の確保というところは非常に重要だと思います。 

 それで、この報告書の全体像がまだいろいろなところに書いてあるのが統合されていな

いとは思いますけれども、基本的に都道府県、市町村での議論というものが山口委員が御

指摘のように恣意的というんでしょうか、その理由がはっきりしない形で例えば株式会社

立の参入はいけないとか、あるいは場合によっては学校法人でも社会福祉法人でも参入で
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きないとかという実例がないわけでもないと思いますけれども、今後、特に子ども・子育

て会議（仮称）などの設置において具体的には検討する。その子ども・子育て会議（仮称）

のメンバーもかなり幅広く記載されていたと思うのですけれども、最終的には都道府県、

市町村の首長の責任だとは思いますが、やはりそこに公共性及び透明性を十分確保できる

ような議論を自治体において展開できる仕組みというものが、私は一方で提案されている

と理解しております。 

○末松座長 今の事務方の案については、特に先生は。 

○無藤委員 別にそういう修正ではありません。単なる解説的なものです。 

○末松座長 文科省から林さん、ありますか。 

○林政務官 確かにこれまでの経緯などからそういう御懸念をされるというのはよくわか

ります。今、事務方の方から御説明があったように、そういう文言を付けるということで

御理解をいただければと思いますし、やはり今回の総合施設（仮称）は児福法、そして学

教法にも位置づけられるということでもありますから、しっかりとそこに御懸念のような

恣意性が働かないように、今、先生のお話もありましたが、子ども・子育て会議（仮称）

の中での議論や、透明性を確保するということで御理解をいただければと思います。 

 いずれにしても、やはり質のいい教育、保育がしっかりと継続的に安定的に提供される

ということが大事だと思っておりますので、その辺りは御心配のないように、引き続き取

り組ませていただきたいと思います。お願いします。 

○末松座長 この点についてですか。どうぞ。 

○倉田委員 前から申し上げていますが、現在の行政運営の中で今、無藤先生がおっしゃ

ったように公共性、透明性というのは子ども・子育てに限らず求められているわけですね。

それで、市長は４年に１回選挙で住民から選ばれるわけですから、そこにそんなに恣意性

が働くわけはないんです。 

 池田でも前に言いましたが、株式会社どころか、有限会社の保育所を認めてオープンし

ました。残念ながら、もちこたえられずに撤退した。こんな悪い経験も苦い経験も持って

いますが、幅広く参入は認めてきています。だから、その辺をあまり恣意的、恣意的と言

われると、もともとある信頼関係の上に成り立っているわけです。 

 これからの子ども・子育ての基本的な運営というのは市町村にゆだねると書かれている

わけですし、せっかく 14 回、こうして会議をしてきたんですから、その辺はやはり基礎自

治体の行政、特に首長を御信頼いただきたい。これは、あえて市長会を代表して申し上げ

ておきたいと思います。 

○末松座長 山口さんの御懸念は、今、無藤先生からもお話がありましたけれども、要は

それを民間企業だということで排除している自治体が現実にあるということなんです。そ

こは、そういうおそれを是非なくしてほしいというのが多分、背景にあると思うんですけ

れども。 

○倉田委員 その御懸念はわかります。だからと言って、市町村の柔軟的な自由裁量を今
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回の文書で拘束してしまうというのはやはり違うと思いますので、その辺は市町村の自由

裁量権で、あとは我々も持ち帰って、そういう御懸念を抱かれていますよ。そのときは恣

意的にならないように気をつけましょうねと、我々が全国の市長さんに呼び掛けることは

可能であっても、ここで縛ってしまうと、それはちょっと違うと思います。 

○末松座長 山口さん、どうぞ。 

○山口委員 倉田市長のようなすばらしい市長のところで事業をできればありがたいわけ

ですが、残念ながらそういう方ばかりではなくて、もし例を挙げろと言われれば数限りな

く私は挙げられるくらい、恣意的な行政をされているところはございます。その中身も、

どうして恣意的なのかということも証明できると私は思っております。 

 それが現実としてあるわけです。ですから、国の法律として定めるときにはそういった

ものを廃除していただきたい。それがなかったら、参入促進の担保は絶対にできないと思

っております。 

○末松座長 この点について、ほかに何か御意見はございますか。 

 では、先ほど透明性の確保という事務方からの修正案がございましたけれども、それに

ついてはいかがですか。 

○山口委員 結構でございます。是非とも中間以降も私を委員のままに残していただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○末松座長 それから、事務方に申し上げたいんですけれども、これは実は言わなかった

のですが、私は民間企業の参入について積極発言をしてから、具体的な一定の基準という

のか、それをしっかりと検討してくれという話、そこはなかなかまだ進んでいないと思う

ところがございます。 

 そこは２か月くらいが目途なのか、何とかそのくらいで早急に、先ほど財産寄付とか、

やはりいろいろと特殊性もあるんですね。そこはイコールフッティングになるような形で、

そういった基準について是非詰めていただきたいと思います。 

 事務方、いかがですか。 

○村木政策統括官 できるだけ検討を急ぎます。 

○末松座長 よろしいですか。 

 では、どうぞ宮島さん。 

○宮島委員 今の点について、山口さんの御心配は恐らくこの２つの米印が出てきたと

きに、特に米印の後者に関しては「地域の実情に応じた例外とするか」と、二者択一

のひとつとして例外というのがぼんと出てきたということに関して、多様な事業者の

参入は例外ではないと思って皆が話し合っていたところ、つまりイコールフッティン

グが原則だと思って話し合っていたところに例外というのが急に出てきたので、それ

が認められるかのような印象を受けるということなのかなと思っています。 

 私は、是非こうしろというところまでの強い意見ではないですが代わりの文言とし

てご提案としましたのは、「一定の要件を満たした法人の扱いについては、イコールフ
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ッティングの原則に基づき詳細を今後検討する。」というような文言はどうかと意見書

を提出しました。 

 つまり、全体の中でイコールフッティングについても話し合いがたくさん行われて

きたけれども、案の中でイコールフッティングという単語があまり出てこなくて、そ

この確認をやはりした方がいいなと思っていて、この文章の意味も多分、皆さんのお

気持ちはイコールフッティングの方向で考える。だけれども、今おっしゃったような

学校教育法の問題があるという、法律に縛られてできない部分もあるかもしれないと

いう感覚なんだと思うんです。イコールフッティングをもう少し強く出すような形で

あれば、多様な事業体の参入を例外にするということが二者択一のかなり強い一つと

いうふうにとらえられなくて済むのかなと思います。 

 あまり「ＡをＢにしてＢをＣにして」というところを御提案すると事務局の方も困

ると思うので、アバウトな御意見を申し上げますけれども、もうちょっとイコールフ

ッティングの認識があるといいかなと思いました。 

○末松座長 もうとりまとめの段階なので、文言的にお願いしたいと思います。 

○宮島委員 そうだとしたら、私はこの２つの丸ポツがかなり誤解を受けやすいとする

と、各委員提出資料の17ページに書いたんですけれども、この丸ポツを削除して、「一

定の要件を満たした法人の扱いについては、イコールフッティングの原則に基づき詳

細を今後検討する。」というのはいかがかと思いました。 

 この詳細を検討するという部分に関しましては今もおっしゃったように、完全にす

べてがイコールになるかということに関しては実際には問題が存在することは皆が認

識しているということも踏まえてということです。 

○末松座長 ここの書き方が「原則とし」と書いて、あとは「例外とする」と、ここはち

ょっと表現が非常に強いところではあるんです。 

 何か事務方の方で今、宮島さんの御意見についてございますか。 

○濵谷課長 先ほど透明性の確保と申し上げましたけれども、結局イコールフッティング

の原則に基づきという原則論の立て方自体について２つの考え方がある。それで、学校教

育体系という法技術的に何かネックになっているから、技術的な話でどうこうということ

ではないんです。学校の運営自体が公共性が高いという位置づけなので、国と地方公共団

体と学校法人しか運営できない、基本的に学校は民間が入ることを想定していないんです。 

 それで、今回は総合施設（仮称）について学校についても民間も参入するというところ

で、そこは大転換しているわけです。そういう意味では、学校だけれども民間が入るとい

うところについて、参入させる場合の考え方についてもう少し学校教育との整合性も踏ま

えて、検討するというところも含めて両論、先ほど２か月ということの御指示がございま

したけれども、その中でもう少し具体的な詰めをする中で方向性を出していかせていただ

きたいということでございます。 

○末松座長 よろしいですか。 
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○宮島委員 わかりましたけれども、この議論の中でどちらが主軸だったかというと、基

本的にはイコールフッティングを追求しようということだったと思うんですが、今おっし

ゃることだと今のルール、今の実情から考えると、幾つかの法人が原則であって、民間は

参入するとしても例外であるというような立ち位置に十分立っているということなんです

ね。 

○末松座長 今のことについて、事務方はどうですか。 

○濵谷課長 それがすべてと申し上げているのではなくて、そういう立ち位置が一つ立っ

ている。そしてもう一つ、イコールフッティングというと大きい立ち位置がある。 

 そういう大きい立ち位置の二つの中での整合性の確保というものをやはり調和といいま

しょうか、もう少し具体的に詰めていかなければいけないということでございまして、ど

ちらかに立ち位置を今の段階で統一するのは難しい。２か月、お時間をいただきたいとい

うことでございます。 

○宮島委員 わかりました。そうしたら、今後の検討だと思いますけれども、この会議で

は基本的にはイコールフッティングの方向を目指すということでは話し合ってきたと思い

ますので、今後の検討もそういう形であることを希望します。 

○末松座長 わかりました。それでは、座長として文言修正、さっきの透明性確保ですか。

そういったところをここに書き込むということ。そして、私が事務方に申し上げましたそ

ういった基準を２か月以内に、しっかりとイコールフッティングという立場も踏まえなが

ら、それから教育に民間がどこまで参入できるかという大きな問題ですね。そこについて

も踏まえた形で、そういった意味で早急に検討するということでよろしいですか。 

○宮島委員 はい。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、ほかの方ございますか。 

 では、倉田さんどうぞ。 

○倉田委員 まず、全国市長会としては、今回中間とりまとめを行うということについて

は基本的には賛成でございます。 

 というのは、先ほども言いましたが、14 回にわたって会議を重ねてきて、申し訳ありま

せんが、政権の行方も見えてこない。そんな状況の中で、やはり 14 回やってきたことの成

果品といいますか、まとめ、これはしておく必要がありますし、各ジャンルから皆さん方

がお出になって本当に真摯な意見交換をしてきたわけです。だから、政権がどうなろうと

も、やはりここまで積み上げてきたものはきちんと残していただきたいという思いだけは

まとめていただきたいという意味で、中間とりまとめは私は必要なことだと思っておりま

す。 

 ただ、最初から申し上げておりましたが、財源の裏づけをずっと言い続けてきて、税・

社会保障の一体改革で何とか見えてきたなと思ったら、政府・与党の中の決定であって閣

議決定にまで至っていない。しかも、先ほどおっしゃったように 2015 年と言われていたも

のが与謝野大臣によるとプラスマイナス１年、2010 年代半ばというところで極めて不安定
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な要素があります。したがって、私は文言ということではなくて、２、３確認をさせてい

ただきたいと思います。 

 総合施設法（仮称）並びにこの新システムの法案ですね。あるいは、子ども家庭省（仮

称）を創設するというのが目標なので、まず新システムの法案の提出時期、それに合わせ

て総合施設法（仮称）が提案されると見たらいいのか。あるいは、それに合わせて子ども

家庭省（仮称）についても提案されるというふうにこの時期を見たらいいのか。 

 そうすると、それまでの間の経過措置的なもの、せっかくここまで取りまとめたわけで

すから、その間どうするのか。例えば、二重行政を打破して窓口一本化しよう。文科省に

行かなければならない。厚生労働省に行かなければならない。 

 私は私なりにこの 14 回の経過を見て、10 万という小さな街でありますけれども、その

池田市で一つモデルをつくろう。９月議会で、前にお示しした子ども条例を大幅に改正し

ます。そして、子ども・子育て会議（仮称）も導入する。いわゆるこの新システムをモデ

ルとした条例を一回池田でつくってみて、例えば来年から池田の幼稚園も保育所もこども

園（仮称）と称する。いわゆる窓口一本化の方向を一回モデルとしてやってみようと思っ

ているわけです。 

 しかし、現行の制度ではまだ前の制度が残ったままで新システムへは移行していないわ

けですから、これは特区でやればいいのか、あるいは現行の中でも文科省か、厚労省か、

あるいは内閣府がモデル都市として位置づけて、「こういうふうにやっているところがある

よ」ということを PR していただく材料として、そんなにたくさんのお金は要りませんので、

モデル事業としての御支援をいただけるとか、そんな形の応援をいただければありがたい

と思っています。 

 質問の２つ目は、今後更に検討ということがあまりにも多い。これは仕方がないですね。

では、その今後更に検討というのは冒頭にお話がありましたように、このワーキングチー

ムで本当に検討するのか。あるいは、頭紙にありますように、国と地方の協議の場でいわ

ゆる地方公共団体と十分協議をしなさいというのか。 

 ただ、実際に国と地方の協議の場でそんなに突っ込んだ協議はできないですね。という

ことは、このワーキングチームなのか、子ども手当のときに言われたいわゆる国と地方の

会議の場みたいなものがありましたね。そういうことを想定されるのか。これはもう一度

確認を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 これについては、基本的に私の方からお答えします。補足があったら、政務

の方、言ってください。 

 まず、財源の話です。御不安を与えて、私ども、大変恐縮をしております。ただ、2010

年度半ばというところまで何とか持ちこたえたといいますか、東日本大震災の中で、与党

内もいろんな形で御意見があったということでございます。それは御理解を賜りたいと思

います。 

 そこで、この財源につきまして、何回も申し上げておりますけれども、基本的に財源が
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確保されてやっていくという原則ですね。大きな財源を得られれば、更にそれをやってい

く。要するに、現実的なアプローチを取ろうとしております。そういった意味で、今、基

本的には 2013 年をめどとしているわけです。 

 ただ、財源がなくてもできる、例えば、子ども・子育て会議（仮称）とか、そういった

ものはしっかりやっていけるということでございますので、スタートは変えないという中

で、法案はいつなんだというところが、確かに焦眉の急になっております。財源というこ

とを強調すれば、そこは確かに、税と社会保障の一体改革との並びというか、並行性とい

う話もあるかもしれません。 

 ただ、それまでに何かできないかということを早急に考えているんですけれども、先ほ

どもおっしゃったように、国と地方との協議をこれから実態的にやっていかなければいけ

ません。これにはある程度の時間がかかるというのがございます。また、民間の方々との

費用負担の関係も協議をしていかなければいけないというのがございますので、そういっ

た意味の、ある程度の期間がかかるわけです。その中に子ども手当の国と地方との負担の

協議も、当然それをまとめていかなければいけない。そういった中のこのタイミング、こ

ういう形でお考えいただければと思います。 

 それから、今後の検討ということでございますけれども、まさしく今の言葉を延長せざ

るを得ないわけです。基本的に、このワーキングチームで詰められるところはしっかり詰

めていきます。ただ、子ども手当とか、そういったものも含めて、これはまた別途の国と

地方の協議は当然出てくるわけですから、そこともにらみながらやっていくということに

なろうかと思います。 

 私からは以上です。 

 特に補足があれば。どうぞ。 

○小宮山副大臣 財源のことがないと実際にはできないと。特に決めるだけ決めて、地方

に押しつけられてはたまらないというのは、よくよくわかります。私どもも、社会保障と

税の一体改革も閣議決定をしてほしいということは強く言っていたんですが、現状の中で、

この内閣の足下が不安定な中で申し訳なく思っていますが、子どもをちゃんと社会保障の

柱に入れたというのは、この政権が唯一と言うと語弊があるかもしれませんが、やってき

たことなので、ここはきちっとしてほしいということは総理にもお話をしているところで

す。 

 それで、大体、今、座長がおっしゃったとおりですけれども、なるべく早期にこの法案

は出したいし、皆様とのお約束どおり、2013 年度にスタートできるところはスタートをす

る。本格実施は当然、本格的な税制改正がないとできませんけれども、少子社会というの

は待ったなしですし、子育て支援が必要なことも待ったなしなので、今まで以上に財源を

確保しながら、必ず本格スタートまでいい形で財源を増やして必要なものができるように、

今、安心子ども基金などでやっているのは補正ですので、何とか本予算の中で、そうした

地方に使っていただけるお金も確保できるように、今、いろいろ考えていますので、是非
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そこはこれから密接に皆さんのお知恵もいただきながら協議をしていきたい。冒頭言って

いただいたように、とりまとめはとりまとめとして、きちっとした形を全閣僚で決定をし

た上で、要綱とこれをベースにして、皆様方と詰めた議論をしっかりとさせていただきた

いと、そのように思っています。 

○末松座長 どうぞ。 

○林政務官 新システム法移行までのお話がありましたけれども、基本的には、今、小宮

山副大臣からもありましたが、安心子ども基金で御対応いただくことになると思います。

池田市でいち早く条例を定めてしていただけるということを伺って、非常にありがたいこ

とだなと思っておりますので、そうしたものについて、モデル事業で何らかできないかと

いうことも含めて、これは非常に前向きに検討させていただければと思います。ありがと

うございます。 

○末松座長 今、文科省の政務官から、モデル事業を前向きに検討すると、非常に力強い

お言葉がありましたので、そこは最大限尊重していただくということで、是非、事務方も

そういった形で、政務官の言葉の具体化に取り組んでいただきたいと思います。 

○倉田委員 どうもありがとうございます。前向きなお答えをいただいて、ありがとうご

ざいます。 

 これは要望しておきたいと思いますが、したがって、あくまでこれは中間とりまとめで

あります。作業としては前に向かって進んでいただきたいと思いますが、これをもって、

少子化社会対策会議の決定事項にはならないと思います。あくまで中間とりまとめである

ということで、各委員に中間とりまとめの報告だけしていただくと、こういう流れでいい

かなと思います。 

○末松座長 今日は中間とりまとめをしっかりやるということでございます。今後につい

て、さまざまなところから、また、いろんな角度で私どもは検討しておりますので、そこ

を縛るという話ではなくて、どういう形でできるか、また地方とも御協議をさせていただ

くことになろうかと思います。 

 尾﨑さん。 

○尾﨑委員 ありがとうございます。 

 先ほど倉田市長もおっしゃられまして、関連しますので、私からもお話をさせていただ

きたいと思います。どちらかというと、細かい文言修正というより、いろいろ確認をさせ

ていただきたいこととか、この際、意見として言わせていただきたいということが多いと

思います。 

 まず、中間とりまとめをこのタイミングで行っておくこと自体については私も賛成であ

ります。さっき倉田市長もおっしゃいましたけれども、ここまでの議論を、後で何もなし

みたいなことにならないように、しっかり固めておくということは重要なことではないの

かなと思います。 

 あと、小宮山副大臣がおっしゃられたことは非常に重要なポイントであると思いますし、
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ある意味、本当に歴史的な意義なんだろうと思います。「社会保障３経費」という言葉があ

ったりする中で、子ども・子育ての分野を１つ、大きな分野として打ち立てて、「４経費」

という言葉も出てくるぐらいになってきたということは本当に意義深いことなんだろうと

思いますので、そこのところ、後退しないように、しっかり中間まとめでまとめておくこ

とは本当に重要だと思います。非常に前向きな、いい議論だと思いますし、多くの国民の

皆さんが希望の持てる議論がされていることだと思いますから、是非是非これをいい方向

にまとめていければなと、私どもとしてもそういうことを考えさせていただいておるとこ

ろです。 

 ただ、逆に言いますと、新しく物事を打ち立てるだけに、いろんなことについて、まだ

まだ詰めていかなければならないことがたくさんあると思います。それと、往々にして社

会保障関係については、あることを詰めてしまった結果として、角を矯めて牛を殺すよう

なことになってしまったみたいな例があるのも皆様御存じのとおりだと思います。そうい

うところなどもよくよく注意深く検討を重ねていく必要があると思いますので、今後検討

するとされておる項目はたくさんありますし、我々も今回、打ち合わせに当たってリスト

も出させていただいておるところですけれども、国と地方の協議の場で議論するというの

も当然あると思いますが、あと、こういうワーキングチームの場とか、いろんな関係者の

方がいらっしゃる場で、是非是非オープンな形で議論がされて、いい形に詰まっていけれ

ばなと、そのように思っているところです。 

 以上が第１点ですが、その上で、もう一度、３点について、私どもの考え方についてお

話をさせていただきます。 

 第１に、国と地方の協議の場、分科会の設置も含めて、本件についてもよくよく議論を

していただくことを、この際、再度確認をさせていただきたいと思います。前文で国と地

方の協議の場ということを明記していただいておりますが、前文と本文は表裏一体ですね。

同じものとみなしていいですね。後に、この前文はとりまとめの対象ではないとかいうこ

とにはならないように、是非お願いをしたいということでございます。 

○末松座長 大丈夫でございます。 

○尾﨑委員 それが第１点です。 

 そして、２点目なんですが、基準の話でございます。ここの表現の中に「全国一律の基

準を定める」という文言が入っているわけでございます。ナショナルミニマムを確保しな

いといけないということは我々もよくわかります。ナショナルミニマムは是非確保すべき

だろうと思います。むしろナショナルミニマムがしっかり確保できるようにしていこう、

この子ども・子育て新システムに当たって、いろんな境遇の子どもさんがいらっしゃいま

すが、等しく子どもの皆さんに対して一定のサービスが提供できるようにしようというこ

とだろうと、その点については大いに賛成です。 

 ただ、ナショナルミニマムを確保することイコール全国一律の基準ということには、論

理的にもならないということについて、改めて強調しておきたいと思います。全国一律の
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基準を当てはめたがゆえに、結果として我々の県などでは、幼稚園がないとか、そういう

市町村がたくさんあります。保育所さえも設置できないというところがあります。もっと

言えば、基準に適合させるために統廃合を余儀なくされて、遠隔地までお子さんを連れて

いかなければならないというお母さん方もたくさんいらっしゃるわけです。貧しいところ

ほどそういう実情に陥ってしまうわけです。ナショナルミニマムを確保することと、全国

一律の基準というのは全くイコールではないということ、この点を是非是非確認をしてお

いていただきたいと、そのように思います。 

 そして、もう一つ、「地域の実情に応じた」という表現イコール恣意的だという考え方は

おかしいと思います。ただ、恣意性が生じてしまってもいけないのは確かなので、これは

当たり前のことですが、透明性の確保について、しっかりと明記しておくことはいいこと

ではないのかなと、私も賛成をさせていただきたいと思います。 

 一律の基準の部分について、今回いろいろ調整をさせていただいた中で、３ページで調

整もいただいておるところでございますけれども、「一律の基準を定める」、これは全部従

わなければならない基準なのだということをまたやってしまうと、新システムの恩恵を受

けることのできない地域がたくさん出かねない。その点を是非是非御念頭に置いていただ

きたいと思います。全国一律の基準を定める、これは一定透明性を担保するためにそうい

うことはしていくのだけれども、地域の事情をしっかり担保できるような制度にしていく

のだという点について、例えば、全部が従うべき基準ではないのかもしれない。そこの制

度設計の在り方は今後詰めなければならないでしょうけれども、そこのところは是非確認

をさせていただきたいと、そのように思います。それが２点目です。 

 ３点目に、財政制度の問題について。前回も私は、ポンチ絵の部分にある財政システム

について、「これは全く決まっているものではないので、ひとり歩きをしないようにしてい

ただきたい」というお話を申し上げました。子ども・子育て支援システムについて、一元

的な形で資金支援が各市町村経由で各施設に対して行われていくという制度そのものを否

定するわけでは全くありません。それは是非そうしていかなければならないでしょう。 

 ただ、それを具体的な何々交付金という形で、本当に今の段階で決め切ってしまってい

いのかというより、その中身についてはほとんどまだ議論がされていないのではないか。

そこのところについては是非御留意をいただきたいと思います。 

 こちらについて、まだ閣議決定もされていない中で、御存じのとおり、地域主権戦略大

綱、平成 22 年６月 22 日に閣議決定をされたものがあります。ここでは、要するに、一括

交付金について、明確な考え方が述べられていて、一括交付金に当たっては、ミシン目は

入れないで、できるだけ幅広くしていくのだということが明確に述べられています。 

 更に、もう一つは、義務的経費はこの中にはできるだけ含まないようにするんだという

考え方についても述べられているところです。 

 そういう方向がある中で、今度、子ども・子育て包括交付金（仮称）という形で、ミシ

ン目を入れる形でものをつくっていく、更に、その中に義務的経費が含まれるか、含まれ
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ないかについても、まだ十分な担保ができていないという状況。閣議決定との関係から言

っても、骨の骨となる部分の議論が全くなされていない状況だということかと思います。 

 そういうことを考えますと、交付金そのものについて、交付金というのは作るのだけれ

ども、その中身を詰めるという段階そのものというよりも、本来ならば、交付金の創設の

是非そのものについても論じなければいけないぐらいの段階なのではないかと思います。

ただ、議論をあまりにも後退させてしまって、すべてがなくなってしまってもいけないと

いう政治的な判断もよくわかります。 

 そういう意味において、政治的な判断として、交付金的な表現は許容するけれども、中

身については、今後、一から詰めなければならない、そういう側面がたくさんある。特に

過去の民主党政権における１つの売りであるところの閣議決定、地域主権改革、地域主権

戦略大綱という閣議決定との整合性そのものが問われているという、非常に大きな論点が

残っているんだということについて、是非、確認をしていただきたいと思います。 

 あと、それぞれの負担をどうしていくのかなどなど、そういうことは言うに及ばずかな

と思います。 

 以上であります。 

○末松座長 詳細にわたってありがとうございます。当然、踏まえるべきものでございま

す。 

 事務方から、今の尾﨑知事のお言葉に対してコメントをお願いします。 

○村木政策統括官 まさにおっしゃるとおりでございます。財源も、とにかくこれだけの

ことをやるためにしっかりした財源が欲しいというのがこのワーキングチームの思いでご

ざいますので、一番いい形に、これから、秋以降になるんだろうと思いますが、しっかり

議論をしたいと思います。 

 それから、倉田市長からも先ほどお話がありましたが、子ども・子育てをどうするかと

いう仕組みはしっかりこのワーキングチームで議論をさせていただきたい。ただ、大きな

枠組みについては、国と地方とか、社会保障改革全体の議論がありますから、そことよく

連携を取りながら、しっかりやっていきたいと思います。 

 そのほか、尾﨑知事から言われたことは、御指摘のとおりだと思います。 

○末松座長 これから国と地方で話し合っていくということの中で、一つひとつ懸念を解

消していくことになろうかと思います。ただ、ここで言われた、ある意味ではこちらの議

論の場も台なしにしないような形の政治判断は当然、我々やりますので。 

 では、渡邊さん。 

○渡邊委員 ありがとうございます。なかなかこっちの方を向いてくれないものですから。 

今、中間とりまとめということで御提示をいただいたわけでありますが、これまでの議論

を踏まえて、その結果をある程度、我々の意向を反映させた形でまとめていただいてあり

ますので、正直なところ、このまとめについては、倉田市長からもお話ありましたように、

率直に評価をしたいなと思います。 
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 そんな中で、先ほど来、話も出ておりますけれども、いわゆる根拠法となる総合施設法

（仮称）の法案提出の時期とか、社会保障と税の一体改革の閣議決定、法案の提出、これ

は税制との関連もありますが、それらの関係で、いろいろと時期的なものもあるんでしょ

うが、先ほど小宮山副大臣から、法案の提出は遅れても、施行期日については何とか同じ

形でやっていくんだというような意図の話もされたんで、ちょっと安心しておりますが、

そういう問題とか、それから、いわゆる幼稚園の教育要領、保育所の保育所指針、こども

指針（仮称）とか、これらの一本化の問題、所管の問題、まだ議論が残るところは多々あ

るわけです。それらも含めて、このまとめの中身を見ますと、皆さんも同じようなとらえ

方をしていると思うんですが、文末に今後検討するという書かれ方があまりにも多くあり

過ぎる。費用負担の在り方や、国の基準と地方の関係などもそうですし、どれも新システ

ムの根幹を成す重要な課題でもあるわけなんです。 

 そんなことでありますけれども、ただ幸いに、頭紙の中で、本ワーキングチームについ

ては「できる限り速やかに検討を再開したい。」という言葉を書き込んでいただいておりま

すので、これは我々ワーキングチームにとっては大きなポイントになってこようかと思い

ます。そんな意味で、この具体的な制度設計に当たっての方向づけについては、我々町村

会も含めて是非早急な形でのワーキングチームの再開をしていただきたく、お願い申し上

げておきたいと思います。 

 それから、これも市長会や知事会の上乗りになりますが、財源の問題です。私も何回も

申し上げてきたんですが、そんな中で、末松副大臣や小宮山副大臣は、正直なところ、し

っかり財源は確保していきますよという言葉を何回もこの場で言ってきました。その結果

は、社会保障と税の一体改革に書き込む中できちんと方向づけをしてくれましたから、

7,000 億、もしくは１兆円超という形で確保できることになりました。しかし、先ほど知

事会からも話がありましたけれども、これは政府内の決定であって、閣議決定に至ってい

ないわけです。そんなことを考えると、現場サイドから見ますと、システムだけがひとり

歩きしてしまって、実態に沿うものが反故にされてしまうんではないかという危惧さえあ

る。それが、強いて言えば、我々市町村の現場で、住民サービスという観点からとらえま

すと、非常に問題になるんだろうと思うわけです。ですから、その辺のことを確実に、こ

のワーキングチームの意向を踏まえながら、財源確保については、しっかりと、よろしく

ひとつお願い申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○末松座長 御評価いただいて、ありがとうございます。何人かから、閣議決定に至って

いないというお言葉がありましたけれども、社会保障と税の一体改革は閣議報告というこ

とで、そこは報告の中で了解されたことでございます。つまり、閣議決定と閣議了解と閣

議報告はどれだけの違いがあるんだと。いろいろと形式上あるんですけれども、ただ、皆

さんのいる場所で、閣僚の中で、それは了解されたということは一緒でございますので、

全く根拠がないような、ふわふわしたものではございません。一応、付言しておきます。 
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○渡邊委員 そのことは十分理解しております。ただ、法案提出になりますと、どうして

も閣議決定というきちんとした政府としての決議がなければ提出に至らないわけです。片

山総務大臣もそのことを言っていると思うんです。それをいつの時期で閣議決定するかと

いうのは政府の勝手でしょうから、我々の立場ではどうこう言えるわけではないのですが、

やはりその辺のことを我々としては、地方３団体の立場、同じ考え方でしょうけれども、

社会保障の４経費の中に優先的につけられてこの子ども・子育て新システムがあるわけで

すから、それらの経費もきちんと意思決定していただきたいというのが我々の願いなんで

す。それは、法案提出するときに閣議決定すればいいということではないと思うんです。

私の手前勝手の考え方ですけれども。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○尾﨑委員 今、渡邊町長も言われたことでもあります。それから、先ほど末松副大臣か

らお話もいただいたところでございましたけれども、今後の段取りといいますか、今後の

先行きについて、日程表ベースで一回打ち合わせもさせていただければありがたいなと思

っています。さっき御指摘もありましたけれども、子ども手当をどうするかとか、一連の

関連する重要日程が出てくるだろう。もっと言えば、恐縮ですけれども、代表選どうなる

かとか、いろいろあるかもしれませんが、ただ、とりあえず今後の法案作成に向けてどう

なっていくか、その過程で詰めをどうしていくか、関連事項との進行具合に合わせた日程

表ベースの詰めをしておかないと、逆に言うと、あららみたいなことになりかねないなと

思って、ちょっと心配をしていまして、そこら辺り、今日でなくても構いませんけれども、

また議論を早急にさせていただければありがたいなと思います。 

○末松座長 では、中島さん、松本さん、藤原さん、菊池さん、池田さん、その後、宮島

さん。 

○中島委員 ありがとうございます。 

 私からも、個別のところの文言ということではなく、幾つか確認を含めて意見を述べた

いと思います。今日、委員提出資料を出しておりますけれども、細かくはお読み取りいた

だきたいと思いますが、改めて本ワーキングチームでのこれまでの議論を一里塚としてま

とめておくというのは大変必要なことだと、皆さんと同様に思っております。中間とりま

とめには、今後の検討課題が多く記載されていますが、逆に課題を整理したということが

非常に重要であると思っております。したがいまして、今後様々な切り口や、いろいろな

場での協議が必要だと思いますけれども、丁寧に進めていくための原点としての中間整理

ということだと理解をしております。 

 それと、併せまして、これも皆様発言されていますが、社会保障３経費と言われていた

ものが４経費と言われるようになり、社会保障の中に子ども・子育てがきちんと位置づい

て、「全世帯支援型」という言葉も使われるようになってきた。これは大きな改革だと思っ

ております。ですから、社会保障経費全体から言えば、まだ子ども・子育て関係経費は本
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当に少ないと思いますけれども、これから中長期的な目で、未来への投資ということで、

子どもと子育てに適切に財源も、思いも、政策も振り向けていくというチャンスであると

いう点を共有をしていけたら、本当にいいスタートラインになると思っています。 

 中身について、私から、５点ほど確認ないし議事録にも是非残しておいていただきたい

点を述べたいと思い、中間とりまとめのページに沿って申し上げます。 

 １つは、14 ページの「公的契約」のところに応諾義務ということがございます。これに

関しては、いろいろな議論があったことは承知をしておりますけれども、市区町村が契約

関係当事者とならないということになりますと、従来以上に厳正な応諾義務が、これは子

どもと利用者の立場から必要になると思っております。 

 介護保険やその他の諸制度を見ても、残念ながら応諾義務を履行されないというケース

がたくさんございます。よって、応諾義務違反の場合の是正措置であるとか、利用者保護

の仕組みは、関わるすべてのメンバーの責任として、これからルール化をしていく必要が

あると思っております。当然、応諾義務に応じられない場合には説明責任が伴うことも含

めて、この 14 ページから読み取っておりますことを申し上げておきたいと思います。 

 次に、16 ページになりますけれども、②「保育需要が供給を上回っている場合の仕組み」

の前後ですが、この間連合は利用保障の立場から市町村関与の仕組みについて、現場の実

態に即して発言させていただいております。「中間取りまとめ」では、市区町村の責務と権

限として、特に利用支援が必要な方々に対しては、「あっせん」、「利用調整」、必要な場合

には「措置」を明記していただきました。けれども、もう一つ、今後の具体化の検討のプ

ロセスで実務化をしていただきたい点があります。すなわち現状の、「あっせん・調整」だ

けでは利用保障への関与が非常に弱い。逆に「措置」は介入的支援には効力を発揮するも

のの、個人の任意性の排除も可能になってしまうということで、非常に強い権限でござい

ます。よって、児童福祉法やさまざまな福祉関係の法律にも既に規定され、現場でも実務

としてやっております「要請」という権限、行為について、今後の法案要綱などをつくる

検討プロセスにおいて、実務として市区町村の関与の在り方として位置づけていただきた

いと申し上げておきます。 

 それから、19 ページにある「公定価格」と「上乗せ徴収」についてです。上乗せ徴収を

認めると、どうしても低所得者等を結果として排除することにつながりかねず、仮に減免

などをしても、そのことがスティグマになるということも十分あり得ます。そこで、現実

問題としては、上手なすみ分けなども含めて、受け皿の在り方等々も含めて、今後検討課

題として捉え、公定価格が実質的な形骸化しないように知恵を出し合う必要があると考え

ています。 

 それから、あと２つだけ簡単に申し上げます。28 ページにある財源に関してです。先ほ

ど来、財源問題が皆様からも指摘をされておりますが、財源と、実際にサービス供給をさ

れる基礎自治体の実務と権限、責任を適切に果たすためには適切な財源が伴うということ

が当然、前提になると思います。この間、何度か議論をしてまいりましたけれども、財源
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の在り方は、例えば、公立保育所等の運営費の一般財源化によって、保育現場で何が起こ

っているか、理念ではなくて結果検証を踏まえて、今後議論をしていくべきと思っており

ます。その意味で、中間とりまとめの案文の中に「既存の財政措置との関係」との記載が

ありますがそういう理解でよろしいかどうか、ここは確認をさせていただきたいと思って

おります。 

 最後でございますが、これは特にページはございません。国と地方の役割分担に関わる

協議と、社会保障の基本的な原則や、子ども・子育てに関わる政策の在り方との関係につ

いてです。先ほど倉田市長がモデル事業の話をされましたが、新システムを先取りしたチ

ャレンジを始められるということは大変心強く受け止めておりますので、是非ウォッチン

グをさせていただきたいと思っております。一方、この間の議論を聞いていますと、市民、

利用者という立場から見て、やや懸念をすることがあります。 

 といいますのは、地方分権と社会保障に関わる議論というのは、これはもしかしたらマ

スコミの書き方の影響などがあるのかもしれませんが、私たちはそもそも地方分権と社会

保障に関わるナショナルミニマムは対立概念ではないと理解をしております。私どもはナ

ショナルミニマムの話をしているということで、画一性につながるものではないと思って

おります。安全や、生存権や、健康で文化的な生活という意味でのナショナルミニマムは、

国民、市民としての基本的な権利に属するものでもあると思います。本当に財源的に厳し

くてできない自治体があるとすれば、基準を緩和をするとか、画一化するという議論では

なくて、そこに財源をきちんと回していくことこそが、この仕組みのツボなのではないか

と理解をさせていただいております。 

 したがいまして、国と自治体の関係というのは補完性の原則があると思いますけれども、

市民、利用者にとっては、国か、地方かということが問題なのではなくて、ステークホル

ダーの参加も含めて、どのようなサービス供給や権利性というものが必要な方にきちんと

提供されるのか、まずそれが重要であると思っております。ですから、今後の議論に当た

っては、国と地方の協議はもちろん行うということだと思いますけれども、同時に、国と

地方の役割分担、社会保障改革、そして新システムの在り方、更に財源問題など、強弱は

あると思いますが、同じテーブルに載っている課題、テーマという理解で相互に調整をし

ながら進めていただけるとありがたいと思っております。 

 最後は意見ですが、以上でございます。ありがとうございました。 

○末松座長 19 ページの既存の財政措置との関係の確認だけ、事務方からお願いします。 

○藤原参事官 それでは、お答え申し上げます。28 ページの包括交付金の記述のところに

「既存の財政措置との関係などを踏まえて今後検討」とございますし、また、29 ページの

費用負担の５つ目の○に「既存の財政措置との関係について、今後検討し、その結果に応

じて、適切な制度設計を行う。」というふうに、既存の財政措置との関係について今後検討

と書いてございますが、中島委員おっしゃったように、一般財源化されているような公立

の保育所の問題も含めて、そういった財源も含めて、今後検討していくというふうに読み
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取っていただければと思います。 

 以上でございます。 

○末松座長 では、松本さん。 

○松本委員代理 ありがとうございます。 

 今日は田中委員が欠席ということで、大変申し訳ございませんでした。商工会議所の松

本でございます。 

 全国の中小企業を代表してという気持ちで、これまでずっとこのワーキングチームに関

わってまいりました。 

 やはり財源問題について確認をさせていただきたいということでございます。田中もそ

うでありましたが、一貫して、この新システムの財源については、公費負担が原則と我々

は言っておりまして、事業主が負担することについては、今まで合意もしておりません。

今、29 ページの財源に少し触れていただきましたけれども、括弧書きのところで事業主負

担に関する記載がありますけれども、この記載の意味について確認をさせていただきたい

と思っています。これは、事業主負担を前提としたものではなく、事業主負担の有無を含

めて今後検討するという理解でよいか、お答えをいただきたいと思います。事業主負担の

有無を含めて今後検討するということでなければ、今回の中間とりまとめに我々が合意す

ることはなかなか難しいと考えております。 

 以上です。 

○末松座長 事務方から、そこのところはお願いします。 

○黒田室長 お答えいたします。今のお尋ねの点でございますが、表紙の４つ目の○の①

にありますように、今後検討する課題の一番大きな点は費用負担でございます。ですので、

費用負担自体、大きなテーマとして今後の検討に委ねられているということが大前提です。 

 その上で、29 ページの読み方でございますが、括弧書きの中に「なお、基本制度案要綱

に記載された事業主拠出については」とございますとおり、この記述があることをもって

事業主拠出が今の段階であることを確定をする趣旨ではございません。ですので、あくま

でも今後の検討という、表紙に書かれていることが前提だということでございまして、こ

の括弧書きをもって事業主拠出があることを確定する趣旨ではないということでございま

す。その上で、これから検討すべき課題として、かっこ書きに書かれた点がございます。

国、地方、事業主拠出の在り方については、費用負担全体の中で御議論させていただく。

ただ、今の段階で何か決まっているということではないということでございます。 

○末松座長 それでは、藤原さん。 

○藤原委員代理 経団連の藤原でございます。 

 私からも財源の話について申し上げたいと思います。経団連でも、先ほどの日商からの

御説明のとおり、子ども・子育ての施策については公費対応が基本という考え方、それか

ら、子ども・子育て対策の財源を一元化した特別会計、勘定というものの設置には反対で

ある、不要であるという考え方を主張してまいりました。今回、その点に十分御配慮いた



 28

だいた上での中間とりまとめ案だと私は理解しておりまして、末松座長には大いに感謝し

たいと思っております。 

 今後の財源の在り方などの議論について、私どもも真面目に取り組んでまいりたいと思

っておりますが、企業は、震災の後、日本の国内で事業活動を継続することができるかど

うかという非常に切羽詰まったところまで、今、追い込まれております。私どもとしては、

ぜひそのような背景も踏まえた議論に参加したいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 その上で、財源問題として、公費の在り方、主たる財源になる消費税の引き上げの問題

について申し上げたいと思います。子ども・子育て新システムの重要なパーツは、子ども・

子育て支援給付（仮称）というところでございまして、ここにはかなり大きな財政、費用

がかかると認識しておりますけれども、これを賄うのが消費税ということで、今、議論が

進んでいるのだと思います。ただし、今回の社会保障と税の一体改革の成案で、スケジュ

ールがあいまいになったというのは、やはり非常に大きな問題なのではないかと思ってお

ります。このシステムが 2013 年度から始まるということであれば、消費税も 2013 年度か

ら上がるということになっていなければ、少なくとも財政赤字を拡大することを防ぐとい

う措置にはならないということになります。消費税を 2013 年度から引き上げるためには、

今年の年末にははっきりとそのスケジュールを出していただかないといけないということ

だと思います。そのような状況を踏まえ、事業主負担の在り方とか、その他の財源の在り

方について議論しなければいけないと思っておりますので、税と社会保障の一体改革のス

ケジュールが非常にぐらついている中で、議論するのが難しくなってきているのではない

かと思っております。 

 もう一つ、子ども・子育ての議論の中で財源があるか、ないかという議論をしているだ

けではなくて、国の財政の中で、この子育てのシステムと同じぐらい重要なテーマがたく

さんございます。すぐにでも思いつくのは復興財源の確保です。それから、私どもからし

ますと、基礎年金の国庫負担２分の１のための財源が一次補正で流用されております。こ

こをしっかりと早く返していただかないと、将来にわたって大きな問題を引き起こすこと

になり、年金に対する不安感が増すということを非常に懸念しております。子ども・子育

て以外にも大きな課題がある中で、消費税でどこまで手当てをできるのかということを明

確にしていただきながら議論を進めていかなければ、議論が前に進まないんではないかと

思っております。 

 それから、もう一つ、確認ですけれども、税制抜本改革とともにということと早急にこ

の新システムの法案を出すということとでは、どちらにウェイトがあるのか、もう一度お

考えをお聞きしたいと思っております。このように確認いたしますのは、新システム法案

は、税制抜本改革の法案とともに出されるというのは当たり前のことだと思いますけれど

も、早急にというところが、税制抜本改革の議論が遅れる、または法案の提出が遅れると

いうことがあっても、この新システムの法案は出すということなのか、それとも先ほど末
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松座長がおっしゃったように、できるところからやるということで、大きな財源が確保で

きないということになれば、大きな財源を食う給付はやらないということになるのか、そ

の点について、今、どのようなお考えになっているのかをお聞きしたいと思います。 

 最後に、多様な事業主体の参画については、これは山口委員のお考えと同じですので、

繰り返しは申しませんが、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○末松座長 藤原さんの御指摘は、このワーキングチームの範囲を超えた御指摘もござい

ましたので、そこのところは私の方からすぐにお答えはできませんけれども、法案の提出

について、確かに財源の確保が前提となる法案にはなりますから、そういった意味では、

今年度中という位置づけになろうかとは思います。ただ、政治的な状況の中で、地方との

協議、あるいは産業界との協議、こういったものを踏まえて、早急にやってくれというの

は、与党の間からも非常に強く出ておりまして、そういったことを今後内閣の中で検討し

ていくという話になろうかと思います。一応、今、具体的に言えるのはそこまでですね。 

○藤原委員代理 ありがとうございました。 

○末松座長 それでは、菊池さん。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。 

 まず最初に、社会保障と税の一体改革で子ども・子育てに係る事項をしっかりと位置づ

けていただいたことについて、感謝申し上げたい。ありがとうございました。 

 それから、この中間まとめについて、いろいろと細かい配慮をしていただいたことにつ

いても感謝申し上げたい。 

 中間とりまとめをこのような形でしていただくことについては、非常に重要な意味があ

ると認識しております。１枚紙でも書かれておりますけれども、「関係者間での意見集約を

図りながら重ねてきたこれまでの議論の到達点として」と表現していただいております。

今後どのような状況になったとしても、ここまで意見が集約できたものについては、不動

のものにしていただいて、次につなげていただくということを、確認できたことだろうと

思うのですが、改めてそのことをお願いしておきたいと思っております。 

 それから、新システムは早期にスタートさせるべきだという気持ちは皆さんと同じです。

ただ、そのスタートと財源導入とが離れてしまわないように、これはあくまでも同時にや

っていただきたいことを切にお願いを申し上げておきたいということです。 

 また、関係者の提出資料の７ページにあり、中間とりまとめの中でも書かれております

ので大丈夫だろうと思っておるのですが、とりあえず幼保一体化に向けたスタートの段階

の状況であって、将来的には、政策誘導して一体化に向けてということが文言として入っ

ておりますので、その方向だろうと思うのですが、これについては是非とも、完全なる一

体化に向けて着実に進めていただきたいということを、お願いと同時に、確認のために、

幼保一体化ワーキングチーム座長の大日向先生に後でお答えいただければと思います。こ

れは１つのプロセスであるという点についてです。 
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 それから、私どもは今回、質の改善というところに非常に大きな期待を寄せました。こ

れまでもいろいろと制度的に問題を感じてきながら、歴史的に解決できていないものはた

くさんありました。質の問題といいますと、これも何度も申し上げたことなのですが、職

員の処遇の改善なくして質の改善はあり得ないと思っております。そこについて、今回の

１兆円超というもので理想的な質の改善につながるとはなかなか思えない。そういう意味

では、今後も更に段階的にで結構ですので、質の改善に向けた議論を続けてやっていただ

くということもお願いしておきたいと思います。12 月に出していただいた資料を見ますと、

相当な金額になると思うのですが、あれをすべてというふうには思っておりません。だけ

れども、できるだけ理想に近いものにしていただければということを申し上げておきたい。 

 それから、４つ目ですが、これは先ほど中島さんからも御意見があったと思うのですが、

経済的な理由によって利用が妨げられることのないように、利用の制限につながるような

上乗せ徴収は控えていただきたいということ。過去にも申し上げたことですが、これにつ

いては今般、一定の配慮のもと低所得者からの徴収免除等の要件が課せられましたので、

その点では決して上乗せ徴収を頭から否定しているものではございません。実態として上

乗せ徴収により、一部の方々の利用を排除するようなことのないような工夫をしていただ

きたいということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、これはほかの方もおっしゃったことですけれども、いずれまた検討が再開さ

れることになる。このワーキングチームの形で再開されるのかどうか、ちょっとわかりま

せんけれども、その場合には、改めて私どもも関わらせていただいて、これまでどおり意

見を申し述べる場を用意していただきたいということ。私ども、後ろを向いた議論をした

いとは思っておりません。本当に歴史的な、大きな今回の議論の場だったと思っておりま

すので、それについては感謝申し上げておりますし、これが最後までいい形で進むように

期待をしております。そういう意味で、私どもの会員の中で異なる意見をお持ちの方々も

ありますけれども、そういう意見がある中で、前向きに私どもも関わらせていただきたい

ということ、今後もそうさせ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。 

 それから、１つ、文言で、28 ページに気になるところがあったので、申し上げておきた

いと思います。４つ目の○の３行目から４行目にかけての「交付金は子ども・子育てのた

めに使われるものであるため、一般会計での対応を基本とする。」は、文章的におかしいの

ではないかという気がするのです。例えば、「使われるものであるが、一般会計での対応を

基本とする。」とするなどです。これは一般会計、特別会計にこだわっているということで

はございません。文言としておかしくないかということの指摘をさせていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○末松座長 それでは、大日向先生と、事務方から、最後の点についてお願いします。 

○大日向委員 それでは、お答えさせていただきます。今、菊池委員がおっしゃったよう

に、今回、こういう形で成文化されたことを私も評価したいと思いますし、事務方にも御
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苦労いただいたことを大変ありがたく思っております。 

 ただ、こども園（仮称）の施設区分とか、指針とか、根拠法に関しては、ここにとりま

とめられている現在の形はあくまでも三元化ですね。この点への御懸念は宮島委員のペー

パーにも明記されていますし、今日御欠席の山懸委員も同じ思いのペーパーが出ていると

思います。 

 ただ、これは、私は繰り返し今までも申してきましたけれども、あくまでも今までの議

論の到達点であり、プロセスだということです。基本制度案要綱の理念に即した幼保一体

化の実現のために、引き続き施設区分の一本化、根拠法の一本化を含めて検討していきた

いという思いは私も非常に強く持っておりますし、皆様と同じでございます。その思いは、

先ほど事務方が御説明くださいました、本日とりまとめの本文の２ページ目の最後の「上

記の理念を踏まえ、」と書いてある８行ぐらいの文章の、特に後段ですが、ここに書かれて

いるところは、今、私が申しましたように、今後、基本制度案要綱の理念に即した幼保一

体化の実現を目指すんだという思いでして、それをこのような形で書きとめていただいた

ということを御説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○末松座長 では、事務方から。 

○黒田室長 先ほど御指摘のありました 28 ページの点でございます。これは、地方財政の

仕組みとも関わりますので、総務省とも御相談をした上での記載ですが、交付金の仕組み

はこれから検討することとなりますけれども、使途は子どものためということになるのだ

ろうと。その目的に照らして使われるということがベースであるので、一般会計で受けて

も、もともとのお金の目的に照らして使われる、こういう前提で書かれているということ

です。それであれば、一般会計であっても、使途は透明になり、その点については、以前

も倉田市長、渡邊町長からお話しいただいていますとおり、議会でのチェック等々も働く

と、こういう前提でございます。 

○菊池委員 意味はよくわかっているんです。ただ、言葉としておかしくないでしょうか

ということなんです。別に特別会計、一般会計にこだわっているわけではありません。表

現としてちょっとおかしくないかということを申し上げた、それだけのことです。 

○尾﨑委員 交付金は子ども・子育てに使われるものであるということが明らかに明確に

なるんだから、一般会計でもいいよねと、そういう意味ですね。 

○菊池委員 そうです。 

○尾﨑委員 特別会計でなくても、一般会計でもいいよねと。 

○黒田室長 一般会計であっても、透明性が十分に確保されるということです。 

○末松座長 皆さん、聞こえるように言ってくださいね。 

 知事、何か言葉、ありますか。私はあまりこだわる気はないから。 

○尾﨑委員 交付金であれば、子ども・子育てのために使われることは担保できるんだか

ら、「当初議論されていたような特別会計でなくても」一般会計でもいいよねと、そういう
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意味ですよね。これはそういうふうに読むんですね。 

○菊池委員 意味はわかっております。 

○尾﨑委員 その経緯を知らないと、ということですよね。 

○菊池委員 議論に関わった方たちはそれでいいかもわからないんですけれども、一般に

この文章が流れたときに、プロセスを知らない方はどう取るかということはあると思いま

す。それだけのことですので、こだわりません。 

○末松座長 では、こだわらないということをもって結論としたいと思います。 

 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。 

 先ほど来の委員の皆様の御発言を伺いましても、今後、検討課題がたくさんあることは

承知しておりますが、今回の中間とりまとめにあたって、本会としましては、一言、本当

にお礼を申し上げたいと思っております。昨年９月から実質 10 か月にわたりまして、子ど

もの幸せと保護者への支援、このことを中心にさまざまな立場からの議論が交わされまし

た。本日示されましたとりまとめの中の、特に理念につきまして、私どもとしましては、

文言的にも大変よく整理していただいたものというふうに受けとめております。こんなに

も子どもたちの育ち、特に小学校就学前の幼児期の子どもたちの育ちについて多くの方々

が関心を持ち、真剣に御検討いただきましたことに対して、現場を担う幼稚園の園長とし

て、何よりもうれしく、委員各位に心より感謝とお礼を申し上げたいと思っております。 

 また、この本当に多様な意見を受けとめ、新システムの趣旨を踏まえて中間とりまとめ

にまでこぎつけてくださいました、副大臣をはじめ、政府の各担当の皆様、幼保一体化ワ

ーキングチーム、こども指針（仮称）ワーキングチームの座長の先生方、そして、何より

も御苦労いただきました事務局の皆様に本当に感謝申し上げます。私ども、日々、園児や

保護者とともにある者は、多くの期待の中で誕生していく新しい制度に魂を入れるべく活

用して、教育・保育の充実に情熱をもって取り組んでいくことが役目であり責任であると

考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○末松座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、宮島さん。 

○宮島委員 多分ワンチャンスだと思うので、２つの別々なことを申し上げます。 

 一つは、質問というか、修正の意見も含めてです。私の修正意見が「委員の意見」

の15ページからあります。これそのものは、今回提示されている案の一段前の、前回

提示していただいた案に対しての意見のそのままですので、一部意見を取り入れてい

ただいて納得しているところもあるのですけれども、一つは、「時期を早急に」という

ところです。確かに私も社会保障の方の集中検討会議に出ていて、時期が向こうがグ

ラグラしているように見えているのも事実ですけれども、一方で税制の附則104条が残

っていますので、間違いなくこの年度中に税制の議論が行われ、何らかの決定がされ
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るというふうに普通に見ていいのだと思います。 

 だとすれば、このワーキングチームはもともと、本当は今国会に提出をするという

タイミングでスタートしたと思いますけれども、その後さまざまな国会の事情、政局

の事情で延びましたが、やはり中間とりまとめにおいては 23 年度には出したいという

ことを明記してもいいと思うのです。そもそも 23 年度に税制抜本改革の法案を出すと

いうふうに向こうにも明記されているわけですから、それと合わせて。それが崩れる

というのは政局的なかなりのことなので、これは中間とりまとめですから、そこまで

かなりのことになったらそこでまた考えればいいことであって、今の段階では、やは

り私たちは国会への法案の提出は 23 年度中を目指すべきだと思いますし、先ほど末松

さんもおっしゃいましたように、25 年の施行を目指すということだと思います。25 年

に税金、お金が来なかったとしても、できるところから始めるというのが皆さんの総

意だと思いますので、せっかくの中間とりまとめですから、23 年度中に法案を提出す

るという時期的な目標と、25 年度の施行を目指すということを書いていただいていい

のではないか。逆に、書かない理由というか、書くことに何か障害があるというふう

に私自身はあまり思えないのですが、どうでしょうか。 

○末松座長 ちょっと私の思いと冷えた頭の事務局と相談いたしまして、座長として、今、

御指摘をいただいたので、この１枚紙の中に 23 年度の法案提出を目指すということ、それ

から、25 年度の施行を目指すという形で入れたいと思います。入れます。 

○宮島委員 ありがとうございます。なぜ申し上げたかと追加で申しますと、結局、向

こうの抜本改革の方がグラグラしているとしても、子育ての支援は待ったなしである

と。団塊ジュニアが40歳にもなろうとしているんだというところをこちらの側からも

提示していかないと。こっちが必要だから、増税の議論を進めるというアピールが必

要だと思うのです。ですから、そこは是非よろしくお願いいたします。 

 もう一点は全然別の方向の話で、山縣委員ですとか、今も大日向さんもおっしゃっ

たように、今がプロセスであって、一本化を目指すということをもうちょっと形にし

て残せないのかなということで、後段の方は御提案させていただいています。つまり、

言葉を足すだけなんですけれども、「制定する」というところの中に、「一本化につい

て引き続き検討を行う」ということをそれぞれのところにつける。 

 特に所管に関しましては、本当に日本の国家公務員の方々はものすごくまじめでい

らっしゃって、形が決まるとそれぞれの形の方向にものすごく努力をされると思うの

です。ですから、あまりに三元化が初期に固定されてしまいますと、それぞれものす

ごく所管のところが努力をされて、その結果、それぞれが別の方向に走っていくとい

うことを恐れています。もちろん、法律とかいろいろな問題がすぐに決着がつくもの

ではないことは承知していますけれども、所管というのは多分、やり方によって共管

とか、この部分をよそに任せるけれども、まずはできるだけ一体化していくという方

向は目指せると思うので、この会議の総意が、今はプロセスで、この後、トータルの
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一本化を目指すということであれば、少し余分な文章にはなりますが、「国の所管を、

施行時に一元化する」という追加記載を御提案している点に関して残していただければと

思います。 

○末松座長 どうぞ。 

○大日向委員 私がお答えするべきかどうかわかりませんが、宮島委員が 16 ページから

17 ページに書いていらっしゃるような文言をそれぞれの項目に追加することですが、これ

が書ければ、宮島委員の思いとしても、あるいは今回のとりまとめは途中経過であって、

目指すべきものはこの追加記載の通りであると考えている委員からしてもベストだとは思

います。でも、これらの点は今後、検討する課題ということで、先ほど申し上げた本文の

２ページ目の最後のところに、「基本制度案要綱が目指した幼保一体化の実現」という形で

書き込ませていただいたことで、私は合意いただければと思います。 

 今、おっしゃった中でそれ以上に大切なことで、是非、座長に御検討いただきたいこと

は所管の一元化なんです。今日、御欠席の山縣委員も書いていらっしゃいますが、いろい

ろな課題を残しているときに、その解決に向けて一元的に取り組む所管が必要と考えます。

子ども家庭省ということが最後の 30 ページに書かれています。今、宮島委員がおっしゃっ

たのは 31 ページのことだと思いますけれども、実施体制として、「子ども家庭省（仮称）

の創設に向けて検討する」、これも非常に大事ですが、いつになるかわからないということ

もあるとしたら、こども園（仮称）の一元化に向けて施行時の国の所管の一元化というこ

とは是非ここで別途書き込んでいただきたいと、私も幼保一体化ワーキングチームの座長

としては同じ思いでございます。お願いしたいと思います。 

○末松座長 では、小宮山さんに振ります。 

○小宮山副大臣 これはやはり省庁の側というよりも、政治の側からの意思としてお答え

しなければいけないことだと思っています。そういう意味ではこれは、党の中でずっと子

ども・子育てをつくってきた立場から、現在の党の主張もそうですけれども、子ども家庭

省（仮称）の旗は絶対おろさない、創設に向けてということでこれを書かせていただきま

した。ただ、先ほど倉田市長からも御質問があったかと思いますが、すぐにこれができる

ことではないということがあり、ただ、スタートに際し、おっしゃったように所管が三元

化しない工夫が必要だと。 

 今、私どもが党とも話をしながら考えているのは、内閣府に例えば本体を置いて総合施

設（仮称）をこれから所管していく。そこへ、例えば文科の幼稚園のところ、厚労の保育

所を所管するところが、今、認定こども園を、連携室でやっているような形でそれぞれの

省にあるにしても、連携室という形で連携をとって一体的にできるような工夫を。まだこ

れは決定ではありませんが、私たちの中で考えている話ですけれども、そういうようなこ

とも考えて、なるべく子ども家庭省（仮称）を目指しながら、実施していく上で一体化が

図れるような工夫を是非していきたいと思っています。また、いろいろな具体的御意見が

あれば承りながら、これも法律をつくるところまでにたくさん検討事項がありますが、そ
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の中で、これは政治の側として検討を進めていきたいと思っています。 

○宮島委員 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 

○末松座長 では、今の小宮山副大臣の御発言で、今、我々の考えというのを、議事録に

それを載せるという対応で対応したいと思います。大日向座長、そこはよろしいですか。 

○大日向委員 はい。 

○末松座長 では、駒村さん。 

○駒村委員 ３点ございます。一つは、文言の加筆をお願いしたいと思っています。28 ペ

ージ、子ども・子育て会議（仮称）についてですけれども、やや、はしょられてしまって

いるような感じがして、そうでなくても分量が少ないので、考えられる機能というところ

も書いておいていただきたいのと、「地方にも」のところも、例の地方版子ども・子育て会

議の例示はやはり入れておいていただきたい。これが１つ目であります。 

 ２つ目です。これは意見あるいは考え方ですけれども、同じく 28 ページのところでござ

います。先ほども経済界から、非常に厳しい経済状況で負担も大変だという御意見があっ

て、そういうところもあるだろうとは思います。ただ、28 ページで書いてあるように、「労

使の代表を含む負担者」と。新システムは労働政策の色彩もあるわけですから、企業、雇

用主としては間接・直接の受益があるんだ。受益がある以上費用負担をするんだ。費用負

担をする以上、この政策にコミットメントするんだという流れだと思います。 

 そういうふうに考えていくと、もし費用負担をしていただけないということになってく

ると、受益もないということになってきて負担もしないということになってくると、この

政策にコミットメントできない、したくないというようにもとられてしまうことになり、

それは大変まずいことになると思います。新システムは労働政策の側面がありまして、雇

用と一体的に運用されなければいけない部分がある。今回の節電の問題も、あるいは雇用

の多様化の問題も含めて考えれば、当然、そういうことになる。是非とも、経済界には利

害関係者として負担をしていただいた上で堂々とこの政策にかかわっていただきたい、こ

ういうふうに思います。 

 ３つ目であります。29 ページの費用負担のところでございますけれども、資料１－４の

26 ページで、ちょっとここのところは議論があいまいだったのかなというところでありま

して、左側の費用負担のところでは、「両立支援・保育・幼児教育給付（仮称）に、事業主・

個人が拠出することを検討する」。この個人が負担するのではなく個人が拠出するという書

き方は、個人というのが結局だれだったのかというので、一番近い概念が労働者。厳密に

言えば違うと思いますけれども、労働者というのが一番近い概念だったなと思うのですけ

れども、今回、出産育児にかかわる体系の詰めは見送られていく。具体的に言うと、児童

手当拠出金と、出産手当金が、今回のフレームの中には今後の課題に残されていくという

ことです。これは６ページにも書いてあるわけですけれども、この費用負担のところにも、

残された問題を今後詰めていくにあたっては、当然、「現行負担している労使ともに負担金

が伴うものである」というのは一文入れておいていただくか、あるいは、記録に残してい
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ただきたい、こういうふうに思います。 

 以上です。 

○末松座長 今の点について、事務方から何かコメントはございますか。 

○藤原参事官 前段の子ども・子育て会議（仮称）についてでございますけれども、パワ

ーポイントの資料の資料１－３で言いますと、子ども・子育て会議（仮称）の部分は 54

ページになります。駒村先生の御指摘は、そういう意味ではここに「考えられる機能」と

いうふうに例示をしてございますので、こういったところを本文の方にも記載をすること

があり得るかと思います。それから、地方の方にも例示として「地方版子ども・子育て会

議」という文言もありますので、括弧書きでそういうことを文章の方にも書くということ

で委員の皆さん方よろしければ、そのように文章編の方も修正をしてはどうかと思います

が、いかがでしょうか。 

○末松座長 いかがというのは、私が聞くんだよ。 

○藤原参事官 すみません。 

○末松座長 それは、よろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○末松座長 では、入れるということで。 

○黒田室長 あと、費用負担、特に費用負担者の中で個人という扱いはどうなるのかとい

うお尋ねに関してです。制度案要綱のときは先生からお話がございましたとおり、「社会全

体、国・地方、事業主・個人により負担」ということが書かれております。恐らくこれは、

両立支援・保育・幼児教育給付（仮称）、制度案要綱にありました、今の仕組みで言うとこ

ろの育児休業給付、あるいは出産手当金について「事業主・個人が拠出することを検討す

る」という記載がありまして、これを受けたものだろうというふうに思います。 

 出産手当金と育児休業給付は将来の検討課題にいたしますので、そのことを踏まえた上

で、29 ページの一番上にあります、制度案要綱に記載された費用負担をどう具体化してい

くのかということが今後の課題であろうと思います。先生の御趣旨はむしろ一番上に、「制

度案要綱においては社会全体」というところが書かれていることで手当てをされていると

考えますし、それを具体的に、出産手当金、育児休業給付がまずは課題として横に置かれ

ることを前提にしていた場合の利用者負担論として、残された課題のトップに位置する話

として、関係の方々と十分ご相談をしていきたいと思います。 

○末松座長 よろしいですか。では、そういう形にしたいと思います。 

 では、坂﨑さん。 

○坂﨑委員 提言といたしましては、各提出委員の方の９ページから。懸念をしていると

ころで、先ほどからの話で、ある程度の財源確保ができなくてもできるところから行って

いけばよいのではないか、というふうに私は聞こえるんですね。それが総意であるかのよ

うな話で聞こえますが、私は基本的にはきちんと質の改善、量の拡大、それが行われる中

でこのシステムは行われるというふうに思っておりますので、それらのことが行われずに
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何らかのできることだけやっていけばいいというのは、私は賛成しかねます。それが総意

だと言われると、反対をせざるを得ません。 

 地方の方々、市長さんや知事さんたちのおっしゃることも私は非常によくわかると同時

に、現実に保育を行うのは私たち保育者が行うわけです。ですから、現実的に何かをやる

といったときに、仕組みだけを変えて保育の現場が混乱することがないことが、一番子ど

もたちにとって大事なわけです。ですから、何回も言ってきましたけれども、現状でさえ、

保育をしていることの時間的なことや内容を含めて非常に厳しい状況にある中で、何も改

善を入れずに物事だけを変えていこうという考え方は私は賛成はできません。 

 ですから、中間とりまとめに、何年度がいいとかそういう形のものを書くのが正しいか

どうかという論議と別にして、やはり保育現場が現実にあって、そこが動かないような形

のものを中間とりまとめでまとめるのは非常におかしい。言っていることと違いはありま

すけれども、もし、できるところから行っていけばいいというものが仕組みだったりすれ

ば、それは非常に怖いことが起こり得るのではないかと思いますので、そのことについて

は一言、言っておきたいと思います。 

 ２番目の、公の考え方を、今回、随分おまとめになってくださったと私は思っています。

ですから、市町村の関与にいたしましても、国の関与にいたしましても、最初にワーキン

グチームで市町村・国の関係の文書が出たときから比べると、今回、非常にきちんとまと

められたと思いますが、これはあくまでも保育事業を展開するための公の考え方というこ

とだと思います。先ほど濵谷さんが学校教育法との関係を話したときに、現実的には学校

教育法としての総合施設（仮称）の位置づけ、これのついては、中身のことについては論

議をされていないというふうに私は感じているわけです。とりわけそういうことに関して

は、中教審のこととかがあるかもしれませんけれども、本来であればそのことをきちんと

話をして、学校教育法に位置づけていくんだということがあってしかるべきですから、一

つの公として、社会保障としての公という考え方と、子どもたちをどう育てるかというと

きの学校教育法の公の位置づけは、単純に学校教育法に位置づけたからということでは決

してないんだと。ですから、その辺の整理は、今、ここまでやりましたけれども、この後

の論議だというふうに私は考えています。 

 そのことと、保育団体としては、今回の座長さんに無藤先生、秋田先生、大日向先生と

いういわゆる保育のスペシャリストの先生たちがいるんですね。これからこども指針（仮

称）を一体化していく中で、保育の内容のことをやはり精査をしていく。もしかすると将

来的に一つの指針をつくっていくといったときに、こども指針（仮称）の中で一番話のあ

った、子どもや家庭にとって最も日本として示されるべき指針の在り方というところに、

もう一度立ち戻ってそのことについての論議をしていただけることが、本来子どもたちに

とってどのような施設がいいのかとか、そういうところにもう一回行くと思いますので、

こども指針（仮称）ワーキングチームが行われたとすれば、単純に文言の修正とかそうい

うことだけではなく、保育の内容そのものについて、是非、座長を中心として中身の話を
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していただきたい。そういうふうに思います。 

 以上です。 

○末松座長 一番最初の財源の話ですけれども、財源とこの子ども・子育て新システムと

いうのは密接不可分の関係だと我々も考えておりますので、そのために我々は１兆円超と

いう形も準備させていただいた。そこの努力も御評価いただいていると思いますけれども、

そういった中でしっかりこちらとして全力でそれを進めていくということでございます。

ただ、年度で限られますと、それまで、25 年度と社会保障と税の一体改革のズレ、そうい

ったところの観点からできるものからやるというふうに言っているところでございますの

で、そこのところは何分御理解いただきたいと思いますし、そういう御理解をいただいた

上でおっしゃっているのだと思います。 

 それから、学教法の話とか、指針の話とか、ある意味では根本的な問題に触れておられ

ますけれども、ここは今後の課題ということで、しっかりと検討していくことを改めて確

認させていただきたいと思います。 

 それでは、奥山さん。 

○奥山委員 もう時間もないので、まずは、この中間とりまとめの前文のところに、今ま

で構成委員の皆さんでいろいろもんできたことをおまとめいただいたことに対して、御礼

を申し上げたいと思います。私自身、10 年前には、まだ幼稚園や保育園に入る前の子育て

家庭の親には社会的な応援がほとんどないという中で、子育て支援の事業をやってまいり

ました。いろいろな議論がこの委員会でもございましたけれども、まずもって、新しい仕

組みにおいて、すべての子育て家庭も位置づけられ、非常に大きな歴史的な転換であるこ

の会議に参加させていただいたことにつきまして、感謝を申し上げております。 

 そういう意味では、この前文に書かれてある、今、大きな転換を迎えようとしている点

について、何が子どもたちのこと、子育て家庭含め就学前児童のことが変わろうとしてい

るのか。そして、そのことがこれからの日本にとってどういう意味があるのかということ

を、是非もっと世論にアピールしていってほしいなと考えております。どうしても幼保の

一体化ということがメインでとらえられていて、それ以外のことがあまり見えてきません。

このことは、日本のこれからにかかわる大きな教育・保育の転換だと思っておりますので、

是非その辺りを更に強調していただきたいと考えております。 

 また、今日は池田市長さんからも御意見があったのですが、今、このプロセスが、いろ

いろなことが少しずれながら進んでいかざるを得ないというところは、委員の方々も承知

していると思います。今ここを何とか乗り越えなければいけない、少しスケジュールはず

れてしまうかもしれないという中でどうしようかという議論をされていると思います。次

世代育成の前期プランのときもモデル実施というのがございましたし、やはり可視化して

いくのも大事ではないか。それが正式でないにしても、モデル的にもっとたくさんの市町

村が取り組めるような財源をこの間確保していただいて、そこに十分審議を尽くしていい

ものにまとめあげていく、そういうプロセスを入れていくというのが、この会議も含めて
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とても大事なことだろうというふうに考えております。 

 そういう意味では、すべて決まったことというか、今までのことを踏襲するということ

ではなく、柔軟性も確保しながら、だけれども制度的にそごがないような進み方をしてい

く。この２、３年はある意味議論を尽くして、いいものに一体化していく期間なのではな

いかというふうに感じました。是非これからもいろいろな立場の人たちが議論をして、日

本の子どもや子育て家庭の将来に向けて、いい知恵を出していきたいなと思いました。ど

うもありがとうございました。 

○末松座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、北條さん。 

○北條委員 委員提出資料の 13 ページに、この中間とりまとめがなされるにあたっての私

どもの原則的な立場をまとめて示させていただいております。今回の中間のまとめにつき

ましても、この私どもの趣旨を踏まえていただいたというふうに理解しております。今後、

残された課題はたくさんあると思いますが、今後も誠実に対応させていただきたいという

ふうに考えております。 

 その際、１番のところに書きました多様性の保障というのは、これは、言ってみれば私

どもにとっては一丁目一番地ということになります。そして、課題がまだまだたくさんあ

る。ただいま奥山委員から、ここ２、３年は十分な議論をというお話がありましたが、私

もそういう時期だろうというふうに思っております。とするならば、一つは、先ほど来お

話が出ておりました、23 年度に法案を提出するということをこの段階で決め込んでしまう

のは、にわかには賛成しかねるということでございます。 

 もう一つは、いろいろなところにここへ来て、更に強めに、強めに、一本化、一本化と

いうふうに入れていかれることについても同意することはできません。やはり多様化をち

ゃんと保障していただくことが大切なことだというふうに考えております。 

 その上で、でありますが、14 回、ワーキングチームの議論に参加させていただきました。

率直に申し上げて、当初は、何か違う土俵に無理やり引きずり込まれたという、変な言い

方でありますが、正直に言えばそういうことでございました。何の説明もないままいきな

り 11 月１日のあのイメージが示されるということに、私どもは本当に驚きました。こんな

ことはあってはならないということで、組織を挙げてしっかりとした反対運動を展開させ

ていただきました。しかし、その後、大変丁寧な対応をしていただけるようになりました

ことを、本当にありがたく思っております。 

 このたびの中間のとりまとめにおきましても、資料１－２の最初の１ページのところで、

従来から何度も何度もお願いしておりました、「子どもの最善の利益を考慮」するという事

柄を書き込んでいただけましたし、また、このページの下の方には、「子育てについての第

一義的責任が親にある」ということも、これまた明確に書き込んでいただきました。この

ことは大変よかったというふうに思います。親の都合も大事だ、子どもの立場も大事だ、

そういうことはもちろん踏まえた上でこの２つの大原則をしっかり守っていくというのが、
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私どもに与えられた義務であろうというふうに思っております。 

 今後の課題の中で一つ御検討いただきたいことは、「子ども」という概念でございます。

このまとめの中でも、例えば子ども・子育て新システムと。子育て新システムはわかりま

すけれども、子ども新システムというのは何か変だなと。率直に言うとそうなんですけれ

ども、だんだんとこういうことをおっしゃっているのかなというのがわかってくるように

なりましたが、その「子ども」とか、こども指針（仮称）、これもちょっと変な言葉だと思

いますけれども、「子ども」。それから、子ども家庭省（仮称）の「子ども」、子ども手当の

「子ども」。今、気がつくだけでも、このぐらい一つの文章の中に「子ども」という言葉が

出てまいりますけれども、そのそれぞれが必ずしも同一のものを指してはいない、という

ことはちょっとまずいのではないかと思われます。今後の課題にしていただければと思っ

ております。 

 それから、ワーク・ライフ・バランスの実現ということを、先ほどの２つの原則を踏ま

えた上でやっていくというのが今後の大きな課題だと存じます。積極的に再開されたワー

キングチームにおいて、発言をさせていただきたいと思っております。大変御苦労をおか

けいたしましたが、ここまでとりまとめに御苦労いただきましたことを、改めて感謝を申

し上げます。本当にありがとうございました。 

○末松座長 北條さんのお言葉でホッとしたところでございますが、そろそろ時間も 12

時になりました。では、これで一応よろしゅうございますか。 

 節目なので、座長からも一言申し上げたいと思いますが、中間とりまとめで昨年 10 月か

ら始めて、一時は本当にいろいろな状況になりましたけれども、皆さんの前向きなお立場

からの御発言、あるいは、とりまとめにあたりまして本当に前向きなお立場から御努力さ

れたことに、心から敬意を表します。委員の皆様、役所の皆様、そして政務の皆様含めて、

本当にありがとうございます。 

 この会議も、基本制度のワーキングチームで 14 回、こども指針（仮称）で６回、幼保一

体化のワーキングチームで９回、計 29 回開かれました。そういった総合的な中で、多面的

な検討が行われてこのとりまとめに至ったということは、歴史的な大きな新しい方向、流

れをつくったということで非常に高く歴史的にも評価されることになると思います。この

メンバーの方々でやられたことは、本当に私どもも光栄とするところでございます。 

 これを、これから新たにしっかり実現していくことを全力をかけてやっていきたいと思

いますし、そういった意味で最後に皆様にお聞きしなければいけないのですけれども、座

長一任ということで、このとりまとめについてはよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、これをもちまして、今日のこのワーキングチームを終わらせていただきます。

そして、これは再開しますので、皆さん、また是非お集いいただければと思います。今日

は本当にどうもありがとうございました。 


