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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 16 回会合 

議事次第 

 

 

 

                   日 時：平成 23 年 11 月 24 日（木）9:30～12:53 

                   場 所：中央合同庁舎４号館２階共用 220 特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

   （１）費用負担、イコールフッティング、市町村の関与、ワーク・ライフ・

バランス等について 

   （２）意見交換 

 

３．閉 会 
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○園田座長 おはようございます。 

 それでは、定刻を１分ほど過ぎましたけれども「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 16 回の会合を開催させていただきたいと存

じます。 

 本日は大変お忙しい中、お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

 今回のワーキングチームにおきましては、前回 10 月 18 日の基本制度ワーキングチーム

でお伝えをさせていただいたとおり、今日は盛りだくさんでございますけれども、費用負

担の在り方、イコール・フッティング、市町村による関与の在り方、ワーク・ライフ・バ

ランスの取扱いなどを議題といたします。 

 これらの議題につきましては、相互に関連性が大変深いため、分割してお示ししていて

は議論が難しくなるということもございますので、まず、全体を１回のワーキングチーム

でお示しする必要があると考えたところでございます。したがいまして、本日、皆様方の

お手元にお配りをさせていただきました資料は大変膨大となっておりますけれども、よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

 そのため、会議時間も普段よりも 30 分長い３時間をとっております。具体的な本日の

会議の進め方につきましては、最初の約 40 分間、事務局には少しコンパクトに、しかも

要点を絞ってきちんと御説明をするということをお願いしたいと思っておりますけれども、

最初の 40 分間ですべての配布資料につきまして、事務局から内容を御説明させていただ

き、その後の約２時間を意見交換の時間に充てたいと思っておりますので、是非、御出席

の委員の先生方には忌憚のない御意見をちょうだいしたいと思っております。 

 また、今回のワーキングチームから成案のとりまとめに向けてこども園（仮称）や総合

施設（仮称）について専門的に御議論をいただきました幼保一体化ワーキングチームの委

員からも御意見をちょうだいする必要があると考えまして、幼保一体化ワーキングチーム

のみに所属をされておられる団体や有識者の委員にオブザーバーとして議論に参加いただ

くことといたした次第でございます。開会に先立ちまして、御報告をさせていただきたい

と存じます。 

 それでは、本日の委員の御出欠につきまして、事務局より御報告を申し上げたいと思い

ます。 

 事務局、よろしくお願いを申し上げます。 

○藤原参事官 それでは、本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 本日は３名の委員が御欠席ということですけれども、NPO 法人子育てひろば全国連絡協

議会理事長の奥山千鶴子様。 

 日本経済団体連合会少子化対策委員会の髙尾剛正様。 

 静岡文化芸術大学教授の田中啓様。 

 以上、３名の委員におかれましては、所用により御欠席となってございます。 

 その御欠席の委員の代理といたしまして、子育てひろば全国連絡協議会より同会理事の
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松田妙子様。 

 日本経済団体連合会より経済政策本部長の藤原清明様に代理で御出席をいただいており

ます。 

 また、委員の異動がございましたので、御報告を申し上げます。 

 まず、全国市長会社会文教委員長・大阪府池田市長の倉田薫様におかれましては、大阪

府知事選への立候補に伴いまして、後任といたしまして今回、全国市長会東京都三鷹市長

の清原慶子様にこれから御出席をいただくということになりました。 

 もうお一方でございますけれども、日本労働組合総連合会総合男女平等局長に異動され

ました、前中島圭子委員におかれましては後任といたしまして、同じく日本労働組合総連

合会総合の副事務局長でおられる菅家功様が後任の委員として、これから御出席をいただ

くこととなりました。 

 以上、御報告でございます。 

 続きまして、本日、オブザーバーとして基本制度ワーキンクチームに御参加いただきま

す幼保一体化ワーキングチームの委員の方を御紹介させていただきます。 

 国立特別支援教育総合研究所理事長でおられます、小田豊様でございます。 

 淑徳大学教授の柏女霊峰様でございます。 

 NPO 法人マミーズ・ネット理事、金山美和子様でございます。 

 フジテレビジョンＣＳＲ推進室副部長の木幡美子様でございます。 

 全国私立保育園連盟常務理事の菅原良次様でございます。 

 保育園を考える親の会代表の普光院亜紀様でございます。 

 NPO 法人全国認定こども園協会副代表理事の古渡一秀様でございます。 

 以上、７名の委員につきましては、本日、オブザーバーとして御出席をお願いしており

ます。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務局から議事次第及び資料の確認をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、資料の御確認をお願いいたしたいと思います。本日の配付資料、

非常に大部で恐縮でございますが、今日、御説明をする対象となる配付資料が 13 種類ご

ざいます。 

 資料１～６までが費用負担の関係。子ども・子育て包括交付金（仮称）、利用者負担など

費用の関係の資料が資料１～６までございます。 

 こども園給付（仮称）・総合施設（仮称）に対する株式会社等の参入の関連ということで、

資料７～８。 

 資料９～10 として児童福祉法の改正や公的契約における市町村の関与に関する資料が

２種類続いてございます。 
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 資料 11、ワーク・ライフ・バランスについて。 

 資料 12～13 が都道府県と市町村との調整規定、需給調整の仕組み。 

 以上、13 種類の説明資料がございます。 

 その下に資料 14 ということで事前に委員から御意見をいただいた紙をまとめたものが

資料 14、各委員御提出の資料でございます。 

 その下に参考資料といたしまして、本ワーキングチームの開催要領の改正版。それから、

別途、日本保育協会の青年部、全国私立保育園連盟青年会議の両団体からも参考というこ

とで意見書をいただいておりますので、参考資料に入れさせていただいております。 

 また、本日、個別の配付ということで何名かの先生方から御提供をいただいております

ので、その下にまとめてではありませんけれども、１枚１枚ということで下の方にお付け

しているかと思いますが、認定こども園協会の御意見、柏女先生からの御意見、全国保育

協議会からの御意見、全国国公立幼稚園長会からの御意見、全国私立保育園連盟の菅原先

生のお名前での追加の御意見。このようなものが個別の資料ということで、その下の方に

置かせていただいているかと思います。 

 また、前回 10 月 18 日にお配りました資料につきましてもクリップ留めで別冊というこ

とで配付をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○園田座長 よろしいでしょうか。抜けているものはございませんか。 

 それでは、冒頭に申し上げましたとおり、今日は大変多くの議題がございますので、ま

ず、すべての配付資料につきまして事務局より御説明をさせていただきたいと思います。 

 その後、委員の皆様方からの御発言をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

 それでは、大変資料が大部でございますので、事務局の説明は要領よくポイントを絞っ

てお願いをいたします。 

○黒田室長 それでは、資料について順次、事務局より御説明を申し上げます。 

 まず、資料１、事業主負担についての考え方をまとめた資料ですので、ごらんください。 

 １ページに目次、２ページに基本的な考え方がございます。 

 ２ページ、考え方でございますが、これは昨年６月の制度案要綱、今年の７月の中間と

りまとめにおける到達点を抜粋したものでございます。社会全体による費用負担というこ

とが制度案要綱には書いてあり、中間とりまとめの中では公費を中心として具体的な負担

の在り方については今後、検討するということ。 

 事業主拠出については、現行制度も参考に事業主拠出の範囲の明確化や事業主の意見が

使途等に反映される仕組みの必要性も踏まえて、今後、検討とされておりますので、これ

が夏の段階の到達点でございます。以下、検討の資料でございます。 

 ３ページ、この仕組みは公費を中心にやっていく仕組みだということが大前提でござい

ます。その上で受益と負担の対応関係、透明性、効率性といった点を踏まえて、事業主拠
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出については検討すると制度案要綱ないし中間とりまとめにありましたので、検討課題だ

ということが書いてあるということでございます。なお、公費中心という点については、

イメージ図を３ページの下に添えております。 

 ５～６ページをごらんください。まず、６ページでございます。この子どもの関係の仕

組みの中で事業主の拠出を今、既にいただいているものは何かという一覧でございます。 

 一番右の欄をごらんいただければと思いますが、現行の費用負担の中で事業主からお金

をちょうだいしているものは、６ページの一番下の欄にあります「現金給付」、これは別途

の議論が行われております。その上にございますが、放課後児童クラブ、休日保育事業、

延長保育事業、病児・病後児保育事業といったものが中心でございまして、その他、若干

の事業が含まれているというのが現状でございます。 

 こうしたことを前提にして、５ページで「事業主の受益とは」ということを簡単にまと

めた資料を御用意しております。まず、現物につきましては端的に申しますと、働くこと

と表裏であるということではないかということでございまして、つまり、働くことを希望

する方々がこうした現物給付をお使いになって働くことができる。これがなければ働けな

いという、働くことのまさに表裏の関係があるということでございますので、こういった

点について一定の受益はあるのではないかということが５ページにまとめてあること。 

 現金給付については、今、既にちょうだいしているという事実はございますので、その

ことを記載しているということでございます。 

 ７ページ以降をごらんください。まず、７ページです。具体的な拠出のイメージでござ

います。上から２つ目の○をごらんください。事業主拠出の在り方を考える上で現行制度

における事業主の負担というものが１つスタートラインにあるのだろうということで、そ

のことを記載してございます。 

 では、この事業主の負担が「現行制度」という仮置きをした場合にどう推移するのかと

いう図を、飛びますが 10 ページに御用意しています。ごらんください。 

 先ほど６ページでごらんいただいた給付・事業を将来投影して、子ども・子育てビジョ

ンベースで現物が伸び、児童人口が安定的ないしやや減少をして推移するということを前

提に考えますと、薄いオレンジ色であります現物の４事業については、これから子ども・

子育てビジョンベースで量が伸びていくのでやや伸びますが、それを入れ込んだトータル

の推移がおおむねフラットに推移するということが推計上は見込まれております。 

 ですので、安定的に推移をする、子どもの数がやや減少するであろうと見込まれている

ことをベースに考えていくということでどうかということでございます。 

 ７ページにお戻りいただきますと、こういった水準を念頭に置きながら考えていくとい

うことでどうかという記載がございます。 

 ８ページは、こういった水準を具体的な仕組みに当て込んでいくときのイメージを４つ

御用意しております。これは広いもの、狭いもの、複数案を御用意していますが、現行ど

おりにするものもあれば、むしろ現物給付の方に重点化するものもあるということで案を
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４つ御用意しております。詳細は割愛いたしますが、この点につきましては、まさに受益

が何なのか、受益と負担のリンクが何なのかといったことも踏まえて、今後の御議論にな

ろうと考えますけれども、そういった前提での資料でございます。 

 ９ページは、拠出のいただき方でございます。現在の厚生年金ルートというものが前提

にあるだろうということでございます。なお、新しい拠出ルートを考えるべきであるとい

う点も論点としてはございますので、その旨は資料の中に付記をしているということでご

ざいます。 

 また、いずれにしても対象範囲は法定をするということで透明化をしたいということで

ございますが、それを超えて拠出金率を法定するという考え方などさまざまあろうと思い

ますので、この点については今後の議論に供したいということでございます。 

 11 ページには運営への参画の仕組みについての資料がございますので、ごらんいただけ

ればと思います。 

 以上が資料１でございます。 

 続いて資料２、子ども・子育て包括交付金（仮称）でございます。 

 １ページ、中間とりまとめの抜粋がございます。３つ目の○をごらんください。この仕

組みはなるべく今までの財政支援の仕方を大くくりにまとめていこうという前提でござい

ますが、３つ目の○にございますように、この仕組みの中には今、さまざまな財政支援の

仕方で行っているものが含まれていますので、区分を設けることについて検討課題である

ということが今年の７月の中間とりまとめの際に記載されているということでございまし

て、以下、その前提で検討をするということでございます。 

 なお、２ページの※に大きく書いてありますように、事業主負担の扱いは先ほどの資料

１、現金給付の扱いについては別途の議論が今、行われておりますので、その点は大前提

でこの資料がつくられているということを申し上げております。 

 ３ページ、財源保障の仕方につきましては個人給付と市町村事業がございますが、どち

らかというと、個人給付は義務経費、国庫負担金になじみやすく市町村事業については裁

量経費になじみやすいという点がございますので、こういった点も踏まえて検討すべきだ

ということでございます。 

 ４ページ以降にイメージを３つ御用意しています。 

 ４ページ、イメージ１が完全に１本にするという案でございます。 

 ５ページ、イメージ２は給付と事業で分ける、２区分にするという案でございます。 

 ６ページ、イメージ３は現金給付、現物給付、市町村事業の３区分にするという案でご

ざいます。 

 この３つのイメージを並列で御用意しているところでございます。 

 なお、４ページにお戻りいただきますと、イメージ１、完全１本というものにつきまし

ては昨年末に議論を行った際にも自治体の関係者の方々から、これでいきますと、給付が

先取りになって事業の執行に抑制的に働くのではないかという問題点があるのではないか
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ということが指摘をされておりますし、費用負担を完全に１本にできるのかという点も課

題だろうと思います。 

 ５ページ、イメージ２は給付と事業で分けますので、事業としての執行抑制効果は抑制

できるだろうと思いますが、現金と現物で果たして費用負担を１本に設定できるのかどう

かという点が課題。 

 ６ページ、イメージ３は現金、現物、市町村事業と分けますので、そういった点につい

ては一定のお応えができるのかということでございますが、それぞれの議題が別途行われ

ているということをどう考えるのかという点が課題でございます。 

 続いて資料３、市町村事業でございます。 

 １～２ページをごらんください。この資料は主に２ページの右側のブルーの楕円の中の

１つ目の■にあります「地域子育て支援事業」という、さまざまなソフトの事業の固まり

がありますが、これの中で対象事業の範囲が法定というくだりが最後にございます。この

範囲をどう設定するのかという話と、これらの事業に関する基準をどう設定するのかとい

う２点を主に検討するために御用意した事業でございます。 

 ちょっと飛びまして、９ページをごらんください。まず、範囲の議論でございますが、

事業の一覧がずらっとありまして、その中に「中間とりまとめ」で○が付いているところ

がございます。中間とりまとめで個別に書き切ったのは○が付いている事業でして、付い

ていない事業の扱いをどうするのかという点がこの検討課題ということでございます。 

 10 ページ、○が付いていない事業といいますのは、実質的には 10 ページにありますよ

うに今年度の子ども手当の特別措置法の中で手当をされています約 500億円の子育て支援

交付金の扱いになってまいります。これらの扱いは、まず、来年度予算の中で議論をされ

ますが、こういった扱いについて国として財政支援を続けると前提を置いた場合には、新

システムの中で明確に位置づける方法、次世代法の中で位置づける方法と、法的、技術的

には２つの方法がございますので、これらが検討課題ということでございます。 

 11 ページ、健診系の事業の扱いでございます。妊婦健診、これは今でも国費が入ってい

る部分と入っていない部分がございますので、新システムの中に入れるということは中間

とりまとめに記載がございますが、その扱いをする場合には国費が入る部分と入らない部

分の組合せで行うことになるだろうということ。 

 それから、課題３の妊婦健診につきましては、今も地方負担 10／10 で行っていますが、

これは新システムの中に入れる案、入れない案と両方ございますけれども、仮に入れる場

合には他の検診系の事業等との扱いとの整合性が課題であるということでございます。 

 12 ページ以降、基準の関係でございます。 

 13～15 ページをごらんください。なるべく質を保つための基準を設定するということは

中間とりまとめに書いておりますが、これと地域主権との兼ね合いが論点でございます。 

 13 ページ、イメージ１は新たな法令による基準を設定しない案。 

 15 ページ、イメージ３は先ほど、ごらんいただいたすべての事業について法令上の根拠
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のある基準を個別に設定していくという案。 

 14 ページ、イメージ２は事業を限定した上で基準をつくっていくという案でございまし

て、イメージ２の中では特にこのワーキングチームの中で議論のありました、放課後児童

クラブ、妊婦健診を主に対象として念頭に置いていますが、それに限って法令上の根拠を

置き基準をつくり、それ以外については技術的助言にとどめる案として３つ御用意してお

ります。 

○橋本課長 続きまして、資料４の御説明をさせていただきます。公立こども園の取扱い

でございます。 

 ２ページ、公立施設につきましてはこのページの最初の○にございますように、公立の

幼稚園、保育所ともに財源としては一般財源化されているという状況でございます。一方

におきまして、下の２つの○で①～④とございますが、公立の施設が大変重要な役割を担

っているということも事実でございます。 

 ３ページ、こういった新しい仕組みのもとで公立、私立といった設置主体の違いによっ

て制度が異なるということになってまいりますと、地域住民にとっての混乱ということも

考えられますので、公立施設についても新システムのもとでの対象として含めていきたい

と考えております。その際のいろいろな諸手続、例えば保育認定ですとか、あるいは契約、

こういった手続につきましては公私共通のものとすることを基本としてはどうかと考えて

おります。 

 現在の地方財政措置がされておる現状を考えましたときに、財源構成につきましては、

市町村 10／10 負担、そして、先ほど説明しました「子ども・子育て包括交付金（仮称）」

の対象の外ということにおいて、現行どおり、地方交付税措置とするというのがこれまで

の地域主権の流れの関係では整合的と考えております。 

 それを絵にしたものが４ページでございまして、左の絵が私立の場合でございますけど

も、こども園給付(仮称)は各施設が代理受領いたしますので、そこのところが赤い矢印に

なってございます。私立の場合には、そこが国・地方で負担するという形でございますが、

公立については右側にございますように、全額市町村負担という形になるわけでございま

す。 

 こういった形をとりましたときに一定の課題もございまして、予算上の財政、財源保障

の対象範囲が見えにくいという議論があるわけでございます。そして、また、一般財源で

賄われている公立施設につきまして、子ども・子育て包括交付金（仮称）の私立施設と同

じように子ども・子育てに使われているということを確認しやすい仕組みとするために、

どういう手当を考えられるかということが１つの検討課題になるのではないかと考えてお

ります。 

 ５ページは、子ども・子育て包括交付金（仮称）の全体の流れ図でございます。説明は

省略いたします。 

 ６ページは、このワーキングチームの中でも一般財源化をされる以前の姿に戻すべきで
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はないかという御議論も出ておりまして、そういったものを考えた場合には、こういった

イメージ図になるというものでございます。 

 ただ、この場合、課題として下の方に掲げてございますような、これまでの地方分権の

流れとの関係をどう考えるかということ。あるいは財源保障をどう考えるかということが

課題になっていまいります。 

 ７ページ、指定との関係でございますけれども、最初の○にもございますように、これ

は仮に都道府県が指定の主体になった場合ということを念頭に置いたものでございますが、

同じように公立施設につきましても知事の指定を受けるという形をとり、そして、また指

定をされた施設としての基準の遵守あるいは指導・監督につきましては、私立と同様の監

督に移るということでございます。 

 この資料につきましては、以上でございます。 

 続きまして、資料５に移らせていただきます。利用者負担についてでございます。 

 ２ページの下の方に中間とりまとめの抜粋がございます。これが夏の段階での到達水準

でございまして、アンダーラインが引いてあるところでございますが、「施設と利用者の適

切な利用関係の確保に資するよう、低所得者に一定の配慮を行いつつ、利用者に一定の負

担を求めることとし、その具体的なあり方ついては、今後検討する。その際、すべての子

どもに質の確保された学校教育・保育を保障するとの考え方を踏まえて定める」というの

がございます。 

 これを踏まえてどう考えていくかでございますが、３ページ、２つ目の○でございます

けれども、今、見ていただいたような考え方を踏まえたときに、低所得者への配慮も含め

まして、現行制度の利用者負担の水準を基本として考えていくのではないか。 

 そして、利用者負担の方式でございますけれども、４ページにまいりまして、いわゆる

応能負担方式と応益負担方式というものがあるわけでございますが、それぞれメリット、

デメリットがございます。３つ目の○にございますように学校教育、保育のサービスとい

うことで考えましたときに、通所施設で身近な地域の選択が基本になるものでもございま

す。そういったときに、現行の負担能力に応じた利用者負担を求めるということを基本と

すべきであろうと考えております。 

 ただ、認定時間に応じた利用者間の負担の公平の確保も必要でございますので、一番下

の○にございますように、利用者負担については所得階層区分ごと、認定時間（利用時間）

の長短の区分ごとに定額の負担を設定するということを基本としたいと考えております。 

 より具体的には５ページにございますが、まず、保育の必要性の認定を受けた子ども、

つまり、今の保育所に通っている子どもたちの場合でございますけれども、これにつきま

しては今の保育所制度の利用者負担の水準を基本にいたしまして、所得階層区分ごと、認

定時間の長短の区分ごとに月額の定額の負担を設定するということでございます。 

 ただ、３歳以上のお子さんにつきまして見たときに、いわゆる保育単価限度以上の利用

者負担を求めておりませんので、そこのところにつきまして仕組みを簡素化するという観
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点も踏まえまして、実際には適用されていない負担区分を廃止するということで一定階層

以上については一律の負担とするという仕組みにしたいと思います。 

 それから、市町村民税の税額をもとに区分を行うという形で市町村の実務の簡素化も進

めたいと思います。 

 現行制度にございます多子軽減制度、これも導入いたしたいと思っておりますし、また、

家庭的保育あるいは小規模保育につきましても同様の整理としていきたいと思っておりま

す。 

 ６ページ、保育の必要性の認定を受けない子どもでございます。こちらにつきましては、

現在、幼稚園を利用している子どもでございます。これにつきましては、現行の幼稚園制

度の利用者負担の水準を基本とする。その上で先ほど見ていただきました保育の必要性の

認定を受けた長時間利用児の利用者負担の考え方との関係につきましては、引き続き整理

ということにしていきたいと思います。 

 利用者負担の設定方法でございますが、国の方で定めます全国基準額を踏まえまして、

市町村で費用徴収基準額を定めるという形でございます。また、下の○にございますよう

に、各市町村で単独事業として利用者負担を軽減する措置がございますが、これにつきま

しては現行と同様、各市町村の判断で行うことを妨げるものではございません。 

 具体的には表にしてございます。７ページが３歳未満児の利用者負担のイメージでござ

いまして、左側が現行の３歳未満児の徴収額表でございます。これを右側の方にあるよう

なイメージで基本的に階層区分の欄の仕切りにつきましては、ほぼ踏襲する形でいきたい。

そして、利用時間に応じまして長時間、短時間で分かれてまいりますが、長時間のところ

につきましては現行の保育制度の利用者負担を基本とする。また、短時間につきましては

一定割合を基本とするという形にしたいと考えております。 

 ８ページ、３歳以上児でございますけれども、こちらにつきまして所得階層区分は基本

的に同じでございますが、第７階層、第８階層につきましては、実際には保育単価限度と

いうことで７万 7,000 円あるいは 10 万 1,000 円といった、現在定められております費用徴

収基準がほとんど適用されてございませんので、そこの区分については廃止いたしまして、

簡素化をしたいと考えております。右側の方のそれ以外の考え方は、ほぼ同様でございま

す。 

 ９ページ、３歳以上の標準時間、学校教育のみの利用者負担でございます。左側が今の

幼稚園における利用者負担でございます。公私立別でこういった形で定められております。

右側が新しい制度のもとでのイメージでございますが、階層区分につきましてはほぼ同様

の形で引き継ぐことといたしまして、現行の負担水準を基本とする。その上で長時間利用

児の利用者負担の考え方との関係については、引き続き整理という扱いにさせていただき

たいと考えております。 

○竹林企画官 引き続きまして、資料６の御説明をさせていただきます。 

 残された検討課題の１つでございます、既存の財政措置の中の１つの要素で今、幼稚園
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に出ております私学助成、幼稚園の就園奨励費補助の取扱いについて整理したものでござ

います。 

 資料の２ページ、現在、私立幼稚園につきましては幼稚園に都道府県から出しておりま

す私学助成と保護者に市町村が出しております幼稚園就園奨励費補助の２つの組合せで財

政措置がなされております。 

 これにつきまして４ページ、新システムに移ったときにどのようにしたらよいかという

ことでございますが、左の「現行」の中で４時間までの部分、つまり、教育本体の部分、

ここにあります私学助成と就園奨励費補助につきましては、原則として、こども園給付（仮

称）の方に移していく。ただ、専業主婦の方に対する預かり保育でありますとか、あるい

は障害児の受入れのような、こども園給付（仮称）で賄いきれない部分につきましては、

引き続き教育基本法で国や自治体は私学の振興に努めなければいけないという義務もござ

いますので、私学助成という形で残すこととしてはどうかというのが基本的な考え方でご

ざいます。 

 それをもう少し具体的にしておりますのが５ページでございまして、いろいろと今、私

学助成で出しているものの中でこども園給付（仮称）で吸収し切れないようなものを列挙

しておりますが、金額的には大半が①の２つ目のポツにあります預かり保育、３つ目のポ

ツにあります特別支援教育でございます。 

 ④でございますけれども、新しい制度の中で例えば宗教系の幼稚園などで特定の宗派の

子どもだけを集めたいというところにつきましては、応諾義務との関係でこども園（仮称）

の指定を受けることができないということも考えられますので、そのような指定を受けず

にこれまでどおり教育活動を行っている幼稚園に対しても私学助成が引き続き必要ではな

いかという御提案をさせていただいております。 

 ６ページ、その場合の対象法人あるいは対象施設につきましては、更に検討が必要と考

えております。 

 ７ページ、保護者に出しております就園奨励費補助につきましては、基本的にこども園

給付（仮称）に吸収されるという考え方だと思いますが、先ほど申し上げました指定を受

けない私立幼稚園に通う子どもにつきましては、制度が変わって急に保護者の負担が増え

るというのもなかなか御理解を得られないと思いますので、その部分に関しては就園奨励

費補助、その他の保護者負担の軽減のための補助が必要ではないかと考えております。 

 ８ページ、国立付属幼稚園につきましてはモデル校的な役割でやっておりますので、引

き続きこども園（仮称）の指定というよりは、公立大学法人の運営費交付金の中で財政措

置することとしてはどうかと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、資料７でございます。こども園（仮称）あるいは総合施設（仮称）に関す

る株式会社等の参入についてということでございまして、資料の４ページでございますけ

れども、中間とりまとめにおきましては指定制度、こども園給付（仮称）の対象になりま
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す、こども園（仮称）につきましては最初の○でございますが、一定の客観的な基準を満

たした多様な主体の参入促進を図るということで３点ほど検討事項が書かれてございます。 

 総合施設（仮称）につきましては、一定の要件を満たした株式会社、NPO 等の法人とす

るという設置主体の取組の中で※で２つほど検討課題が出ております。そういう法人につ

きまして位置づけを同じ扱いとするか、地域の実情に応じた例外扱いとするか、あるいは

会計間の繰入れ制限を行うか等について検討課題とされております。 

 これにつきまして６ページ、こども園給付（仮称）の対象となるこども園（仮称）につ

きましては、参入段階、運営段階、撤退段階の３つの段階に分けて整理してございます。

参入段階といたしましては人員配置、面積基準等の客観的な基準を定め適合すれば原則指

定を行うということで透明性を確保し、また、介護保険制度などを参考にして、例えば開

設者が刑罰執行中であるとか過去の不祥事で指定取消しを受けたばかりである、このよう

な欠格要件に当たれば、そこについては指定されないということにしてはどうかと考えて

おります。 

 また、事業を開始してからの運営段階でございますが、透明性を図るために他事業会計

とこども園（仮称）の会計の区分経理は求めることとして、繰入れや剰余金の配当につい

ては法的な規制を行わないこととしてはどうか。ただし、人件費を大幅に削って利益を出

そうということにインセンティブがあっては困りますので、そこにつきましては職員の方

の常勤、非常勤あるいは経験年数などについては情報開示の対象にしたり、あるいはこう

いった要素を公定価格に反映させるということも検討してはどうかと考えております。 

 撤退段階につきましては継続的な運営をしていただくことが基本と思いますが、やむを

得ず撤退される場合には事前に届出をしていただいて、そして、今、いらっしゃるお子さ

んの継続利用のための手当をしていただいた上で撤退が可能な仕組み。基本的には今、い

らっしゃるお子さんの責任を果たしていただければ、事業者の自由意思で撤退可能な仕組

みとしてはどうかと考えております。 

 これに対しまして７ページ、学校あるいは児童福祉施設としての性格も持ち、永続性、

確実性、公共性が求められます総合施設（仮称）につきましては、先ほど６ページで述べ

ましたこども園（仮称）の指定要件に加えまして、更に現行の学校法人、社会福祉法人に

課されている要件なども踏まえまして、このような要件を課してはどうかという整理をし

ております。 

 まず、参入段階でございますけれども、一定の財産をお持ちであること、あるいは役員

の方の知識とか社会的信望であるとか、そのような要件を課すこととしてはどうか。 

 続きまして８ページ、事業を開始した後の運営段階でございますけれども、ここにつき

ましては、なるべく教育あるいは保育のために投資された公的な資金を総合施設（仮称）

のために生かしていただける仕組みとする必要があるだろうということで、まず、区分経

理。総合施設（仮称）とそれ以外の事業との会計の区分経理をしていただいた上で、総合

施設会計（仮称）から農業とか土木とか全く学校や社会福祉に関係のない、そういう事業
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への繰入れは認めないこととしてはどうか。 

 ずっと議論のございました総合施設会計（仮称）から株主への配当につきましては、３

つの案を考えて提示しております。案の１としては、ほかの会計への配当自体を認めない

という案。案の３では、特段の制限を設けないで配当を認めるという案。そして、その中

間的な案といたしまして、案の２で配当は認めるけれども、一定の条件を設けるという案

です。 

 これにつきましては、学校法人や社会福祉法人も借入をすれば、元本に加え利払いをし

ているということとのバランスを図るとか、あるいは日本銀行、関西空港、いろいろな生

協とか農協のような例でも配当を認めながら上限を課している前例がある、このようなこ

とを踏まえた案でございます。 

 ９ページの撤退段階の規制でございますけれども、学校あるいは児童福祉施設としての

性格を持ちますので、施設の廃止についても設置と同じく認可を要することとして、仮に

子どもの数が減ってきて赤字が予想されるときでも、その地域に教育、保育を必要とする

子どもがいれば、前の仕組みでため込んだ内部留保などを使って、もう少し仕事を続けて

いただくということもあり得るような仕組みにしてはどうかと考えております。 

 10 ページ、このような要件の取扱いとも関連いたしますけれども、そのような要件がど

ういうレベルになるかによって入ってくる株式会社につきまして、学校法人、社会福祉法

人と同列の扱いとするのか、あるいは地域の実情に応じた例外とするのか、その辺の整理

がなされるものと考えております。 

 以上でございます。 

○橋本課長 続きまして、資料８をごらんいただきたいと思います。 

 １ページ、中間とりまとめの中で施設整備費につきまして、運営費に上乗せする仕組み

とすることというのがイコール・フッティングのもとでの検討課題となっております。 

 現在の仕組みは、保育所については４分の３補助、幼稚園については３分の１補助とい

うのが２ページにございます現行の仕組みでございます。 

 今後、これをどうしていくかということでございますが、４ページ、基本的な方向性に

ついて。施設整備の支援につきまして、イコール・フッティングの観点から設置主体にか

かわらず、同一の形態とすることが望ましいということで、従来のように整備の際に一括

して補助するという方法ではなくて、毎月の給付費の中にこれを長期間に平準化した金額

を組み込む。 

 例えば減価償却の一定割合に相当する額を給付費に組み込む方法、こういったことにす

るのが望ましいのではないか。その方が例えば賃借を含む多様な方法で拡充を進めるのも

対応しやすいのではないか。 

 留意点といたしまして、今後、また緊急に集中的な整備を図る必要がございますし、耐

震化等を進める必要もございます。これについての政策的対応についても検討する必要が

あるのではなかろうか。また、保育所と幼稚園とで今の整備の仕組みは違いますので、こ
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ういったところもどう考えるかというところが課題でございます。 

 ５～６ページにかけまして、今後の方向性を少し整理した形でございますけれども、現

在の整備費用なり減価償却費、こういったものを全国的な状況を踏まえまして、その一定

割合に相当する額を組み込む形で給付を設定することによって、施設整備の支援を行う。

過去に補助金を受けて整備したものにつきましては、整備からの経過年数等に応じて調整

をする。これを行うと同時に施設整備費の補助金については、基本的に廃止をするという

ことでございます。 

 当面の緊急対応といたしまして、こういった対応をすることと併せて当面の緊急に対応

する必要のある、増加する保育需要に対応するための施設の新築や増改築、あるいは幼稚

園における調理室の新設、施設の耐震化、こういったものについては別途の支援を行って

ニーズへの対応をしていきたいということでございます。 

 ６ページ、今後の対応でございますが、併せてこういった平準化して行うという形に移

行するためには、政策的な融資による支援が必要でございます。したがいまして、①～③

とございますが、減価償却費等を組み込んだ給付の設定ということ。それから、増加する

保育需要に対応するための施設の新設、耐震化等といった当面の緊急対応。それから、政

策的な融資による支援、これらにつきまして既存の財政措置との連続性を念頭に置きなが

ら、重複なく適切な措置を講じながら、新システムに円滑に移行するということで制度の

本格実施に向けて更に検討してまいりたいと思っています。 

 ７ページ、会計基準でございますが、現在、平成 22 年度に会計基準の見直しを行いまし

て、書類等が簡素化されてございます。先ほど来、今後のこども園給付（仮称）あるいは

総合施設（仮称）におきます使途の在り方が検討課題でございますので、こういった検討

課題についての方向性を踏まえ、また、他制度の状況等も参考にしながら具体的な今後の

取扱いについては、更に検討していきたいということでございます。 

 続きまして、資料９をごらんいただきたいと思います。児童福祉法の改正についてでご

ざいます。 

 児童福祉法の中で現在、保育の実施を行うための根拠規定とされております第 24 条とい

う規定がございます。これにつきまして、今、定めておる内容があるわけでございますけ

れども、中間とりまとめの中で１ページにございますように、５つほど市町村の責務とい

うことが書かれてございます。こういった責務を新たに担っていくに当たりまして、これ

を児童福祉法なり新システム法なりの中でどのように役割分担をしながら規定していくか

ということが課題でございます。 

 ２ページに青い字で書いてございますように「児童福祉法には、保育を必要とする子ど

もに対し、市町村が必要な保育を確保するための措置を講ずる」という全体的な責務規定

に加え、虐待事例など特別な支援を必要とする子どもに対する利用の勧奨、あるいは入所

の措置など子どもの保護のためにとるべき、さらなる対応に関する規定を設けて保育の利

用保障を全体的に下支えするということが役割となります。また、新システム法は赤い字
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で書いてございますように、児童福祉法の下支えの上に立ちまして確実な給付の保障を行

う観点から、市町村による計画的な保育の整備、個人給付、権利保障、契約による利用手

続、利用者支援等の規定を設けて確実な給付の保障を図っていくという構造にしたいと考

えております。 

 ３ページにこれを絵にしたものがございます。全体として、児童福祉法の中で一番下の

真ん中辺りにベースをつくろうということで、全体的な責務規定あるいは連携調整等の体

制整備の規定、こういったものを置き、その上に立って新システム法によるさまざまな仕

組みが機能し、また、それでカバーし切れないところにつきましては保育の措置あるいは

利用勧奨、こういった形でそこの部分は児童福祉法に改めて規定していく。 

 そして、赤い字で書き分けてございますように、すべての市町村で市町村の計画を立て

ていただくということは、今の仕組みの中にはないものでございますし、また、市町村に

よる保育の措置という規定は今の規定にはございません。こういったところにつきまして

は新たに規定の中に加えまして、よりしっかりとした形で仕組みを支えていくという仕掛

けにしたいと考えております。 

 全体としまして、こういった考え方に立って現在の児童福祉法の 24 条の改正を行い、児

童福祉法の中と新システム法の規定の整備を検討していきたいと考えております。 

 続きまして、資料 10 でございます。新システムにおける公的契約と市町村による関与で

ございますが、今、児童福祉法の 24 条のことを少し申し上げましたけれども、この中で現

在は市町村と個々人の利用者の関係で利用契約ということで定められております。新シス

テムにおきましては、いわゆる保護者と事業者の間の利用契約になってまいります。 

 しかし、子どもは自分自身の判断で自分の利益を守ることは必ずしもできないという存

在でございますので、単純な直接契約に委ねるだけではなくて、さまざまな形で行政が関

与していくということでございます。 

 その行政の関与を少し具体的に列挙したものが２ページにございます。事前の関与、契

約締結時における関与、事後の関与。それぞれここに列挙したものがございます。 

 それを少し個々に見ていきますと、４ページでございますけれども、市町村の関与の１

つの形といたしまして、利用者とこども園（仮称）との間の利用契約を結んでいただくに

当たりまして、ここのところの情報を子育て家庭に提供していくという役割。あるいは特

別な支援が必要な子どもに対するあっせんや利用調整、措置、事業者が撤退したときの利

用調整。さまざまな形で市町村が関与していくということになります。 

 ６ページ、都道府県が指定権者になった場合の絵でございますけれども、指定権者から

指定されたこども園（仮称）に対しましては報告徴収や立入り検査、あるいは勧告。更に

は勧告に従わなかった場合の公表や是正措置命令、最終的には指定取消しといったさまざ

まな関与をいたしまして、指定の基準を守っていただくということを担保していくという

ことでございます。 

 ７ページ、基本的に利用契約ということで各こども園（仮称）におきまして、利用者負
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担の徴収をしていただくわけでございますけれども、利用者負担が確実に支払われなけれ

ばならないということにつきましては今と変わらないわけでございます。 

 また、保育は子ども自身がサービスを受けるという特性がございますので、新システム

の中で介護保険等と異なった仕組みも設ける必要があろうと考えております。したがいま

して、何らかの形で利用者負担の支払いに対して行政が介入して、確実な支払いを担保す

る仕組みを設けることはできないか。 

 ８ページにございますように滞納が生じたときに、一義的には施設でそれの徴収をして

いただくということでございますけれども、それをしてもなお払っていただけないときに

は市町村から直接滞納処分を行う仕組みも検討してまいりたいと考えております。 

○成田課長 資料 11 のワーク・ライフ・バランスについて簡単に御説明を申し上げます。 

 １ページ、この資料を作成いたしました趣旨でございますけれども、基本制度案要綱に

おいてワーク・ライフ・バランスの実現ということが書かれており、中間とりまとめにお

いて、今後、どのように位置づけるか検討を進めるとされておりますので、検討のための

資料を作成したところでございます。 

 ４ページ、これまでの仕事と家庭の両立支援に関する主な取組でございます。ワーク・

ライフ・バランスの取組としては、さまざまなものが考えられるところでございますけれ

ども、ここでは次世代育成支援対策推進法に基づく取組などを御紹介しております。 

 ５ページ、次世代法の概要でございます。この法律は平成 17 年４月から施行されてい

まして、平成 26 年度末までの時限法になっております。国が策定いたしました指針を踏

まえまして、市町村や事業主に計画をつくっていただくというスキームになっております。 

 ６ページから少し数字を書いてございます。一般事業主行動計画を届け出た企業の割合

は９割を超えております。 

 ７ページ、特定事業主行動計画もほぼすべての自治体で策定されておりますし、８ペー

ジをごらんいただきますと、事業主の約８割が一般事業主行動計画の策定の効果があった

と御回答いただいております。 

 10 ページ、新システムにおいてワーク・ライフ・バランスをどのように実現していくか

という点につきまして考えられる、さまざまな論点の中から３点ほど挙げております。 

 11 ページが課題①の国、地方公共団体のワーク・ライフ・バランス支援策の推進につい

てでございます。子ども・子育て支援を総合的に進めいくためには、新システムによる給

付・事業とともに国や地方公共団体が職業生活と家庭生活との両立を推進することが必要

ではないかと考えられることから「具体的なイメージ」にございますが、現行の次世代法

と同様に市町村が策定する計画などにおいてワーク・ライフ・バランスに関することを盛

り込んでいただくとともに、国が策定する指針等においてその内容を例示することが考え

られるのではないかということを書いてございます。 

 12 ページが課題②の事業主の責務の位置づけでございますが、仕事生活の調和を実現す

るためには新システムでの事業主の責務として、ワーク・ライフ・バランスを推進するた
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めの取組を位置づけることが必要ではないかと考えられるところでございます。 

 現行の次世代法におきましては、事業主の責務の規定がございますけれども「具体的な

イメージ」にございますように、新システム法においても同様の規定を設けるかどうかと

いうことを書いてございます。 

 13 ページ、課題③でございますが、事業主行動計画の策定率がかなり高くなっているな

ど、この仕組みは一定程度定着していると考えられる中で、新システム法の制定後にその

仕組みの位置づけをどのようにするかという点について３つの案が考えられるところでご

ざいます。 

 13 ページ、案１は、次世代法の事業主行動計画の仕組みを新システムの施策として位置

づけない案でございます。14 ページの案２が新システムの施策の１つとして位置づけて、

次世代法の期限を一定期間延長するものでございます。案３は、新システムの施策の１つ

として位置づけて、計画の策定などの義務を恒久化するものでございまして、資料におき

ましては、それぞれの考え方と課題をお示しておりますので、ごらんいただければと思い

ます。 

 以上でございます。 

○黒田室長 続きまして、資料 12 について御説明を申し上げます。 

 この資料は前回の 10月 18日のワーキングチームの際の指定や認可の権限の話とリンク

をいたしますが、仮に県に一定の権限が残ったという前提に置いた場合に、市町村と都道

府県の間の調整をどうするのかという技術的な論点について御検討いただくために御用意

した資料でございます。 

 １ページ、まずは計画の策定段階の調整でございます。１ページの一番上のところにあ

りますように、現在、保育などの認可権限は都道府県、大都市特例はございますが、実質

的には市町村が真ん中の仕組みだということがございます。実際には、個別の利用から基

盤整備に至るまで市町村が真ん中にいる仕組み。 

 事業系につきましても、放課後児童クラブ等については市町村が真ん中にある仕組みだ

ということでございます。それに対しまして幼稚園の仕組みは認可権限が都道府県にござ

いますし、市町村の関与は公立を除けば限定的だという状況にございます。 

 中間とりまとめの中では、この仕組みは市町村が真ん中だということでございますし、

需要の見込み、見込み量の確保のためにどんな取組をするのかという点については、事業

計画の中でお書きいただいて、それに基づいて推進をしていただくということが前提でご

ざいます。 

 これと仮に一定の権限が都道府県に残ったとした場合の調整をどうするのかということ

で以下、検討でございます。 

 ４ページ、計画の策定段階の調整でございます。検討に当たりましては、市町村が真ん

中にある仕組みだということですので、実施主体としての責任が果たせるような仕組みに

する必要がある。例えば提供体制の確保、基盤整備のインセンティブが働くように。それ
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から、利用調整と両立する仕組みでなければならないということ。広域利用が出てまいり

ますので、その要請がある場合の調整をどうするのか。それから、地域主権戦略大綱の考

え方との整合性をどうするのかという点が着眼点でございまして、以下５～６ページにか

けて計画段階の調整の方法について御用意しております。 

 ５ページ、需要の見込みでございます。需要の見込みについては、市町村が一番住民に

身近な自治体として把握するのが一番ふさわしい主体として考えております。この場合に

県が需給調整なりをするという場合に、基本的には市町村計画で見込まれた需要を足し上

げて、それによって県計画をつくっていただくということがベースになる、明白におかし

いという場合についてだけ都道府県が介入をするという抑制的な関与の仕方が需要量の見

込みについては考えられるのではないかということでございます。なお、その場合に例え

ば計画を策定、変更しようとするときの都道府県と市町村の調整等については法令上の根

拠が必要だろうということでございます。 

 これに対しまして６ページ、（２）見込量確保のための方策。言わば基盤整備に関係をす

る部分でございます。まさに市町村が一生懸命、基盤整備をしてもお隣の町との間でギャ

ップがある場合にどうするのかという点が主な論点です。この場合にイメージを２つ御用

意しています。 

 イメージ１は、市町村がまず計画段階で自分の町の計画をおつくりいただき、隣接する

関係市町村との間で調整をしていただいて、それで整った場合については、県は基本的に

その見込みを尊重していただくという仕組みでございます。この仕組みは言わば今の保育

のやり方と似ている仕組みということになろうかと思いますが、広域調整で市町村間の話

し合いだけで全部決着がつくのかどうかという点は課題でございます。 

 イメージ２ですが、市町村がまず見込みを立てていただいたら、それを県に出していた

だいて、不整合がある場合には県が調整をするという、言ってみれば県の権限を多めに留

保するというイメージでございます。 

 この場合は広域性ということで、そういった点についてはより強く担保されるというこ

とでありましょうが、一方でこういう形になったときに市町村の基盤整備をしようという

インセンティブが損なわれないかどうかという点が論点でございまして、この点について

は実務を御担当されている方々も含めて自治体の皆様とよく御相談をしながら、法令上の

手当も含めて検討していきたいということでございます。 

 ７～８ページでございます。これは個別の指定をする際の県と市町村の調整でございま

す。仮に県に指定権限が残ったという場合に、市町村の計画との兼ね合いをどう整合性を

とるのかということでございます。 

 ８ページ、まず、こども園（仮称）の指定の際に仮に県に権限が残ったとした場合に、

現在の介護保険法の整理と同様、例えば県知事が指定をしようとするときに関係市町村に

対して意見を求めるということを法定して、その調整規定の中で両者の整合を図っていく

ということはどうかということでございます。 
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 また、これに対しまして地域型保育、小さい保育の法定化ということですが、これにつ

きましては市町村長の意向が基本的に尊重される仕組みにしたいということで、指定をす

るときにはあらかじめ県知事に届け出るという規定を置き、基本的に市町村長の意向が反

映される仕組みにしたいと考えております。 

 10 ページ、こども園（仮称）に対する市町村の指導監督権限でございます。これは仮に

県に権限が残ったとした場合でも現行の介護保険法における権限、例えば立入検査、指導

監督、報告聴取命令等の権限を今、介護保険の仕組みの中で保険者である市町村に持って

いただいています。 

 ですので、最低限こういった規定は必要なのではないか。こういう点を法令上、手当て

していくという方向で検討したいということでございます。 

○橋本課長 続きまして、資料 13 の御説明をさせていただきます。 

 １ページ、指定制度を新システムの中で導入するということで考えているわけでござい

ますけれども、そこにつきましては数年ごとに更新をするということでございますが、指

定に当たりましては基準を満たす施設はすべて指定する、これが原則でございます。ただ

し、新システム事業計画（仮称）における供給量を超えた供給がされている場合など施設

が過大となっている場合には、指定主体の権限において新規の指定や更新を行わないこと

とすることができるという書き方がされてございます。 

 これを受けて具体的にどのように考えていくかということでございますが、２ページに

基本的な考え方がございます。指定制度の導入によりまして、多様な事業主体の参入を促

進して保育の量的拡充を図るということが１つのねらいでございますけれども、一方で無

秩序に量的拡充が進んだ場合に、地域における安定的な提供体制に支障が生じるおそれも

ございますので、先ほどご覧いただいたような需給調整の必要性があるわけでございます。 

 ただ一方において、そこで需給調整が恣意的な形で行われるというおそれがありますと、

制度の公平性や信頼性に疑念が生じて、その結果、所期の目的を達成できないというおそ

れもございます。したがいまして、下の①～③にございますように指定基準の策定や指定

の段階、あるいは事業計画の策定の段階、需給調整の実施の段階、こういった段階ごとに

透明性、客観性の確保が必要ではないかと考えております。 

 そこで３ページ以降でございますけれども、３ページは指定基準の策定あるいは指定の

段階でございます。当然のことでございますが、指定基準を明確なものにするということ。

それから、指定基準を策定するときは子ども・子育て会議（仮称）の審議を経る等により

まして、明確な策定プロセスを経るということ。欠格要件につきましては、法令の中で明

確に定めるということ。こういったことをまず、担保したい。 

 ４ページ、事業計画の策定段階でございますけれども、事業計画を策定するに当たりま

して、自治体における子ども・子育て会議（仮称）などにより幅広い関係者から、いろい

ろな意見を聞きまして、透明なプロセスの中でこれを決めていただく。改正をする場合も

同じでございます。 
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 ５ページ、この自治体で事業計画を定めていただく際に需要の見込量を適正に見積もる

ということが鍵でございますので、国の方で潜在的な需要も含めた見込み方、基本となる

指針をこの子ども・子育て会議の審議を経た上で策定をしていきたいと考えております。 

 事業計画における供給方策なり、あるいは指定拒否の予測可能性の問題でございますが、

どのような地域でどのような施設、事業が必要とされているのか。また、どの地域におい

ては参入がもう必要とされていないのかということが明らかになるような形が望ましいの

ではないかと考えております。 

 ６ページ、需給調整を実際に発動する段階の話でございますけれども、新規指定の停止

の場合と指定更新をしないという２つの場合に分けて考えていきたいと思います。 

 新規の指定をしないということにつきましては、供給が需要を上回るという状況が生じ

たときに発動を考えるということになるわけでございますが、その場合に幾つかの論点が

ございます。 

 ４つ掲げてございますが、市町村のエリアを超えて広域的に調整を必要とするような需

要が出てきたときに、そこをどう考えるか。それから、需要に対しまして供給がぴったり

追い付いてきたという状況で直ちにそれを発動するのか。それとも一定割合を超えるよう

な場合に発動するのかということが１つの論点でございます。 

 新規の指定が競合いたしまして両方を指定すると、需要見込量を超えるという場合に、

こういったさまざまな実績ですとか利便性、特別な機能などをどのように考慮するのか。 

 この新規指定の停止という権限の発動のルール、あるいは地域の実際の発動決定のプロ

セスの中で透明性を確保する必要があるのではないか。こういったことが１つの議論のポ

イントでございます。 

 更に７～８ページにかけまして、今度は指定更新をしないということについてでござい

ます。基本的な考え方にございますように、広域的な需要をどう考えるかということ。あ

るいは需給ぴったりの関係で発動するのかということ。それから、透明性の確保が必要で

はないか。こういった点につきましては、先ほどの新規の指定と同じでございます。 

 ただ、権限の発動に当たりまして、この指定更新の拒否というのは対象となる指定の施

設の利用者、あるいは事業者の影響が大変大きゅうございますので、可能な限り抑制的に

行われるのが望ましいと考えております。 

 したがいまして、こういったやり方をする前に、１つ目といたしましては、指定更新の

拒否ではなくて利用者や事業者の選択判断によって、利用者の選択の結果として入所児童

が減っていく場合に、その入所児童の減少に伴って採算性を考えて自発的な撤退や定員削

減ということをそれぞれの事業者において自主的に考えていただくということがまずもっ

て基本だろうと考えております。こういったプロセスを通じまして、基本的には供給量が

適正化されていくのではないかと考えております。 

 更にそれだけではどうにもならないというときに、関係者が一体となった調整というも

のが必要な場面も出てこようかと思います。都道府県や関係市町村の連携の下で対象エリ
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ア内の事業主体など、関係当事者の合意を得て需給調整実施計画というものをつくり、そ

れに基づいて定員削減などを図っていく。こういった形で地域のバランスを確保しながら

適正な形に供給量をダウンサイジングしていくというやり方が１つ考えられるのではない

か。今、見ていただいた①、②、こういったやり方が基本になるということであろうかと

思います。 

 その上で８ページの方にまいりまして、こういった形がどうにもならないというときに、

やはり供給体制の再構築を進める上でやむを得ない場合に限りまして、指定主体という立

場での権限行使ということも場合によってはあり得るという規定にしてはどうかと考えて

います。その際も継続利用の確保ですとか、さまざまな実績の考慮ですとか、こういった

点については同じような議論がございます。手続の透明性は当然確保しなければならない

というのが前提でございます。 

 それを更に具体的な絵にしたものが９ページにございます。供給過剰状態が生じまして、

まず需要見込み量を供給量が上回ったときに、左の図にございますような新規指定の停止

ということをまず検討するということになってまいります。ただ、そこから一足飛びに今

度指定更新の拒否という下の方の赤い枠の方に行くのではなく、右側の方にございますよ

うな利用者・事業者の選択・判断による適正化、更には計画的な調整による供給体制の再

構築、こういったプロセスを十分に踏み、更にどうにもならないときに一番下の指定更新

の拒否ということもあり得るという形の定め方にしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○園田座長 以上で資料の御説明が終了いたしまして、すみません、大分時間がこれで過

ぎてしまったのですけれども、大変多岐にわたる資料の御説明をさせていただきましたけ

れども、これから皆様方から御質問や御発言を頂戴したいと思っております。 

 整理を大きく４分野といいますか、４分類にさせていただきまして、どの分野に関する

御質問あるいは御意見であるのかというところは少し整理して御発言をお願いしたいと思

います。 

 １つ目は費用負担や交付金についてという部分がございました。２点目といたしまして

は、企業及び NPO 法人等の参入についてという分野があったと思います。３点目でござい

ますけれども、児童福祉法の第 24 条に関することや、あるいは市町村の関与についてとい

う事項があったと思っております。また、第４分野といたしましてその他という形で、い

ろいろワーク・ライフ・バランスでありますとか、そういった点にも触れさせていただい

ておりますので、それぞれどの分野に皆様方の御質問、御意見が当たっているのかという

ところは明確にしていただきながら御発言を是非お願い申し上げたいと思っております。 

 今日、御出席いただいた皆様方からそれぞれ何とか２時間という時間でございますけれ

ども、皆様方から御発言をいただきたいと思っておりますので、お一人様大体３分程度ぐ

らいでまずは御発言をお願いできればと考えておりますので、御協力のほどをよろしくお

願い申し上げたいと存じます。 
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 それでは、御発言があります方。順番にご指名しますので、まず坂﨑さんからお願いい

たします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。今日の各委員の資料提出の９ページの最

初に書いている問題で、今日の議論の前段として確認を是非したいことがございますので、

その発言をさせてください。 

 上から７行目に「しかしながら」という文章があります。11 月 16 日の全国各地の新聞

の一面に、保育所補助金廃止案、いわゆる一般財源化ということが政府内で浮上という記

事が掲載されました。私たちにとりまして一般財源というのは、誠にもって非常に大変残

念な記事でありまして、一般財源に置きますところの少子化に対する国の放棄、また保育

所運営費負担金そのものというものがすべて廃止されて国の責任が放棄されるということ

は私たちにとりましては断じて許される問題ではありません。何と言ってもこのことにつ

いてきちんとクリアーされた上での会議でなければ、私たちにとりましては非常に困る問

題でありますので、まず最初にその事実関係を明らかにしてほしいと思います。その点を

先に述べたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 それでは、私からお答えさせていただきます。今、御指摘のありました報道

があったことは、大変私どもとしても遺憾に思っておるところでございます。これまでの

１年間、皆さん方に御協力いただいて御議論をしていただいた中においては、そういった

方向性というものはなかったのではないかと考えておりますし、また、ここで今御質問を

いただきましたので、あえて政府の公式な見解としてお答え申し上げさせていただくなら

ば、保育所の運営費に関する一般財源化ということは考えていないとお答えができると思

います。よろしいですか。 

○坂﨑委員 よろしゅうございます。 

○園田座長 それでは、柏女先生、お願いいたします。 

○柏女委員 11 時前に出なければいけないので大声で声を上げさせていただきまして申

し訳ございません。私の方では、１枚紙の資料を用意させていただいております。淑徳大

学の柏女と申します。４点の意見を申し上げたいと思います。 

 まず、第１点目は、福祉の機能と質の向上に着目した機関補助の創設を望むという点で

あります。このたび教育の特殊性に配慮した機関補助である私学助成の案が出てまいりま

した。私は以前から、利用者が子どもであること、また福祉の特殊性に配慮した機関補助

の必要性を提言し続けてまいりました。大きく２点ございます。 

 １点は、ソーシャルワーク機能の強化、食育など子育て文化の発信といった利用者の特

性に配慮した機関補助の必要があるのではないかということです。養育基盤の弱い方に対

する予防の機能の発揮を進める必要がございます。100 人のうちの１人をしっかりと支え

ることによって、１人親家庭やあるいは子どもの貧困、そうしたものの防止機能をしっか

り果たしている、そうした現行の福祉機能を十分に評価していくべきだと思っています。
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これが１点目です。 

 ２点目は、保育の質の向上を図る必要があるという点です。長く働き続けられる環境づ

くりあるいは研修の強化を図ることにインセンティブが働く仕組みづくりとしての機関補

助が求められると思います。今、民間保育所には民改費が出ておりますけれども、そうし

た機関補助というものを大事にしていくことが必要だと思います。 

 ２点目です。保育所がこれまで培ってきた教育の質を壊さない配慮を望みます。幼保一

体化によりまして保育所はこれから総合施設（仮称）に移っていき、学校になるというこ

とになります。保育所はこれまで遊びと生活を中心とする教育によって、あと伸びする力

や生きる力の基礎を培う大切な教育を行っていきました。これが学校になることによって、

教育委員会の指導が関与するという形になりますけれども、そのことによって画一化され

ることのないような十分な配慮が必要になるかと思います。 

 私は石川県の顧問をしておりますが、就学前の子どもの４人中３人が保育所卒園児で学

校に入っております。ちなみにそこでは優れた教育実践が行われておりまして、石川県の

学力テストの成績の平均値は全国５位ということになっています。そして、私たちはその

ことに大きな誇りを持っています。無論、教育の評価が学力テストだけではかれるとは思

っておりませんが、こうした地道な教育実践も正しく評価していくことが必要だろうと思

います。 

 ３点目、施設種別や運営主体で格差のない仕組みの導入を望みます。幼稚園、総合施設

（仮称）、保育所といった施設種別や、あるいは今お話があった社会福祉法人、株式会社、

学校法人、NPO、公立といった運営主体別によってさまざまな意味での格差が生じることの

ないような仕組みの創設が望まれると思います。無論、それぞれの特性に応じた配慮は利

用者保護のためにも必要ではありますけれども、条件を同じにして指定を受けた施設にお

ける教育・保育の質には差がないということをしっかりと確認し、参入・撤退のときの各

段階にあって格差を設けることは避けるべきだと思います。教育の質や保育者の質には運

営主体別によって変わりはないわけでありますし、私のゼミの学生たちも希望を持って企

業立の保育所に来年の春から就職をしていきます。 

 ４番目です。少しずれますけれども、子どもたちが地域で育まれ、豊かな放課後・休日

生活が送れるための施策の推進を望みます。すべての子どものための新システムと言われ

ておりますけれども、小学校以上の子どもたちの豊かな放課後・休日生活の保障は、放課

後児童クラブ対策を除けば政策が薄くなっている部分と思います。子どもたちが地域で群

れて育ち、地域の大人たちが声をかけていける施策の充実が必要だと主増す。 

 特に児童館や放課後子ども教室などの既存の施策をリニューアルしていくこと、また更

に施策から外れているプレイパークやプレイリーダーなど、こうした既存の施策をカバー

しきれていない活動を評価するなど、子どもの地域における育成施策を積極的に進めてい

くことが必要だと思います。幼保一体化は、地域の子どもを親の事情で分断しないことが

政策の論点になったと思っています。幼稚園と総合施設（仮称）で地域の子どもが分断さ
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れてしまう新たな自体が生じることを憂いています。そうした視点からの新システムの検

討が必要とされると思います。 

 ありがとうございました。 

○園田座長 それでは、続きまして清原市長、お願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。三鷹市長の清原慶子でございます。前委員の倉田市

長を引き継ぎましたので、どうぞよろしくお願いします。 

 まず子ども・子育て新システムの「費用負担の在り方」について、何点か意見を申し上

げたいと思います。新システムは何よりも希望するすべての子どもに質の高い教育と保育

を保障し、多様な保育ニーズにも地域の裁量で対応することができる制度を目指している

と認識しています。したがって、新システムの制度設計については、特に市町村との丁寧

な協議をいただきたいということを今日提出しました資料に述べておりますが、その資料

の内容に沿うのではなく、今日の論点に沿って意見を申し上げたいと思います。 

 「費用負担の在り方」についての第１点目、「恒久財源の確保」についてです。現在、国

では社会保障・税一体改革の中で、未来への投資、特に子ども若者支援を優先的に改革す

るとして、例えば消費税の充当先を高齢者３経費から少子化・次世代育成支援対策を含む

社会保障４経費に拡大するということを進められていますが、是非、自助、共助、公助の

バランスのとれた社会保障制度と財政健全化の実現を第一義に置いていただきたいと思い

ます。 

 ２点目に、「国と地方の費用負担」についてです。言うまでもなく、先ほどの御説明にも

ありましたように、子ども・子育て新システムは、「市町村中心に」とその仕組みを改めて

確認してくださっています。そうであるならば、必要なサービスを不足なく提供するとい

う重責を市町村が全うするには、国のみならず基礎自治体自身においても確実な財源の裏

付けがなければなりません。これまでも一貫して申し上げてまいりましたが、全国一律の

子どもに対する手当については全額国費として、子ども・子育て包括交付金（仮称）の対

象からは除外すべきであるというのが全国市長会の主張です。 

 また、現物給付である「こども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）」は義務的経費

としての性格を持っていますので、裁量型の市町村事業と合わせて子ども・子育て包括交

付金（仮称）が充てられる場合は、十分な財源が確保されなければ、「こども園給付（仮称）、

地域型保育給付（仮称）」に財政措置が偏る危険性があります。したがいまして、これまで

市町村事業の柔軟性も保障した取組を政府は進めてきてくださっていますので、そうした

視点をやはり改めて重視していただければと思います。 

 ３点目、「利用者負担」についてです。利用者負担というものにつきましては、現行の保

育制度の利用者負担水準を基本とするとともに、応能負担とすることが新システムへのス

ムーズな移行として提案されておりまして、妥当であると思います。利用者負担の設定に

つきまして、標準時間利用の子どもと長時間利用の子どもの負担について、バランスのと

れた整理をすべきと思います。 
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 さて、このことについてですが、所得を適正に把握し、適切な給付を実行するためには、

例えば政府で御検討いただいている「共通番号制度」というのは有効であると思います。

保護者が申請する際の負担を減らすとともに、市町村に多くもたらされる事務量の軽減と

いうことも重要なポイントだと思います。 

 次に、「イコール・フッティング」については一言だけ申し上げます。本日、資料 13 を

示していただいていろいろ子どもに悪影響が出ないための対応を検討していただきました

ことは重要だと思います。結論として、市町村にとっては多様な事業者が参入してくださ

ることにより、量的拡大が図られることは望ましいのですが、やはり第三者評価の義務づ

けや子ども・子育て会議（仮称）による検証の仕組みなどにより質を確保、向上させるこ

とが重要だからです。 

 最後に簡単に「市町村による関与」についても５点意見を申し上げたいと思います。 

 １点目は、保育所への入園が直接契約となることで公的責任の放棄と捉える向きもあり

ますけれども、実は市町村は実施主体として多様な事業者、多様な保育サービスを掌握し、

質の担保を念頭に総合的にマネジメントをする、そして必要なサービスを不足なく提供し

なければならないという重い責務が新システムには示されていると認識しています。 

 そこで２点目、社会的養護の必要な児童や障害のある児童の入所に対するあっせんや措

置など、これまで以上に市町村の関与が法定化されることをしっかりと伝えていくことが

必要であると認識しています。 

 ３点目、新システムの運用に当たっては、言うまでもなく、都道府県と市町村の連携が

大切です。子ども・子育て支援給付（仮称）に係る指定については、給付を行う都市自治

体がその主体となり、また、こども園（仮称）の認可については、都市自治体の判断によ

りその主体となり、必要な調整が可能となるよう制度設計を行うべきであると考えます。 

 ４点目、公的契約に関する行政の関与については、広域的な利用も念頭に、保障すべき

サービスを担保するために御検討をいただいてきました。必要な事項についての契約約款

への関与が必要ではないでしょうか。また、市町村が地域の実情に応じた条件を追加でき

るということなどについても検討していただければと思います。 

 市町村による関与の最後、５点目ですが、保育料徴収については、保育所及び幼稚園の

両者でこれまでと保育料徴収のシステムが変更されることになります。そこで、事務の煩

雑さに加え、滞納のリスクが発生するため、事務局でも大いに御検討いただいたわけです。

市町村が関与することによって滞納のリスクを抑制したいと思います。また、確実にサー

ビスに充当されることにより、事業者の負担も軽減されるようにしなければならないと思

っています。 

 最後に「ワーク・ライフ・バランス」の宣言都市である三鷹市といたしましては、是非

ワーク・ライフ・バランスを各計画に入れるとともに、特に０歳児ではなく１歳児以上の

保育定員が拡充されることによって、０歳児は育児休業で保護者とともに過ごせるような

雰囲気を更に醸成していきたいと思います。 
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 以上です。ありがとうございました。 

○園田座長 それでは、先に町村会から行きましょう。次に、尾﨑知事にお願いします。 

 では、渡邊町長、お願いします。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。私の方からはとりあえず費用負担の関係についてだ

け初めに御意見を申し上げておきたいなと思います。 

 先ほどの説明で子ども手当の議論を前提としていろんな分野の費用の策定をしているの

だという説明がありました。そういう観点から見ますと、今、国と地方の協議の場で子ど

も手当の対応についていろいろと議論があるわけでありますが、そういう中で私ども地方、

町村会もそうですけれども、原則的には裁量の余地のない現金給付については、やはり国

がすべて賄うべきではないかということをこれまで統一見解として国に求めてきておりま

す。 

 そんな中で、いわゆる年少扶養控除の廃止に伴う増収分が我々の地方の住民税の投資分

として約 5,050 億ある。それを現小宮山大臣は全額子ども手当の方に繰り入れるべきでは

ないかという発言をしてきましたけれども、到底我々地方の考え方には沿っていないし、

地方側も納得するわけありません。そんなことからある種の妥協案的な考え方で、先般国

と地方の協議の場もなくして、突然として 5,050 億の中の 4,400 億プラスαして、現行の

従来の負担額と合わせて 9,800 億もの倍近いものを、地方負担として求めるという考え方

を出してきたわけです。このことについても基本的に、これまで申し上げてきましたけれ

ども、今回浮いてくる年少扶養控除の増収分というのは、あくまでも市町村固有の一般財

源なのです。これをそういう１つの政策的な目標のために繰り入れて、そして地方にその

負担を求めるというのは基本的に考え方が間違っているのではないかというのが私自身の、

また町村会としての意見であります。 

 とりわけそんな議論の中から先ほど坂﨑さんからもありましたけれども、いわゆる保育

所補助の一般財源化という話も過去の議論の中からあったことをつかみ出して地方の弱い

部分を踏み台にして議論するというような経過が今出てきているのではなかろうかと思う

のです。もちろん、当然保育所の補助金の一般財源化に当たっては、私どもも地域主権の

観点から言えば、裁量の自由度から考えればその方向性は否めないこともわからないわけ

ではないですけれども、しかし、現実にこの子ども・子育て新システムの現物給付の一体

的なものを考えていった場合、どうしても市町村が実施主体になるのです。実施主体であ

る市町村が保育団体とお互いに信頼性を持って、そして事業の展開をしていかなければな

らない。一番住民に近い現場にいる市町村がそのようなことで、先ほど懸念を示されまし

たけれども、一般財源化されて脆弱な財政基盤にある特に町村サイドではそれを保障でき

るのかどうかという課題もあるわけです。ですから、そのことも考えながら、やはりこの

ことは慎重にマスコミに、我々が議論しない前に国民議論に発展するようなことのないよ

うにお願い申し上げておきたいと、基本的にそう思います。 

 あとほかの説明の件についてはいろいろまだありますので、皆さん方の意見を聞いた後
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に発言させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○園田座長 では、尾﨑知事、お願いいたします。 

○尾﨑委員 全国知事会でございます。私も同じでございますが、まず子ども手当につい

てでございますけれども、去る 11 月７日に小宮山厚労大臣から、法定の国と地方の協議の

場を開催することもなく平成 24 年度からの子どもに対する手当について一方的に１対１

の割合で地方にも負担を求める費用負担案が示されたことは、誠に残念であります。 

 年少扶養控除の廃止分を事実上すべて子ども手当の地方負担分に当てるという案が示さ

れた、それに等しいということでございました。今日、お帰りになりましたが、末松補佐

官、藤田政務官にも何度も申し上げてきたことでございますし、厚労大臣との協議の場に

おいても、地方負担は認められないということ、そしてもう一つは国と地方の協議の場を

法定の場で開催してからこういう議論をしてくださいということを言っていたにもかかわ

らず、こういう案が示されたことについて非常に残念に思っているところでございます。 

 この厚労大臣の提案には２つの点で問題があると思っています。１点目ですが、年少扶

養控除の廃止等による地方の増収分、これは地方固有の税収でありまして、一方的に国が

使途を決めるということがそもそもおかしいということです。 

 ２点目は、子育て施策の充実に資するお金の使い方とはどういうものかということでご

ざいまして、地方の増収分を地方に裁量が全くないものに充ててしまうのか、それとも地

方において地方の実情に応じた子育て関連で裁量があるものに充てることのどちらがいい

のか。地域主権という考え方をとっておられる民主党政権であればなおさらのこと、後者

の方が優れているということについてお考え、御理解をいただけるのではないかと思いま

す。 

 厚生労働省におかれましては、是非とも汗をかいていただきたいと思うのでありまして、

単に増収分を子ども手当の地方負担に充てるというような安直な案を出してこられるので

はなくて、我々の主張と皆様方が従来説明してこられた主張と、この整合的な案というの

はどういうものなのかということについてもう一段汗をかいて案を提示していただきたい

と考えておるところでございます。 

 先日、総理にも申し上げたところでございますけれども、厚生労働省関係、先ほど来議

論に上っておるもの以外にもたくさんの補助金があるのだろうと思います。これらの補助

金について別に何をと今言っているわけでは全くありませんけれども、多くの方も理解が

得られるような形で一般財源化をして、それによって生じた国費について子ども手当の財

源に充てるというやり方をするのであれば、年少扶養控除分は子育て関連施策の充実に充

てると説明してきたことと、他方、裁量のないものは地方に負担を押し付けるべきではな

いという我々の主張と整合を取った対応ということができるのではないのかなと考えてお

るわけでございます。 

 是非そういういろんな関係者間の考え方に沿った案というのはどういうものなのかとい
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うことについて真剣に御議論をいただきたいと思っております。 

 今までのやり方は扶養控除廃止分についてそのまま地方負担に充てるというのではあま

りにもひどいではないかという、我々も知事会の中でも異論噴出という状況でございまし

て、是非ともそういうところについて、まだ時間もございますので一緒に議論させていた

だきたいと思います。国と地方の協議の場の活用も是非お願いを申し上げたいと考えてお

るところです。 

 資料２関係でございますが、子ども・子育て包括交付金（仮称）についてでございます

けれども、やはりこちらにつきましても非常に義務的な性格の強いものと、そうではない

ものとしっかり区分していただくということが必要かと思います。子ども・子育ての財源

をしっかり確保するということは非常に重要なことだと思っておりますので、こういう「包

括交付金」という形でもっていって、財源確保の方向を目指していこうということについ

て、若干一括交付金化の議論との整合性を図っていく、そういう議論を積み重ねていく必

要はあろうかと思いますが、他方で財源確保という方向感自体について、我々も子ども・

子育て施策の充実を願う者として異論があるものではありません。ただ、義務的性格の強

いこども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）というもの、そして市町村事業について

は別々の交付金にするなど区分していくことが是非とも必要だと考えております。まして

子ども手当については、こちらは子ども・子育て包括交付金（仮称）から除外すべきであ

ると従前から申してきておりますけれども、その考えには変わりはございません。 

 最後、資料３の関係でございますけれども、国の基準と地方の裁量についてということ

でございます。子育て施策を真に充実させたいと願っておるところであります。その中で、

だからこそあえて申し上げたいと思いますが、それぞれの地域の状況というのは、待機児

童が多い地域、あるいは過疎化の進行によって児童が少なくなっているがゆえに、そうい

うところでもあえて子育てサービスを確保するためにはどうすべきか意を配しなければな

らないところ、と実情は大いに異なっております。それぞれの地域の実情に合った施策の

展開を許すことでもってして、事実上一人ひとりの子どもの実情に合った、地域の実情に

合った、地域の子どもたちの実情に合った施策の展開を許すようにしていただきたい。子

育て施策の充実に資するという形にしてもらいたいと考えております。 

 よく言われますが、ナショナルミニマムを確保するということと、国が全国一律の基準

を定めるということは全く別のことだと考えております。むしろ全国一律の基準をつくっ

たがゆえに、結果としてその基準に対応した運営をするために施設の統廃合を余儀なくさ

れたという例がうちの県などではたくさん生じております。結果としまして、子どもたち

に対して十分な子育て支援サービスが提供されなくなっているということが生じておるわ

けでございます。そうでありますので、できる限り一定の基準、すべて基準を廃止すべき

ということを言っているわけでは全くございませんけれども、地域主権の視点に立ってい

ただいて、既にある国の基準の廃止も含め、更には国が一律の基準を定めるにしても、従

うべき基準ではなくて参酌すべき基準とか、更には助言とか、そういう部分の割合をでき
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るだけ大きくしていただくと、そういう形の対応を是非お願いしたいと考えております。 

 最後でありますが、今後のワーキングチームの進め方でございますけれども、非常に本

日も多岐にわたる資料が提示をされておるところでございますが、本日 11 月 24 日という

こともありまして、年度末までにどういう議論をされていってまとめていかれるのかなと

いうことをちょっと心配いたしておるところでございます。非常に多岐にわたる課題がま

だまだ残っておるところでございます。我々も精力的に議論をさせていただきたいと思っ

ていますし、また我々が事務方を通じてお願いしております、非常に事務的な協議につい

ても今後も我々も精力的に対応させていただきたいと考えておるところでございますが、

中間とりまとめの中にもありますように、実施主体である地方公共団体を始めとする関係

者と丁寧に協議を行い、理解を得た上で成案をとりまとめるとされている。この点を是非

確保していただきたいと考えておりますし、最終的には法定化された国と地方の協議の場

で十分な協議を行った上で成案化をされたい。そのことをお願い申し上げたいと考えてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○園田座長 ありがとうございました。今後の議論の在り方に関しましては、今、御指摘

いただきましたことを踏まえて、より多くの議論ができるように私どもも努力をしてみた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、あと山縣先生で、その後、普光院さんに行きますので。 

○山縣委員 時間をありがとうございます。大阪市立大学の山縣と申します。 

 政務官が整理されました第３、第２、第４の論点に関して意見を言わせていただきたい

と思います。 

 まず、第３の論点である市町村の問題です。就学前のすべての子どもの福祉と教育を基

礎自治体である市町村のもとで責任を持って総合的に推進していくシステムの構築。所期

の目標の達成を改めて確認したいと思います。 

 例えば私立幼稚園では現在 130 万人以上の子どもたちが教育を受けており、現状では最

も大きな生活場所となっています。私学助成により、幼稚園が新システム外で機能すると

いうことになりますと、市町村事業計画に非常に組み込みにくい状況になるということで、

所期の理念に反するのではないかと感じています。 

 現に対応している子どもに拘泥せず、サービス事業者や管理者の利益を中心とした議論

ではなくて、今後の少子化と社会状況を見据えた、すべての子どもの視点での改革、提案、

とりまとめを期待したいと思います。 

 そのためには、少なくとも新システムの給付はすべて市町村を窓口とするといいますか、

財源を確保した給付窓口の一元化と、国次元での管轄の一元化が必要ではないかと考えて

います。 

 次は第２の論点、イコール・フッティングに関してです。この議論は、本日の資料にも

ありますように、企業と既存の主たる担い手である法人との関係を中心に進められていま
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す。それはそれとしまして、その陰で社会福祉法人と学校法人のイコール性が徐々に失わ

れつつあるような気がしています。過去の制度上の違いの調整としての非対称性はさてお

きまして、未来に影響する実際の運営に影響する、今後の運営に影響するインイコーリテ

ィについては、とりわけできるだけ小さくすべきだと思います。 

 幼稚園の誘導策が既存制度を維持する方向でどんどん提案されておりまして、そのよう

に私は見受けておりまして、結果として新システム外の幼稚園、新システム内の幼稚園、

総合施設（仮称）に移行した元幼稚園という幼稚園が３つに分断される可能性があると思

います。これはちょうど１年前、私が支持を表明し、幼稚園関係者含め多くの委員が否定

された第５案に見えて仕方がありません。なぜこの段階で第５案が出てきたのか、私は若

干解せないところがあります。 

 第３、最後ですけれども、その他の論点です。国公立幼稚園長会の代表の委員が言われ

ていましたように、大学附属幼稚園には先駆的実践あるいは人材の養成のモデル開発など

の実験的意味合いがあると思っています。そのことは全く否定していません。新システム

のいかんにかかわらず、残念ながら今後は幼稚園が縮小し、総合施設（仮称）が増加する

ことになると思われます。卒業生の就職先も結果としてそうなります。すなわち、今後の

就学前、保育教育の実験的意味合いは、保育所でも幼稚園でも、その他の指定施設でもな

くて、明らかに量的にも質的にも総合施設（仮称）であるということになります。多様な

利用形態、利用目的に一体的に対応する総合施設（仮称）については、保護者、保育者を

含めまだまだ不安があるような気がします。したがって、少なくとも国税で直接運営され

るということになる国立大学附属幼稚園には、主体的に総合施設（仮称）への転換をして

いただき、子どもや保育者を支える役割を担っていただきたいと思います。このことがま

さに主張される国立大学附属幼稚園の意義ではないかと思います。 

 また、蛇足ですけれども、文部科学省には制度が実現した時点で就学前の子どもが最も

多く利用する学校教育機関となる総合施設（仮称）について、元保育所か元幼稚園かの違

いを超えた積極的支援を期待したいと思っています。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 続きまして、普光院さん、どうぞ。 

○普光院委員 今日は参加させていただきましてありがとうございます。保育園を考える

親の会の普光院と申します。 

 私は、各委員提出資料の 15 ページに意見を掲載させていただいております。この資料の

順番でちょっと述べさせていただきたいと思います。 

 最初に地方版子ども・子育て会議（仮称）、前回テーマで議論されておられましたけれど

も、地方版子ども・子育て会議（仮称）は義務づけとし、新システム事業計画（仮称）の

策定に関わらせるべき。こども園（仮称）の保護者が参加したいということももちろんな

のですが、私はやはり子どもの立場を代弁する専門性を持った人に入っていただきたい。
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例えば子どもの発達をよく知っておられる教育・児童福祉の関係者の有識者の方などに、

子どもの立場を代弁していただきたいと思っております。 

 保育料については、今回、応能負担の方向性が示され、大変うれしく拝見しました。 

 次に、同じく費用負担のところで、これは幼保一体化ワーキングチームであまりにも何

回も言い過ぎたことなのですけれども、やはり中間とりまとめに掲載されております上乗

せ徴収ということに関して大変違和感を覚えております。これを禁止もしくは制限すると

いうことが必要なのではないか。もちろん、これは長時間利用する保護者にとっては、半

強制的に負担せざるを得ないような仕組みになる恐れがある。午後の時間、子どもが仲間

外れにならずに過ごすために、保護者は上乗せ保育料を負担せざるを得なくなっていくの

ではないかということが心配されます。同時に、私が強く心配しておりますのは、教育と

しての質ということです。鹿屋体育大学というところで１万 5,000 人の幼稚園児、保育園

児を追跡調査しましたところ、特別に運動指導をしていない園の方が、運動指導をしてい

る園よりも、園児の運動能力が高かったという結果が出ております。これはどういうこと

かと言いますと、何よりも子どもの主体性、子ども同士の関わりを大切に、そういったも

のを重視している保育の方が教育効果は高かったということです。 

 つまり、時間を区切って、そこに名前を付け、値段を付けて保護者に売るというものは、

大人主導の保育になるということでございますので、そういったことを考えましても、こ

の制度が間違えた方向に就学前教育のあり方をミスリードしないようにお願いしたいと思

います。特に今回、新しく出てまいりました私学助成、これは今の説明ではよく内容がわ

からなかったのですが、働いていない御家庭のお子さんの預かり保育に充てられるという

のは非常によくわかるのですが、その他は何があるのかということを心配しております。

それがまたこういった教育を曲げていく方向にならないようにお願いしたいと思います。 

 こども園（仮称）にならない園のために私学助成を出すということは、私も山縣先生が

おっしゃるように、大変違和感がございますが、逆にそういう制度にするのであれば、こ

の上乗せ徴収の制度は必要がない。つまりそういうことをやりたい園については、私学助

成の幼稚園に残っていただければいいのではないかと考えております。 

 費用負担の項目の財源について。先ほどお話がありましたように一般財源化というのは、

公立保育所の例を見ましても、脆弱な財政基盤の自治体においては大変保育に悪い影響を

与えているという実績が既に出てしまっております。 

 実は公立保育所についてもこども園給付（仮称）の対象にしていただきたかったのです

けれども、そうではない方向ということになりつつあり、何とか財政基盤の脆弱な地域の

公立保育所が質を落とさないように何らかの手を打っていただきたいし、民間保育所の一

般財源化に関してはもちろん、反対でございます。 

 やはりこれまでの経過を見ましても、国の基準とそれを担保する財源があったからこそ、

全国津々浦々に比較的水準の似た保育所が整備されてきたという現在までの歴史がござい

ますので、このことに学んでいただきたいと思います。ですから、ナショナルミニマムも
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非常に大切だと思っております。 

 こども園給付（仮称）の財源に区分を設けることにつきましても、なるべくこども園給

付（仮称）に抑制がかからないように、その基準を保障するように、むしろ区分を設けて

交付していただきたいと思います。 

 放課後事業につきましても、私どもの会の会員アンケートでは質が非常に問題であると

いうことを感じている人が多く、その項目に最大多数の票が集まっておりましたので、基

準を設けてきちんとしたものにしていただくことを希望します。 

 イコール・フッティングに関しましては、従前から私は申してまいりましたが、他事業

への流用や株主配当については、真っ当な制限をし、施設ごとにお金の流れを明確にして、

一定のルールの下に運用されるということが国民の税金を子どもの保育の質に反映させる

ためにも必要なことだと思っております。現行制度下でもさまざまな経営努力が行われて

おりますけれども、せっかくの公費投入が確実に子どものために生かされるように、よい

方の経営努力にインセンティブが与えられるように、つまり、人材育成がきちんとされる

ようなインセンティブを制度下で与えていただきたいし、特に人件費に着目した施設ごと

の管理というのを行っていただきたいと思います。 

 情報開示項目の中に常勤・非常勤という項目がありましたけれども、情報開示は是非職

員の正規雇用、非正規雇用と分けて情報開示していただきたいと思います。 

 市町村の関与のところにつきまして、私は 16 ページのところに図をかいておりますので

是非見ていただきたいと思います。その市町村の責務というものについて、きちんと整理

していただきたい。つまり、５つの責務だけでは何の責任があるのかよくわかりません。

こども園給付（仮称）というのは、こども園（仮称）から一人ひとりの子どもにいく現物

給付の部分と、市町村からこども園（仮称）が代理受領するお金の部分と、この両方を合

わせてすべて給付と呼んでいると解釈しておりますけれども、そうしますと、児童福祉法

24 条の代わりになる条文は、「市町村は保育の必要性の認定を受けた子どもに対して保育

を給付しなければならない」という言葉に置き変わるのではないかと思っておりまして、

このような明確なものを１つ置いた上での５つの責務にしていただきたいと思います。 

 そして、市町村で現在さまざまな地域との連携をしているのも、市町村の主体性が発揮

されている証拠だと思うのですけれども、その市町村の主体性といいますか責任感を後退

させないような制度づくりをしていただきたい。 

 また、利用者にとっては、入園申請と保育の必要性の認定を一括して行ってもらえるこ

とは非常に利益があると思いますし、待機児童がいる場合には、市町村で受け付けて選考

するという現行制度が保護者にとっても非常にメリットがあるものだと思います。 

 最後に、市町村による関与のところで、もちろん、指導監督は都道府県が実施すること

になってもいいのですけれども、市町村の直営の窓口を設けていただき、新システムに関

する地域からの声を聞いていただきたい。子どもにとっての保育の質、保護者と事業者の

トラブル、例えば事故、費用負担、入退園に関する不正などについて、保護者が困ったと
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きに都道府県では遠すぎて相談ができません。市町村に是非直営の窓口を置いていただき

たいと思います。 

 ほかにもありますけれども、以上にさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 最初に菅原さん、そして菊池さん。 

 では、菅原さん、どうぞ。 

○菅原委員 それでは、私の方から２～３発言させていただきます。 

 最初に、この会議に私たちを呼んでいただいたということについて感謝申し上げたいと

思います。私の方の意見として 13 ページに発言資料を出してございますので、それを含め

ながら発言を申し上げたいと思います。 

 公的責任の問題の 24 条について、現行制度よりもかなり具体的に細かく整理していただ

いたということについては、私たちとしては非常によかったと思っているところです。特

に学校教育を受けることができるよう具体的に明示された。これは保育関係者並びに利用

者に対して安堵感を与えたと思っております。権利保障、市町村の保育計画の整備、個人

給付を含めて明確にされたということについて申し上げておきたいと思います。 

 次に、子ども・子育て包括交付金（仮称）の問題ですが、先ほど来、何人かの方から発

言がございましたように、私たちとしては 11 月 16 日の地方紙に一斉に載った私立保育所

の補助金廃止という、一般財源化につながる記事については、非常に憤りを感じました。

全国の保育関係者にかなりの衝撃を与えましたし、不安を与えたのではないかと思ってい

ます。 

 それに関して、今日のこの場で市長会の方と知事の方が新システムの子ども・子育て包

括交付金（仮称）と子ども手当は別だという形できちんと明確に発言していただいたとい

うことについては、非常に心強く思っているところです。この一般財源化の問題について

は、私の資料の方にも３番目のところに書いてございますが、公立保育所を今回新システ

ムに含めていただいたということについては、私たち保育関係者として、あるいは同じ仲

間として大変評価したいし、喜んでいるところです。 

 一般財源化という問題が出た関係で私たちが一番心配しているのは、公立が平成 16 年に

一般財源化された以降、保育現場がどういう実態になっているかということについてです。

特に運営費がどういう流れで保育なり子どもたちに来ているのかということが非常に不明

確になっているということで、結果的には市町村の責任が実はあいまいになっているので

はないかと思っております。 

 現場では、具体的な例として職員配置の非正規職員が 60％を超える、あるいは園によっ

ては 80％というところも現実的に出てきています。北海道の調査ですけれども、公立を含

めて総収入が年間 200 万円という実態が明らかになっています。こういうことが全体に広

まっている関係で、現在の保育現場では、いわゆる保育士不足ということで都内あるいは
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人口減少地域を含めて人材確保に大変苦悩しているという現実があります。今、保育現場

が非常に深刻な実態になっており、若い人たちが保育士への魅力や希望あるいは将来への

見通しが立たなくなってきているということで、保育士を希望選択しないという現状が出

てきております。 

 そういう意味で、今回のこども園給付（仮称）並びに子ども・子育て包括交付金（仮称）

については、確実に子どもに回るという１つの予算あるいは補助金として、この検討会で

この間議論してきているように、是非その方向で決め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。 

 もう一点は、利用者負担の問題です。利用者負担の問題については、特に低所得者への

配慮と現行制度における負担水準を基本に、負担能力に応じた利用者負担、いわゆる応能

負担ということが基本的に今回の案に示されたということについては、大変私たちとして

も安心しているということです。ただ、この中で、一番保育現場で不安である保育時間の

問題については、基本的には長時間の場合は保育所保育時間とか、あるいは短時間の場合

は現行の幼稚園保育時間ということを基本に是非検討していただきたいということです。

同時に応益負担という言葉が出てくるわけですけれども、この点についてはこの間発言し

ておりますが、例えば延長とか夜間とか、そういうところについてはある程度応益的なも

のが現行制度に入っておりますので、これは検討できる内容だろうと思っています。 

 しかし、同時にそこについては、私の資料にも書いてございますが、ワーク・ライフ・

バランスとの関係が非常に強いだろうと思っております。そうしたこのワーク・ライフ・

バランスとの関係で、企業も含めて延長・夜間部分については財政負担等含めて真剣に考

えていただくことが必要ではないかと思っているところです。 

 もう一つ、発言を申し上げたいと思いますのは、私の資料には出ておりませんが、先ほ

ど来出ている幼稚園の私学助成の問題について一言申し上げておきたいと思います。 

 資料４で見ますと、結果的には私学助成が残る部分については、こども園給付（仮称）

と上乗せとどういう絡みでどのような具体的に、例えば補助金が出されるのかということ

が非常に私はこの文章を読む限りにおいては心配です。なぜならば、今回の中間とりまと

めを含めて議論してきた内容は極めて論理的な議論をしてきているのです。ところが、こ

の私学助成の在り方案を見ますと、極めて論理性に欠けて情緒的だと判断します。例えば

この「建学の精神に基づく」ことに対してなぜ私学助成を出さなければならないのか。あ

るいは預かり保育、子育て支援等、指定を受けないところを第三者が見ても、利用者が見

ても、保育関係者が見ても、もう少し論理的にきちんと整理されるように検討されるべき

ではないかと考えます。上乗せ料金の上で、更に建学の精神ということでの私学助成がこ

こに出されてくるということについて非常に矛盾を感じるのです。ですから、この辺りの

ところをもう一度正式にまとまる前に整理していただきたいとの要望を出しておきたいと

思います。 

 以上でございます。 



 34

○園田座長 菊池委員、どうぞ。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。私の方から２点申し上げたいと思いま

す。 

 先ほど一般財源化の話、何人かの方から意見が出ておりますし、座長の方からもそうい

うことはないということで、安心したと申し上げたいところでございますけれども、実は

１年前のも一般財源化の話が出ました。私は 12 月６日のワーキングチームのこの会議のと

きにそのことを申し上げて、本来、これは目指した方向と逆方向の話ではないかというこ

とで、二度とこの議論をしている間には出してほしくないということをお願いしたことが

あったと思う。 

 にもかかわらずまた今年になって出てきたということについては、完全に払拭されたと

いう安心感をちょっと持ち得ないという感じがしております。過去にそういうことがあっ

たということです。これは毎年出ている話なのです。おととしも出ていたと思います。 

 そういうことからすると、本当にこの件に関しては新システムの議論をやっている最中

には一切出さないでいただきたい。これはもうまるで逆の方向の話になると思いますので、

それは政府内で矛盾が生じる話だと思うのです。それはこの場で一切払拭させていただき

たいとお願いしておきたいと思います。 

 もう一つ、これはあくまでも原理原則の話になろうかと思いますが、中間とりまとめで

これまで基本制度案要綱をベースにして議論してきた、その到達点である。今後も基本制

度案要綱を基本にして議論を進めるということがあそこでこれもお願いして書き込んでい

ただいた文言であったわけですが、それをベースに我々はここに関わらせていただいた。

お断りしておきますけれども、私どもは全保協としても、新システムの構築を反対してい

るわけではございません。最初の会合のときに申し上げましたが、一枚岩ではございませ

んと、２万か所を超える保育所を抱えているわけですから、まるっきり同じ意見で統一さ

れるなどとは非常に病的な世界でそうなるわけではないのですが、一枚岩ではございませ

んけれども、いろんな意見がある中でいろいろと理解を求めて、その上でこれがいい形で

誕生する、新システムが本当にいいものになって誕生することを願って関わってまいりま

した。 

 ところが、今回、私学助成の話などが今この後に及んで出てくると、どこを向いて言っ

ているのかと、本来一体化を目指したのではなかったのでしょうかというところが非常に

大きな疑念を持ちました。とりあえず中間とりまとめでは４つの類型で進むような形でイ

メージになっておりまして、それについては一応我々も了解した。ただ、これは政策誘導

が伴うということであったと思うのです。ですから、これは一体化を目指すという方向で

ある。これは残っておりましたので、これは１つの経過措置としてやむを得ないかなとい

う判断のもとで私どもはそれは納得したわけですが、今回の私学助成がこういう形で残る

というのは、一体化の方向が非常に危うくなったと言わざるを得ない。それはもともとこ

の基本制度案要綱で示されたように目指した方向とはかなり大きく乖離してきたのではな
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いかなという思いがしております。そういう意味では基本的な考え方に立ち戻って今一度

整理していただきたいということを思っております。 

 私どもは実は中間とりまとめが出た後に、緊急の協議員総会を開いて、それでさまざま

な意見がある中、結構厳しい意見もあったわけですが、私どもの会長の指導力でもって、

一応これまでの流れについては了解した。今後も基本制度案要綱を基にこの新システムが

いい形で誕生することについて参画していきましょうという評価をとりつけたわけです。

にもかかわらず今回のような私学助成等の問題が出てきますと、一般財源化の話もそうな

のですが、出てくると私ども自身が会に対して説明がつかない状況になってしまっている

のです。ですから、基本的にもう一度基本制度案要綱はどこを目指したのか、何を目指し

たのか。 

 これも私は申し上げたことだと思うのですが、それぞれの立場がおありだと思います。

それぞれ団体を背負って来てられますので、その立場で御発言されるのは、それはそれで

結構だと思うのですが、目指したものは何かということだけは見失ってはならないことで

はないのではしょうか。それがどうもかなりぶれてきたという気がしております。そうい

う意味では、政務の方々も、担当しておられる事務方の方々も、少しそこは見失うことの

ないようにしっかりと最後までやり遂げていただきたいと思っております。 

 結構私どもも厳しい意見も出ておりまして、この検討の場に関わるべきかどうかという

話まで出てきております。一昨日も緊急の役員会を開きましたけれども、その中で相当厳

しい意見が出てきております。来月はまた臨時の協議員総会、12 月の半ばに開催すること

になっておりますけれども、その場でも相当厳しい意見が出ることは私ども覚悟しており

ますけれども、本来目指した方向で行くのであれば我々もいろいろと会に対する説得もで

きる、理解を求めることもできるのですが、あまりそれが本来目指したものから乖離して

いってしまうと、なかなか説明すらつかないということになってきておりますので、是非

ともその辺についてはもっと慎重にやって、私学助成の問題については再考をお願いした

いということを申し上げておきたいと思います。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 御指摘は大変重く受け止めさせていただくとともに、今日はあくまでもたたき台という

形でお示しをさせていただいているところでございまして、今日の御議論を踏まえて更に

検討はしていかなければならないと考えておるところでございます。そういった意味では、

いろんな立場の皆さん方からも、原則と例外という部分の考え方はあるのかなと思ってお

りまして、原則は当然今御指摘いただいたように、国の責任でもって、先ほどの地方の自

治体の皆様方からの御意見もいただいておりますけれども、原則やはり国の責任で子育て

というものを行っていかなければならないという点、更に一体化を私ども目指して、この

方向の制度設計を行っていかなければならないというところの議論の積み上げというのは

今日まで皆さん方の御協力をいただいて行ってきたと考えておりますので、その点につい

てのぶれといいますか、そういったことは私どもにとりましては今のところはないという
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ことは申し上げておきたいと思っております。 

 ただし、いろんなところの制度設計に関わる部分になってきますと、いろんなお考えで

あるとか、法的に乗り越えなければいけない部分もあるのは確かでございますので、ある

いはそういった関係者の皆様方の御理解をいただくというのも当然ありますので、そうい

った努力はしっかりと私どもも腰を据えて行わせていただきたいということは申し上げて

おきたいと思います。 

 まだ御意見をいただいてと思っています。続いて、古渡委員、次に岡本委員に続いてい

きますので。 

○古渡委員 ありがとうございます。全国認定こども園協会副代表理事をやっております

古渡です。本日は基本制度ワーキングチームのオブザーバーに参加させていただきまして

本当にありがとうございます。 

 私の方は認定こども園協会としてのお話と、実は私自身福島の原発問題で子どもたちの

相当大きな問題を抱えております。そういう意味で、本日、資料がちょっと多かったので

すけれども、協会の資料３を見ていただきたいのです。 

 多分皆様も新聞報道、テレビその他もろもろで福島の子ども人口がかなり減ったという

話は知っていると思うのですけれども、また毎日のように、例えばお米にセシウムがどう

のこうのとか、非常に大変な状況です。しかし、逆にデータから見て、今後の新システム

に及ぼす影響というのは非常に高いのではないかと思っておりまして、偶然私が福島だっ

たという観点もありますけれども、資料をつくらせていただきました。 

 資料３を１ページ開いていただきますと、ブルーの部分とオレンジの部分があると思う

のですが、ブルーの部分は 3.11 前の人口です。オレンジの部分が実は今年の９月、約半年

後の福島県の人口の状態です。一目でわかるようにブルーとオレンジにしましたが、非常

にオレンジの位置が一挙に 2015 年とか 2020 年の値まで人口減少が進行しております。そ

の中で我々が一番課題となりますのは、実は年少人口がどうなっているかというのが問題

かなと思っておりました。 

 表２を見ていただきますと、福島県にある市を全面的に数値的に表してみました。これ

もブルーの数値は３月１日現在で、実はオレンジが９月１日現在の数字ですので、これを

見ていただきますように、実は子ども人口におきましても急激な少子化が進んでいるとい

うことが多分おわかりになると思います。特に福島市、郡山市におきましては、数値的に

は 2014 年まで進行してしまった。そういう観点で、ここの例えば保育現場はどうなってい

るのだという観点を見ますと、表４、Fig４を見ていただきますと非常にわかりやすいかと

思います。福島市の事例なのですけれども、右側が私立幼稚園、左側が公立幼稚園ですが、

定員に対して半分とか３分の１の幼稚園の状況になっています。なお、公立幼稚園に関し

ましては若干場所によって減っているという観点だと思います。 

 もう一つ大事な表なのですけれども、表５を見ていただきたいのですが、実は子どもが

減ったという観点でよく報道されているのですが、幼稚園の在籍が一挙に減ったというこ
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とです。Fig５の方は、福島市の私立保育所の表です。ここを見ていただきますと、実は充

足率が 111％と非常に上がっております。もう一つは、その表の下に赤枠で０歳と１歳と

２歳が書いてあると思うのですが、０歳児が 348、１歳児が 516 と急激に年少の子どもた

ちの就園率が今上がってきています。 

 そういう観点で、実は表６の方は 10 月の暫定値なのですけれども、右端の方に中通りと

いう福島県のちょうど真ん中の市町村すべてです。それに対しての定員との比率を見てい

ただきますと、子どもが減っている福島市、郡山市が実は定員オーバー状態になっている。

要はこれは新たな待機児童が急激に増え出しているということです。そういう意味で今回

資料を３つほど出させていただいているのですが、まず１つは急激な年少人口の減少とい

うのは、多分ほかの都道府県さんでも５年とか 10 年経つとなります。この状況の中で、例

えば新システムが平成 25 年スタートの平成 27 年実施となっておりますが、実際福島県は

もたないでしょうというぐらいの状況に変わると思っています。 

 どういうふうに変わるかというと、まず幼稚園人口がもっと減ると思いますし、逆に保

育所人口は急激に増えます。これは過疎化の現象だけではなくて、ちょうど福島県の若い

世代の人口が急激に共働きをせざるを得なくなってきた環境があります。そういう観点で

言うと、企業さん側は、非正規雇用から正規雇用まで変えないと人材が確保できないとい

う状況にもなっています。この問題をよくよく考えてみると、新システムのいつも議題に

なっていることはほとんどこの中に含まれていると思っていまして、そういう意味では例

えば今の私学助成法の問題もそうかもしれませんが、もし残ったとしても幼稚園は残れな

いぐらい福島県の場合は多分悲惨な方向に行くだろうと考えています。 

 でも、逆に福島県に残る子どもたち、過疎化の部分もそうだと思うのですが、本当にそ

の地域でこの子どもたちが育つための仕組みづくり、子ども・子育て新システムの重要性

というのが待機児童が多い都市部だけではなくて、急激に人口減少が始まっている各都道

府県の田舎もそうですし町もそうですけれども、その中に必ず反映してくるものだと思っ

ています。そういう意味では、今回現場で直接感じていることは、行政の方々は申し訳な

いのだけれども、もっと財源をしっかりやってほしいという観点はあります。 

 今まで基本、幼保一体化ワーキングチームでお金の話は１回もしたときはなかったので

すけれども、実際現場で新しいシステム、または今の福島県の状況から、一歩でも例えば

子どもたちがいい意味でなる仕組みとしては、一体的に総合的に対応しないと多分うちの

県も、また近隣の過疎が進んでいる都道府県も大変なことになるのだろうというのがこの

データ上から見えると思います。 

 今回、資料を３つほど出させていただいておりますけれども、読んでいただければきち

っとわかるようになっております。あともう一つ、資料１の方を目を通していただきたい

のですが、今回東北の 3.11 の震災で、多分宮城県、岩手県の方々も非常に「こども園化」

され始めているところはたくさんあると思います。しかし、例えば福島県は何で動けない

かといったら除染をやっているからなのです。除染をやっているおかげで、実は子どもた
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ちの対応が全然できていません。行政はそういうふうに取られてしまって、次世代育成推

進法のどうのこうのなどは一切動いていません。よくよく考えてみると、その子どもたち

今の観点できちっとこの新システムもそうだと思うのですが、いい意味で動いていかない

と多分福島県に残る若い世代がどんどん外に出ていくと思っています。 

 先ほどの保育所の人口が急激に増えていますというのは、実は若い世代です。この人た

ちが福島に残るか残らないかというのは、この新システムの発想と同じで、きちっと対応

できなかったら多分県外にほとんど流失します。そういう悲惨な状況もあるのですけれど

も、たった５年くらいのスパンで進んでしまう少子化というのは、この数字はたった半年

で進んだだけです。でも、ほとんどの都道府県の方々はこれを見れば、「あとうちの県は５

年でこういうふうになるのね」とか、「あと市町村はこういうふうになるのね」とわかると

思うので、いい意味で論戦をしてもらって、早く対応をお願いしたいと思っています。 

 以上です。ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 では、岡本さんからお願いいたします。 

○岡本委員 ありがとうございます。連合の岡本です。 

 提出資料の３ページ、４ページ、連合として連名で意見を出させていただいています。

時間も限られていますので、私からはこのうちの３点について意見を補足させていただき

ます。 

 まず「３．市町村事業について」なのですが、資料３の 13～15 ページに市町村事業の在

り方についての選択肢が示されています。私どもとしては、公費投入の対象とする以上、

市町村事業の対象となる事業は、質の確保の観点からも、法律上の根拠や基準を定めるこ

とが望ましいと考えております。特に放課後児童クラブ、いわゆる学童保育については、

イメージ２のように、法的根拠と基準を明確に定めるべきだと思います。学童保育はニー

ズに比べて、ヒト・モノ・カネが足りないという状況で、自治体が財政持ち出しなどをし

て何とか運営をしているという状況だと聞いております。 

 また、学童保育では、非正規の方や高校生のアルバイトの方も含めていらっしゃるとい

うことで、職員の７割程度が非正規職員であると言われています。こうした現状では、質

の面でも非常に心配な面がございます。最近は児童のけがも少なくなく、いろいろとニュ

ースなども出ているような状況です。 

 こうした背景には、学童保育が児童福祉法第６条の２、放課後児童健全育成事業として

位置づけられているだけで、施設としての法的位置づけが存在しないこと、放課後児童ク

ラブガイドラインには、法的拘束力がないことにあるのではないと思います。 

 放課後児童クラブは、国が基準を定めて、質、量の改善を図ることが中間とりまとめで

も合意形成をされていますので、少なくともイメージ２のように、法的根拠と基準を定め

た上で、それにあった公費を投入し、計画的な基盤整備を行うことが必要だと考えます。 

 次に、市町村関与の在り方についてです。資料９にありますように、最も支援を必要と
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する子どもや保護者が排除をされず、すべての子どもが確実に学校教育、保育を受けるこ

とが可能となるように、今回、新システム法と 24 条を中心とした児童福祉法において、市

町村の役割、責任を重層的に規定する、こうした事務局提案を積極的に評価したいと思っ

ています。 

 ただ、児童福祉法に虐待事例など特別な支援が必要な子どもに対する市町村による保育

の措置を新設するということがありますが、措置は介入的支援には効力を発揮しますけれ

ども、当事者の任意性の排除も可能だということから考えますと、かなり権限が強いとも

思います。もちろん、虐待事例の対応は措置で行うことが必要だと思いますけれども、虐

待事例以外の対応について、では、どのように対応したらいいのかということが問題とし

てあるかと思います。 

 先ほど、清原市長から大変心強い御発言もいただいたわけですが、市町村実務を担保し、

子どもの権利保障を確実にするためには、実施主体である市町村に現行の市町村実務で既

に行われています「あっせん、調整、要請」などの権限を付与すべきであると思います。

なお、「あっせん、調整、要請」は、現行の児童福祉法第 24 条の 19 に既に明文規定が存在

しているわけです。 

 加えて、資料 12 の 10 ページにこども園への指導監督権限の論点が示されていますけれ

ども、新システム実施主体である市町村が社会的規制機能を発揮するためには、指定・認

可・指導主体は基本的には市町村に持たせるべきだと考えます。 

 最後に、ワーク・ライフ・バランスについてです。これも何人かの委員から御発言があ

りました。働き続けたい女性たちが働き続けるためには、まさにこの子ども・子育て新シ

ステムの実現、ワーク・ライフ・バランスの充実、これは車の両輪だと思っています。法

的に次世代法ができて、行動計画の届出数というものは飛躍的に増えたわけですが、一方

で私たちが現場で感じているのは、「ワーク・ライフ・バランス疲れ」というような言葉も

出始めているということがあります。しかし、実態はまだまだ十分ではないと考えていま

す。 

 そういった意味では、やはりきちんとワーク・ライフ・バランスについての推進もこの

子ども・子育て新システムの中で議論が行われ、しっかりと位置づけることをより強力的

にやっていくということが必要だと思います。 

 ただ、選択肢が幾つかありました。同法の延長とか恒久化等が書かれていますけれども、

これらについてどれが一番適切であるのかということで言うと、なかなかワーク・ライフ・

バランスについて恒久的にずっとやっていくということもまた問題があるのかなとも感じ

ておりまして、ここについては議論を深めていくことが必要であると思います。 

 少なくともワーク・ライフ・バランスの取り組みを、次世代法の期限である平成 26 年度

末で切るということにはならないということは申し上げておきたいと思いますし、ワー

ク・ライフ・バランスについては、さまざまな省庁でいろいろな会議、議論が持たれてい

ますので、この場だけで決められるものではないのではないでしょうか。 
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 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 では、続いて木幡さん、田中さん、どうぞ。 

○木幡委員 幼保一体化ワーキングチームから参りました、フジテレビの木幡美子と申し

ます。本日は意見を述べる機会を与えていただき、深く感謝しております。 

 私は利用者の視点から主に民間参入について意見を述べさせていただきたいと思うので

すが、これは私の周りにいる多くの働くママたちの声でもありますので、どうか聞いてい

ただけたらと思います。 

 今、夫婦ともに働きながら子育てをすることは、もう特別なことではなくなってきてい

ます。ならば、そういうカップルの間に生まれた子どもたちを確実に保育所なり幼稚園に

通わせてあげることは当たり前のことだと思うのですが、でもそれができない人が今たく

さんいます。待機児童の問題です。子どもを産んだら、今やっている仕事を続けられない

のではないかと不安を持っている女性がたくさんいて、それが原因で生まない人もいる。

また、保育所にちゃんと入れるかという保証がないために、２人目、３人目が生めなかっ

たという人もいます。少子化が本当に急速に進んでいるのに、これはとても残念なことで

はないでしょうか。 

 保育は公共性の高い分野だから民間の参入にあまり賛成できないという方がいらっしゃ

るようなのですが、どこにも入れず素人の保育者に預けたりと、また仕方なく職場に連れ

まわしたりということの方がよほど子どもにとってはよくない結果を招いていると思いま

す。私もこれまでのやり方で待機児童が解消できていれば、あるいはそもそも待機児童と

いうものが発生していなければ、民間参入について特に何も申し上げなかったかもしれま

せん。しかし、何十年も解決されていない現状を見ますと、これはむしろお願いしてでも

民間の力を借りて協力し合わないとだめなのではないかと思っています。 

 それによってこれまでになかったアイデアですとか、効率的な運営、古いしきたりを排

除した新しい取組なども生まれるのではないかと思います。ですから、ただ単に増やすと

いうことで申し上げているのではなく、働き方が多様化する中、これまでの保育の仕組み

では対応しきれなくなっている部分も多いのもまた事実なので、多様な事業主体の参入は

そういった問題も同時に解決してくれるのではという期待と、また希望を込めて申し上げ

ております。 

 そもそも最初から民間は不安のように語られて、スタート地点から非常に厳しい規制を

かけたり、恣意的に需給調整がされたりということには違和感も覚えますし、一定の基準

を満たせば同等にチャンスが与えられるべきではないでしょうか。 

 また、今の利用者というのは、インターネットとか独自の育児コミュニティなどを通じ

て情報を集めるのはとても得意ですし、むしろうるさいくらいですから、利用者に選ばれ

ないところは自然と淘汰されていくはずです。逆に言いますと、今、公的に認められてい

る園に通わせている人の中にも 100％満足していないけれども、そこしか受け入れてくれ
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ないから仕方なく通わせている人だっています。今の状況は利用者の選択能力を軽視して

いるようにも感じられますし、都市部においては利用者に選ぶ自由すら与えられていませ

ん。ですから、是非、今あるすべての園においても、どのような運営、保育・教育をして

いるのかをもう一度チェックしていただいて、利用者の満足度をはかって、更に第三者評

価を義務づけるなどしてみてはいかがでしょうか。保育の量的拡大、質の向上に加えて、

情報公開も是非お願いしたいと思います。 

 ２点目ですが、改めて今回のシステムを見たときに、こども園（仮称）と言ってもその

中にはいろいろな形態があって、指定と認可はどう違うのかとか、利用者にとってはわか

りづらい部分がありますので、ここは是非国民に対して丁寧でわかりやすい説明をしてほ

しいなと思いました。 

 株式会社の参入を「例外」という言葉を使って表現されている。これはどうするかはこ

れから決めるようですが、ちょっと気になったのは、「認可」とか「認可外」という言葉の

ように、内容ではなくワードだけでマイナスイメージを植え付けるということにはならな

いでほしいなと思います。 

 また、わかりやすさという点では、私は以前から申し上げておりますが、子ども家庭省

（仮称）を設けて、その所管の一本化も行うべきだと思います。同じ年齢の子どもを扱っ

ているのに管轄が分かれているというのはやはりおかしいのではないかと思います。 

 最後に利用者負担についてですが、基本的には所得に応じた応能負担でよいと思うので

すが、ただ、長短の区分ごとに定額制としますと、仕事の配置転換、家庭内の変化によっ

て利用時間が変わったりすることもあると思いますし、中には 12 時～20 時という時間帯

で働いているようなフルタイムの人もいますので、そういう時間に関してはフレキシブル

に対応できるような柔軟性も確保すべきだと思います。 

 あと、新システムにおいてコスト意識の喚起はあまり必要ないとあるのですが、先々を

考えて本当にそうなのかという部分が引っ掛かりました。といいますのは、やはり働き方

が多様化する中、預ける時間が日によって違うとか、それでも料金が同じというのは少し

違和感を覚える場合もありますし、料金が同じために、必要以上に長時間預かけることに

つながったりもすると思いますので、是非その辺も柔軟に対応していただけたらと思いま

す。 

 何を申し上げたいかといいますと、株式会社などの新たな参入も期待される中で、そう

いった料金の支払い方をパターン化してしまう、がちっと決めてしまうために、せっかく

一体化したことによる柔軟なサービス、そういったメリットが発揮できなくならないよう

にしてほしいなと思いました。 

 中には多少高くてもいいサービスを受けたいという利用者もいると思いますので、今後

是非この新システムの下で生まれてくるであろう柔軟なスタイルにフレキシブルに対応で

きるような料金体系、システムにしていただきたいなと思いました。 

 以上です。 
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○園田座長 ありがとうございます。 

 それでは、田中さん、お願いいたします。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中です。費用負担とワーク・ライフ・バランスについ

て意見を整理させていただきたいと思います。費用負担については何度もここでお話をし

たのですが、商工会議所の考え方を整理すると４つあると思っております。 

 まず、費用負担については、社会全体による費用負担の意味からも、すべて公費負担に

すべきだと考えています。社会全体として括弧書きに国・地方・事業主・個人とあります

が、国と地方は経路であって財源ではないのだと思います。もともと企業と個人が財源と

して公費負担をしているということであると考えられます。 

 ２つ目に、その中で企業の公的負担率は国際的にも高水準であります。また、社会保障

費の増加や企業の減少等により、個々の企業の負担が増えていることが目に見えています。

こういうことは結果として経済成長に悪影響を与えたり、企業の海外移転が進行している

ということにつながっており、財源の確保に負の影響を与えていると思います。 

 ３つ目は、特にこの中で中小企業の労働分配率は約８割に達しており、負担の増加は雇

用の確保や給与の確保ができないといった悪影響を与えるものと考えております。 

 ４つ目に、公費に加えて現況のように厚生年金ルートにより拠出するという考え方は、

給付と負担が対応していないこと、また個人事業主からの拠出がないなど、公平性に欠け

ると考えています。 

 以上の４つが費用負担に対する考え方です。 

 ワーク・ライフ・バランスにつきましては、新システムの事業主行動計画の位置づけに

ついて、資料 11 の 13 ページにある案１のとおり、現行の次世代法が時限立法である以上、

期限まで待ってその効果の検証を行った上で延長の必要があるかどうか判断すべきと考え

ています。 これらの指標は、景気や経済成長などの外部要因に左右されやすい。特にこ

の政策モデルから考えると、雇用が際限なくあって、十分な給料が確保されているという

前提の下での効果測定にすぎないと思います。中小企業にとっては、父親も母親も育児休

業休暇を取ったときに給料が確保できない現実があるなど、中小企業モデルにこれをその

まま当てはめることは難しいと考えているので、十分な検討が必要です。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 それでは、こちらからいきましょうか。山口さんと続いて両角さん、どうぞ。 

○山口委員 日本こども育成協議会の山口でございます。私は区割りの２番と４番につい

て意見を述べさせていただきます。 

 まず、株式会社の総合施設（仮称）への参入についてお話をさせていただきますが、参

入の段階で、６項目でもう既に質が担保されておりまして、また参入後も同じ基準で指導

監督されるにもかかわらず、なぜ株式会社だけ例外というようなことが出てくるのかとい

うことでございます。株式会社の参入について自治体にこの部分を留保すれば「地域の実
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情」という文言を盾に、今までと何も変わらないということが繰り返されると考えます。

また、私、資料の 19 ページから資料を提出させていただいております。 

 また、学校教育法に合わせるから株式会社を例外というようなことでございますが、例

えば学校教育法の附則で、「当分の間、個人立幼稚園を認める」という、これは実に 60 年

前の附則でございまして、これが「当面の間」、「当分の間」というのが 60 年も続くような

学校教育法にどうして我々が縛られないといけないのかということが疑問でございます。

まさにどうもこういった議論を聞いておりますと御都合主義的にしか私には聞き取れませ

ん。参入の段階で規制をするのではなくて、その後の欠格事由や監査や監督といった中身

の部分で質の方を追求するべきだと思っております。 

 続きまして、指定制の需給調整についてお話をさせていただきますと、私は基本は自然

淘汰、つまり事業者の切磋琢磨による質の向上、いい質の保育所が残るといった制度にす

るべきだと考えております。これは多くの方も同じような同意見だと思いますが、もし需

給調整というのが規制なく認められますと、やはりここにも恣意性が働くことが当然予想

されます。保育所が頑張って保護者と保育所側が一生懸命いい保育をして人気が出て、に

もかかわらず需給調整の名の下に、例えば「一律 20％ずつ定員を削減してください」とか、

そういったことがあってはいけないと思っております。 

 仮に調整がどうしても必要ということであれば、国による厳格な基準を設けるべきだと

思います。また、更に不服申立機関のようなものを国に設置すべきだと考えております。 

 続きまして、今まで指定制等のお話ですが、実際には数十万人の子どもたちがその指定

制に入らない施設に組み込まれる可能性があると思っております。一時保育や夜間保育な

どを専門的にやっているような保育所がそうでありますが、こういったところにもしっか

りと公費が入るような制度をつくっていただきたいと思っております。 

 最後に指定制の要件でございますが、今のところ認可要件の最低基準を基本とされてい

るようですが、もしこれをそのまま今の東京都であるとか横浜市であるとか、こういった

待機児童の非常に多いところに適用されたらどうなるかということについて書いておりま

す。 

 都市部では保育士が本当に全く足らないというのが現状でございます。そういった中で、

その資格要件を厳格に適用しましたら、今まで有資格者を 100％配置していないような施

設が一斉に有資格者を採用し始めます。そうすると、今でも足らないのに更に足らない状

態になって、待機児童解消どころではなくなるのは明らかでございます。是非この部分に

関しては、地方の実情に応じたレベルを考慮していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 続いて、両角さん、よろしくお願いします。 

○両角委員 両角でございます。３点ありますけれども、まず新システムにおける市町村

の関与について申し上げたいと思います。 
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 普光院委員なども言っておられましたように、新システムにおいては多分新システム法

ということになるのでしょうけれども、市町村が負うべき責務というか義務をもっと具体

的に定めるべきだと考えております。 

 具体的にという例としては、例えば手続面ではこの子ども・子育て会議（仮称）という

のは設置を義務化するべきだと私も思いますし、その他ほかの委員が挙げられたいろいろ

なこともあるのですが、プラス待機児童の多い市町村においては、やはり需要が供給を上

回るわけですから、そのような場合に調整義務を負うということも明記させていただきた

いと思います。それはやはり地方主導で市町村が裁量を発揮する前提として、やはり法的

にどのような責務を負い、どういう手続を守って裁量を発揮するかというところを方で整

備する人が必要だと考えます。 

 第２点としてはワーク・ライフ・バランスについてですが、私は新システムの中にワー

ク・ライフ・バランスの推進というのを１つの柱として位置づけて、そして次世代法との

関係では、今日の資料にありましたけれども、第３案になるのでしょうか、計画の作成を

恒久的に事業主に義務づけるという案に賛成いたします。ワーク・ライフ・バランスとい

うものが本来目指しているゴールというのは、多分親が単に働けるだけではなくて、それ

ぞれのやり方で職場に参加し貢献できるということ、そして家庭では子どもの世話を今の

ようにぎりぎりにこなしているのではなくて、やはりもっと子どもとの時間をいろいろな

形で味わえるというところがゴールとすべきであって、それは親だけではなくて子どもの

利益になる、すべての子どもの利益になるということを新システム法の中でも理念として

位置づけたらいいのではないかと思っております。 

 もちろん、義務づけると言いましても、計画の内容は業種や企業の規模や、もしかした

ら地域によっても異なってくるのかもしれませんけれども、とにかくそのようなゴールを

目指すためには時限立法で達成できることではなくて、具体的な形も時代によってとか、

時が経過するにつれて変わってき得るものですから、これは恒久的な義務づけであるべき

ではないかと考えております。 

 最後に第３点として、これは保育所の利用者として、私も利用者でございますので、そ

の観点からお願いしたいと思います。１つ何度か申し上げたのですが、やはり心配なのは、

新システムに移行したきときに利用者がかなり混乱、困惑するのではないかということで

ございます。それを最小限にするような手当といいますか工夫を是非お願いしたいと思い

ます。 

 特に待機児童の多い市町村では、まず、申込み手続や契約方式も、もちろん変わります

し、多様な主体が参入してくることで選考基準も多分多様化することですし、サービスの

内容も多様化していきます。それを例えば利用者が一つひとつの施設と個別に契約を結ぶ

ということになりますと非常に大変なのではないかという不安が、実際に利用者とか父母

の間にあるということをお伝えしたいと思います。 

 例えば入園申込みの際、利用者が申し込む窓口などについては、移行をそれほど急がな
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いで、当面市町村が少なくとも民間施設については窓口となって、そして少し時間をかけ

ながら、利用者や園の意見なども聞いて、地方版の子ども・子育て会議（仮称）などで具

体的なシステムをつくっていくというような、拙速にすべてを移行するということからの

混乱というものを防いでいただきたいなと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございます。宮島さんと北條さんと順番に当てていきますので。

ただ、申し訳ございません、大変恐縮なのですけれども、今日はこの後国会の本会議が控

えておりますので、その関係であまり延長ができません。したがいまして、今日まだ言い

足りないところが、一言で終われなかった方もいらっしゃると思いますので、その分につ

いては次回引き続きやらせていただきたいと考えておりますので、これから御発言される

方は、申し訳ございませんが端的にお願いできればと、要点だけ絞ってお願いいたします。

すみません。 

○宮島委員 ありがとうございます。申し上げたい点は幾つかあるのですけれども、本当

に絞って申し上げますと、もうこのシステムを長いこと議論してゴールが近い中で心配に

なっていることはあります。それは税と社会保障の改革が順調にいけば、きっちりとお金

が来ると私も期待しているのですけれども、その結果として、子育てに従事していない人

でも明らかに状況が変わったとわかってもらうという状況をつくる必要があるということ

です。 

 つまり、子育てに従事している人はいろんなところにそれは気がいくしいろんな問題も

あるのですけれども、何よりも今非常に不利益に見えること、子どもを持っていない人か

ら見てもこれは幾ら何でもひどいだろう、これはないだろうと思うところが明らかにちゃ

んとお金を投じたことで、それだけの甲斐があったと国民が思えるように変わるというこ

とが一番大事だと思います。 

 もしお金を投じたのに外から見てあまり変わらないと思われるのであれば、もう二度と

チャンスはなく、世の中の人みんながここにいる人たちが思うほど子育てが大事だと思っ

ているわけではないと実感しておりますので、もしここでしっかり変わらなければ本当に

次のお金は来ないのではないかということをとても心配しています。 

 そんな中で何点か今までのお話にもありましたように、１つは事業体によらずにイコー

ル・フッティングを実現することによって参入を増やすことや、先ほど山縣さんおっしゃ

いましたけれども、とにかく一体化に向けてのインセンティブをしっかり付けるというこ

とは大事だろうと思います。何人かが心配されていますように、私学助成が今のままでは

当初の第５案に見え、一体化に逆インセンティブの要素があるのではないかと非常に心配

しております。 

 更に２点ほどなのですけれども、現実に困っている人たちに本当に底上げをしてすべて

の子どもたちに安心の受け皿がサービスされるということがとても大事だということを考

えると、このシステムの中で、自治体独自でやっている認証保育所ですとか横浜保育所み
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たいなものをどういう形で考えるかというところに関してちょっと心配しております。 

 つまり、ゴールとしての十分な質の確保というのは本当に必要だと思いますし、質の基

準を引き下げるということは将来にわたってあってはいけないのですけれども、たった今

の認可と指定の基準のつくり方によっては、今、基準を満たしていない認証保育所や無認

可の保育所が切り捨てられるのではないかという不安の声が実際にあります。 

 結局、目先、本当にそこしか預けどころがない人たちや子どもたちというのはいるわけ

でして、その預け先がシステムを発動したときに、すべてちゃんとした基準を満たせるわ

けではないことは明らかなのですけれども、でも、そこにちゃんと働いている人、長いこ

と一生懸命やってくれた人も預かってもらっている人もいるという中で、地域の実情に合

わせた弾力的な運用を明確に何とか位置づけられないかと思います。 

 具体的には、これは基準の在り方と交付金の在り方を詰めていくときの議論になるかも

しれませんけれども、例えば猶予期間を設けて、自治体の独自基準に基づく施設なども何

とか底上げをしていくような形で、将来こども園（仮称）としての取扱いを受けられるよ

うな形にできないか。面積というか建物はそう簡単に変えられないかもしれないですけれ

ども、例えば保育士の基準などは、この前内閣府がされた「先取り」プロジェクトでも、

一時的に保育士の条件を緩和されたりしました。保育士は先ほど山口さんもおっしゃった

ように、ばっと制度が変わった時に、今も足りないのにもっと足りなくなる可能性がある

のですけれども、保育士の条件がすぐに満たせないというところでそこの保育所を切り捨

てるということではなくて、時限を区切ってちゃんと底上げをするという形を見ながら、

何とか新システムの中でも弾力的な運用をして、そして、今、恐らく最も公平な扱いを受

けていない子どもや気の毒な状況にある人たち、事業体を底上げするというところを決し

て外してはいけないのではないかと思います。 

 あともう一点は、もう一つの新システムの目標、今回の新システムというのは「利用者

の方を今までより向きましょう」ということだったと思います。ニーズへの対応や利用者

に重点を置いたシステムを目指しているということであれば、やはり需給調整は原則とし

ては利用者の選択の結果であるべきだと思います。ただ、もちろん、さまざまな状況や困

難を考える中で、今の３段階ということを否定するものではないのですけれども、あくま

で覚悟としては、事業体の指定の更新の拒否というのは極めて例外的な伝家の宝刀ぐらい

のつもりであるべきであって、その前にちゃんとした利用者の選択による需給、更に透明

性の高い運用が必要なのだと思います。その意味では、地域の子ども・子育て会議（仮称）

というのは非常に重要だと思いまして、これは関係者、つまり、利用者や事業体などの子

どもの関係者だけではなくて、今、預けていない地域の人、まだ参入していない人、そう

いった公平な目で見られるいろいろなメンバーも入れることが必要だと思いますし、更に

不当な扱いを受けた事業者ですとか、不当な扱いと思った利用者、申し込んだけれども、

納得いっていないという人たちのまさに駆け込み寺のような窓口という意味合いとしても

必要だと思います。言うまでもなく情報の透明化を十分するということは大前提だと思い
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ます。 

 繰り返しますが、本当に新システムがさまざまな論理の結果として、「何だ、今までと変

わらないのではないか」となることが最も私は恐れていることでありまして、多少の不備

とか「今の状況では条件を満たさないけれども」という事業体や、預けている人たちの状

況を何とか押し上げる形のところを丁寧につくって、本当にすべての子どもたち、すべて

の利用者の利益になるシステムになったらいいと思っています。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 では、続いて北條さん、どうぞ。 

○北條委員 時間が詰まっているところをありがとうございます。会議の進め方とそのほ

か４点意見を申し述べさせていただきます。 

 １つ、会議の進め方でございますけれども、幼保一体ワーキングチームの委員の方々か

ら御意見をいただくのは当然必要だと私も思っております。しかし、そのやり方はこうい

う大人数の会議をしていただくということではなく、できれば幼保一体ワーキングチーム

を再開するという形でやっていただくのが丁寧な進め方だと存じます。 

 また、前回、第 15 回の最後の資料５、６の部分、国の基準のところでは、もう残り時間

５分というところで結局説明をして何人かが意見を述べるという形で進んでしまったわけ

ですから、大変失礼ですが、やはりこういうやり方は丁寧とは残念ながら言えないと思い

ます。今後の進め方としても、本日のように１回の会議に 13 種類の資料が出される、そし

て説明を手短にというようなことではなくて、もう少しきちっとした説明をいただけるよ

うな会議にしていただきたいと思います。 

 第１点目でございますけれども、教育と保育を一体的にということが当初から言われて

おりまして、この部分で実は私どもも幼稚園は教育と保育を一体的にやっていると思って

いますから違和感があるのです。他方、保育所の先生方も自分たちも教育と保育は一体的

にやっていると思ってらっしゃるから違和感があるわけです。ですから、私たちが教育と

保育というのを中間とりまとめの段階で学校教育、すなわち学教法の教育、保育は児童福

祉法の保育と定義づけをされたわけですけれども、そういう定義づけでは収まらないとこ

ろがやはり従来からの幼稚園にも保育所にもそれぞれの文化の中であるということをなか

なかおわかりいただけないかもしれませんけれども、御理解いただけるとありがたいと思

います。 

 当初、就労のいかんにかかわらず全ての子どもに対し教育と保育をということが言われ

ていたわけで、例えば預かり保育などは児童福祉法に位置づけるということが早い段階で

は書かれておりましたけれども、それがその後消えていった。消えていったところから逆

に私学助成の存続の必要性というのが出てきたのだと理解いたしております。 

 ２番目に、個人給付の問題でございます。個人給付というからには、現物給付であろう

が現金給付であろうが、財源としては１人当たり幾らという話であろうと思います。現在、

考えられている個人給付というのは財源としては１人当たり幾らと見積られているのか。
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これがこの時点になっても不明でありますので、議論がなかなかわかりづらいということ

になっております。 

 例の子ども手当でありますけれども、あれは１人一律２万 6,000 円ということであった

わけですけれども、しかし、現時点ではここに所得制限が入ってくるということで、大分

性格が変わってきております。地方団体の方々からは、システムから除くべきだという御

意見も出ているわけですが、それで今後の個人給付としての設計の中では、私は所得制限

というのはあり得ると思います。しかし、就労の有無によって個人給付が１人当たり幾ら

というのが変わるということは原理的にはあり得ないと思っております。その点の御確認

をいただければと思っております。 

 ３番目でございますが、公立、私立、幼稚園、保育所とそれ以外にも認定こども園等が

ございますけれども、そういうところでの公平性とか平等性の担保がなされるというふう

に示されております。本当にそうなのかということであります。国と地方の財源を相対と

して措置された場合、例えば指定を受けたこども園（仮称）の仕組みの中に入った幼稚園

と私立の幼稚園、元私立の幼稚園、元公立の幼稚園、私立の保育所、公立の保育所。これ

は単位時間当たりの給付は同額になるという理解でよろしいのでしょうか。これが第３点

目であります。 

 最後、ワーク・ライフ・バランスの問題でございます。これは先ほど清原市長さんもお

っしゃいました、０歳児保育が原理的になくて済むようなものをつくっていくべきだと、

私もその御意見に全く賛成でございます。また、病児保育とか休日・夜間保育等もなくて

はならない部分はしっかりやっていただかなければなりませんけれども、数値目標を立て

てどんどん拡大していくということは、子どもの最善の利益に反することだと思います。 

 幼保一体化の流れが子どもの最善の利益に立脚するのであれば、このワーク・ライフ・

バランスによって、例えば現在 13 時間開所と言いながら保育をやってしまっていますから、

13 時間保育ということではなくて、８時間以内の保育にある年限をかけて目指していくの

だというような具体的な目標というのがあってしかるべきだと思います。残念ながら本日

の資料にはそのような観点がないということは大変残念に存じます。 

 ありがとうございました。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 先ほどちょっと触れられた運営の件でございますけれども、御指摘は踏まえて私も効率

的な、そしてまたできるだけ皆さん方からの御意見をちょうだいしたいという思いがあり

まして、事務局には短くしてくれということは私の責任で依頼をしたものでございます。 

 それが不十分であったということであるならば、私も考えさせていただきたいと思って

おりますけれども、今日もまだ御発言のない方がいらっしゃいますので、そういった意味

では、今日は皆さん方がそろう時間がこの時間帯であったということでございましたので、

こういう形になってしまったのは大変申し訳ないと思っています。 

 したがいまして、まだ今日言い足りない部分がございましたら、従前に引き続いてまた
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御意見をちょうだいしたいと思っておりますし、まだまだ残された課題もございますので、

引き続き次回という形で議論は重ねて行わせていただきたいと思っています。まだ詳細な

部分に関しての制度設計ということの御疑問はございますので、それに資するような形で

皆さん方からの御意見をいただいて、更に次回についても何かしらのアウトライン的なも

のはお示しができるようにしたいなとは考えております。 

 では、引き続いて、時間の関係がありますので、駒村先生をやってから藤原さん、そし

て順番に後はいきますので。 

○駒村委員 もう時間もないので２点ほどに絞ります。 

 先ほどの事業所の拠出のところですけれども、厚生年金ルートというのは１個のルート

だと思いますけれども、先ほどもありましたように、個人事業主の問題をどうするかとい

うことと、非正規、短時間労働者の適用拡大をしておかないといけないだろうというとこ

ろは申し上げておきたいと思います。 

 このルートについて関連して企業負担の割合でありますけれども、やはりこども園給付

（仮称）に関連した部分が対応関係ではより明確ではないかと思います。更にその場合、

事業者負担が上振れするリスクもあるわけですけれども、これはミクロベースで両立の強

化のインセンティブを入れるような仕組みを考えてはどうか。これと関連して次世代育成

法の恒久化も連携して考えるということが必要ではないかと思います。 

 ２つ目、企業の参入、株式会社参入ですけれども、今でも社会福祉法人等は利息という

形で資本家にお金を払って報酬を払っているわけでありますので、それは株式への配当と

いうのと利息というのは資本家への報酬という意味で同じですので、特段だからといって

企業の参入を認めないというのはおかしいわけですから、これは認めていってもよいと思

うのですけれども、その際に、児童のサービスということと施設内で行われているという

ことで、いわゆる情報の非対称性という問題は必ず発生しますので、これと利潤の最大が

くっ付くと質の劣化というのも起きますので、これについてはそういう誘因を押さえるた

めにも配当規制という形で一定の幅の中でやっていった方が関連団体にとっても参入する

予定の企業にとっても、これ以上はできないという自分をコントロールする目安になるの

ではないかなと思います。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 では、藤原さん、どうぞ。 

○藤原委員代理 ありがとうございます。事業主負担とワーク・ライフ・バランスについ

てお話したいと思います。 

 事業主負担について、私どもの考え方は、原則として税でも社会保険でもない、そうい

う中で負担の根拠が明らかになっていないものについてはやはり負担できないという考え

方でございます。 

 また、歳入改革のスケジュールです。いつ消費税率が上がっていつ幾ら入ってくるのか
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ということについてまだ明確にスケジュールができていない。先ほどから御議論がありま

すように、国と地方の協議の方もまだ何も議論がスタートしていないという段階だと思っ

ております。そういう中で、今、私どもが事業主負担について合意するということはでき

ないと申し上げたいと思います。 

 これまで事業主の負担の範囲については、児童手当の乳幼児加算の創設とか、健康保険

の出産育児一時金の引上げに際し流用するとか、児童育成事業の拡大とか、延長保育事業

の一般会計からの付け替えというように、いろいろと目的外使用または目的外だったもの

が対象に充てられるということが繰り返されてきました。その結果、2008 年には実は 1,200

億円も積立金があったものが今はほとんど枯渇してなくなろうとしています。そうした中

で、恐らく来年度の予算編成の中で児童手当の事業主の拠出金が不足するので、拠出金率

を引き上げたいという要請があるのではないかと容易に想像してございます。 

 このようにいろいろな目的外使用がされてきたというのは、まさに税でも社会保険でも

なく、負担の根拠が明らかになっていないということが大きな原因だと思っております。

対象となる給付や事業を一方的に膨らませて、後から請求書を付け回すだけというような

やり方というのは、私どもとしては絶対納得できません。 

 そういう意味からも、今日資料で示されておりますように、事業主負担が現行の水準が

このまま安定的に推移するとはとても思えません。今までの経緯を考えますとそれがどん

どん膨らんでいくのではないかという危惧をどうしても持たざるを得ないということでご

ざいます。 

 ２点目のワーク・ライフ・バランスでございますけれども、これについては私どもは第

１案が適当だと思っております。理由は、現行の次世代法は、、まさに団塊ジュニアの方々

の出産・子育てを促進するという目的で時限で入れられたと私どもは理解しております。

その時期がもう既に過ぎてしまっているわけですので、この次世代法の政策効果をしっか

りと検証した上で次の段階に進むべきだと思っております。今この段階で次世代法の中身

を新システムの中で位置づけるということはやめていただきたい。 

 ワーク・ライフ・バランスは、ここの会議の場では子育てになりますけれども、実はも

っと違う意味で企業の方はとらえております。例えば親の介護とか、外国人の雇用とか、

いろいろな範囲が広がっておりまして、今、企業の方は「ワーク・ライフ・バランス」と

いう言葉はよりも、「ダイバシティ」という言葉を使っています。こういう時代背景の変化

がございますので、今、早急にこの新システムの中で子育て支援にとらわれるかたちで位

置づけるというのは、結果として禍根を残すのではないかと思っておりますので、反対で

ございます。 

 以上です。 

○園田座長 菅家さん、松田さんといきます。 

○菅家委員 連合の菅家です。私は、費用負担の問題を中心に発言をしたいと思います。 

 今回のシステムは、重要な点が幾つかあろうと思っておりまして、その第一は社会全体
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で子どもと子育てを支える仕組みをつくっていくのだということであります。したがいま

して、国、地方、事業主、各者それぞれが負担し合うということが基本だろうと思ってお

ります。 

 ただ、他の社会保障制度に比べまして、利用者の負担割合が非常に大きいということも

特徴でございまして、したがって、公費を中心にその辺の負担を増やしていくということ

が今回の目標の１つだろうと私どもとしては理解しているところでございます。 

 ２つ目の重要な点として考えておりますことは、地域ごとに子ども・子育てのニーズを

きちんと把握し、それに対応するサービスを確保していくということを地域単位、とりわ

け市町村単位で事業計画をつくってやっていくということが今回のシステムの大きな特徴

点だろうと思っておりまして、極めて重要な点だろうと理解しております。そういう意味

で、子ども・子育て会議（仮称）を市町村単位でつくって意見を聞いて、計画をつくって

いくということが極めて重要だろうと思っております。 

 その点で申し上げますと、地域のそれぞれのニーズに対応したサービスを確保するとい

うことは、それに見合った財源を確保していくということとイコールでありまして、今日、

示されております資料２、子ども・子育て包括交付金（仮称）の点でありますけれども、

イメージ１からイメージ３が示されておりますが、給付について言えば、それぞれ共通し

ているわけでありまして、現金給付、こども園給付（仮称）、市町村事業と分かれておりま

すけれども、それぞれ現状におきましては、費用負担割合も違うわけでありますし、性格

もそれぞれ違うということでありますので、財源の確保という点では、これらの給付に見

合った費用負担ということをきちんと明示するということが重要だろうと考えているとこ

ろでございます。 

 イコール・フッティングについて申し上げますと、多様な主体を参入させるという視点

は重要だろうと思っております。そういう意味で、株式会社の参入についてもそういうこ

とで理解しております。ただ、入所応諾義務あるいは撤退規制といった一定のルールを整

備するということがその前提条件だろうと思っております。 

 以上であります。 

○園田座長 続いて、松田さん、お願いします。 

○松田委員代理 ありがとうございます。 

 当事者が声を上げるということは本当に難しく、聞いていただくことも大変だとこの会

議で思いました。勉強したいです。NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会として幾つかお

話したいと思います。 

 地方版の子ども・子育て会議（仮称）は是非設置していただきたいと思います。当事者

に近い人たちが参画して、その中で計画をきちんと見ていったり、評価をしていくという

ことを是非進めていただきたいと思います。また、その中で広域でバックアップしたり、

市町村の格差がないような中間支援というところはどう取扱っていくのかというところを

感じています。 
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 地域の方で活動していますと、「つなぐ役割」が本当に必要だと思います。どうしてもた

くさんすき間ができますので、そこの部分、子どもの育ちのすき間、転入児とかワーク・

ライフ・バランスとかさまざまな場面のつなぐ役割をコーディネーターという形でお示し

いただいていますけれども、その部分の話を更に伺いたいと思っています。 

 そのためにも、財源をきちんと確保していただきたいと思っています。今日の議論でも

ありましたが、だれが負担するかということです。私はこの新システムは大玉送りだと思

っています。玉はとにかく大きくしてほしい、それを送っていく人たち、今日、御列席の

皆様だと思うのですけれども、反対ばかりで支えるふりをする人、口だけで手を出さない

人、すき間があったら大玉は落ちます。是非、当事者の声がきちんと届くような大変期待

している新システムですので、皆さんの力で進めていただけたらと思います。 

 ありがとうございます。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 続いて、池田委員と秋田委員と金山委員ということで、お願いします。 

○池田委員 私どもの団体はピンクの紙を用意させていただきました。しかし、これは繰

り返しお話していることですので、後でお読みいただければと思っております。 

 まず１つとして、保育の現場には短時間保育、長時間保育を含めて多様な保育ニーズが

ございます。したがって、幼稚園、保育所、総合施設（仮称）等多様な施設が残る形で柔

軟にこの新システムを進めていくことが現場には無理がないかなと思っております。 

 私どもは、現在でも幼稚園と保育所が一体化施設になっていく流れは現実のものとして

受け止めております。家庭や地域社会の教育力が低下していく中で、それを補完、再生、

向上させていくために園長は大変努力しております。教育部分も保育の部分も中身を低下

させないように、そして、子どもに無理がないようにということで、会議や行事、研修に

取組んでおります。 

 しかしながら、義務教育でないだけに、非常に弱い立場になっていることも現実です。

ですから、新システムによって創設されようとしています総合施設（仮称）においては、

理想を求めたいと思います。「あのような総合施設（仮称）なら我が子を入園させたい」、

「子ども自身も入園したい」、「働く職員も総合施設（仮称）で働けて幸せだ」と思えるよ

うな施設にしていただきたいと思います。 

 そこで大事なことが、国の基準と地方の裁量の問題、市町村の適切な関与の問題、基本

指針、いわゆる「こども指針（仮称）」の部分と、各施設で使われる幼稚園教育要領等の中

身が非常に重要になってくる。最後に、ワーク・ライフ・バランスの問題だと思います。

私どもは、就労していないで幼稚園に預けている保護者を対象にしておりますけれども、

今、仕事を持って自己実現をしていきたいという保護者もたくさんおります。実際には、

そういった保護者は祖父母に依頼したり、夫婦で協力して幼稚園に送り迎えをしたり、ベ

ビーシッターを雇ったりする中でやっておりますが、そういった仕事を持って子育ても自

分の手でやっていきたいという親に対して、社会全体でワーク・ライフ・バランスの問題
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をしっかり考えていくことが重要だと思っております。 

 以上です。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 続いて秋田委員、どうぞ。 

○秋田委員 時間が遅くなっておりますのに、お時間をいただいてありがとうございます。

東京大学の秋田です。 

 先ほどから、「利用者」、「子育て」という語が出ています。子ども・子育て新システムは

民主党が「チルドレン・ファースト」を言われてつくった、子どものためのシステムをこ

れからつくっていくために、各ステイクホルダーたちが集まっていると私は理解しており

ます。 

 働く現在の親であれば、現在投資です。それに対して、未来投資として子どものための

持続的システムをどうやったらいいのかが、税と社会保障制度の人生前半の制度をつくっ

ていくための最もかぎになる重要なところだと私は考えております。 

 それは、現在、保育所、幼稚園、認定こども園等、多様な施設に通わせている親たちが

皆願っているところだろうと思っています。お手元に資料がございますが、まずは国と地

方できちっと御議論をいただいて、費用負担をしていただいて、応能負担の原則で保育の

必要性の認定を受けた者も学校教育のみの者も負担の公平性の原理でやっていただきたい

ということが１点目です。 

 ２点目ですけれども、現行水準以上の質を保障していただくために、現在、私学助成と

いう機関補助の議論が出ていました。現行以上の質を保障していくために、私は預かり保

育や特別支援部分については現行を保障する補助は最低限必要だろうと思っています。 

しかし、私学助成の議論が皆さんから出ていましたが、建学の精神で特色ある教育のた

めに私立幼稚園のみに振興のお金をつけるとか、幼稚園教諭に一種免許状の保有促進をす

るというのはいらないと思います。保育士と乳児保育部分を担える人材が今不足している

のですから、そうした免許併有促進を幅広くやって、総合施設（仮称）に最終的に一本化

していく途上として認識していくべきです。本当に必要なところはすべての子どもに補助

を続けてだしていく、それが特別支援や預かり保育で、本当に必要な部分はどの子どもも

平等に助成される機関補助がされるべきです。 

その趣旨の公共性ということをきちっとなされ、もし特色ある教育をやられるのであれ

ば、総合施設（仮称）に移る保育所であったり、今後総合施設（仮称）に入る幼稚園も含

め、そうした振興をどのようにするのかを考えていくことが公平性の原理だろうと思いま

す。 

 第３にイコール・フッティングの問題ですけれども、待機児童がいます。ですので、私

はこども園（仮称）で多様な事業主によって子育てを支援していくことはあり得るだろう

と思っています。しかし、学校教育法と児童福祉法の理念に基づけば、家庭だけではなく

て、社会で子どもを育てていくために一貫した公共性の原理が保障されなければなりませ
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ん。 

そのためには、今日、挙げていただいたように、参入する場合にも学校法人、社会福祉

法人に準じた安定性と継続性の担保のための規制が不可欠だと考えています。赤字地域で

はイコール・フッティングの原則というものは現実には成り立たなくて、結局大変なとこ

ろは国費が投入され、経済的な市場における質の競争がなされる地域だけでイコール・フ

ッティングという、自由参入が促進されることになります。保護者が選択をするという時

に、経済学の原理では利用者は決して合理的な選択を必ずしもしないことがたくさんの研

究で明らかにされてきているところでもあります。ですので、親へのサービスが本当に子

どものための保育の良質な基準を保障するのかということを考えたときに、学校教育法と

児童福祉法の下における総合施設（仮称）においては、公共性の原理が第一に保障されな

ければならないと考えます。 

 そうしますと、原則をいえば、迅速性・効率性を保証する配当と安定性・継続性を保障

する貸付け利息とは、たとえ一定割合であっても全然その理念は違っております。ですか

ら、あくまでも基本や原則を申し上げますと、基本として配当は総合施設（仮称）部分に

ついては認められないと考えます。より広い部分としての子ども園については、もちろん、

株式会社の参入はイコール・フッティングなので認められるべきです。しかし、学校教育

法が適用される部分について認められることは、学校教育法体系において０～18 歳までの

一貫した教育制度の中で、御存じのように小学校以上においても参入規制がかけられてお

ります。株式会社の参入については、構造改革特区や専修学校での株式会社の参入規制が

かけられております。 

子どもたちのための安定した公共性をつくることは、単にすぐに待機児童が解消されて

子育てママが安心するという短期的なことではありません。子育てママがずっと学校教育

に安心してきたのは、これが公共性の原理によって学校が成り立ってきたからです。 

 ですから、参入部分については総合施設（仮称）とこども園（仮称）の給付の中の体系

をきちんと分けて、総合施設（仮称）という児童福祉の理念と学校教育法の理念に基づく

ところについては、やはり公共の原理を最優先に考えていくことが必要だろうと思います。 

 もう一点だけ申し上げれば、大学附属幼稚園について山縣先生が言われましたが、今後

は総合施設（仮称）にすべてが移行するビジョンを私たちは描いたのですから、同じ方向

に運営資金が大学への交付金であって別であったとしても、向かっていくことが必要です。 

そのために、今後是非とも御議論いただきたいことは、養成課程の問題です。そこにお

いて、人材が既に０歳から２歳が足りないことは明らかであり、そのために多様な事業種

にも知恵を出していただこうと言っているのですから、この養成の問題もお考えいただき

たいと思います。 

 長くなりましたが、以上です。ありがとうございます。 

○園田座長 ありがとうございます。 

 では、金山委員、どうぞ。 
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○金山委員 NPO 法人マミーズ・ネットの金山です。今日は、発言の機会をいただきまし

てありがとうございます。 

 まずは、利用者の費用負担についてなのですが、応能負担など今以上の負担がかからな

いようにという御配慮をいただいていることに感謝いたします。子育て家庭の経済的な状

況は本当に深刻で、生みたくても生めないという状況がこれ以上続けば、子どもが減り続

け入園希望者も入学希望者も消費者も納税者もみんないなくなってしまうんだということ

を腹に据えながらこの議論をしたいと思っています。 

 子ども・子育て包括交付金（仮称）について、市町村の事業が確実に実施できるような

制度をつくっていただきたいと思っています。市町村裁量が大きくなることはとてもいい

ことなのですが、私が住んでいるような県では、市町村事業の地域格差が今でもとても大

きいです。それが広がってしまうと、すべての子どものためにつくっているシステムであ

ることが有効に機能しなくなりますので、地方版の「子ども・子育て会議（仮称）」をつく

るなどいろいろな御提案も出ていますが、どの市町村においても市町村事業が適切に実施

されるようにしていただきたいと思います。 

 私学助成と就園奨励費等について、一体化を目指しながらも今日、この場に提案として

出てきたということは、もしかしたら一体化への取組がまだまだ難しい段階にあるのかも

しれないと感じています。 

 親の中にも、「変わってほしい、新しいいいシステムにしてほしい」と思う人もいれば、

中には「何で変える必要があるのかな」と思っている人がいることも事実だと思います。

私はこれを一体化の最終的なかたちとして考えるのではなく、移行期間中の措置方策とし

て、検討していくことも可能ではないかと思ってお話を聞いていました。 

 以上です。ありがとうございました。 

○園田座長 では、最後に小田委員、どうぞ。 

○小田委員 なんか私だけが発言しないで帰っていいのかと後から言われたら嫌なので１

つだけ言います。 

私は、今日はオブザーバーだと言われたので発言を控えて、すべてを聞くという形にし

ていました。ただ、１つだけこういうやり方でいいのだろうかという気はしないでもない。

言いっ放しになったりしてしまって、こういう会議の中でやれるだろうか。やはり幾つか

の焦点に絞った形で議論しないと、本当に哲学が出てこなくなってくる。声が大きい方が

勝ってみたり発言するという状況になっては困るので、もっと子どもの側に立つ哲学とい

うものはどうするのかということは、丁寧に議論すべきだと思いました。 

 私も参加させてもらったことに感謝しつつ、終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○園田座長 ありがとうございました。 

 大変申し訳ございませんでした。これまでのこの検討の過程というものは、一通り論点

をお示しさせていただいて、それについて各皆様方がどういう知識あるいはお考えを持っ
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ておられるだろうかというところを一通り聞かせていただきたいということで進めてきた

つもりでございます。 

 そういった意味では、時間的なところもあって、こういう形になっておりますけれども、

もう一点、二点ほど残された検討課題についても触れさせていただきたいと思っておりま

すので、まずは一通りこれをやらせていただいた後に、論点整理を事務的にさせていただ

いたものを御提示させていただいて、そこでいよいよ皆様方から個別の論点について絞っ

て御意見をいただくという機会になろうかと思っておりますので、そういった面では、一

通りまず皆さん方からの御意見をしっかりとお聞かせいただきたいという形で進めさせて

いただきましたので、是非、御理解をいただきたいと思います。 

 先ほど少し北條さんからも御指摘をいただいて、幼保一体化のワーキングチームの皆さ

ん方、これからも言うなればこども園（仮称）であるとか総合施設（仮称）についても議

論を深めていくという点においては、当然とりまとめに関しましては基本制度ワーキング

チームの委員の先生方が主体となって決めていただくわけでございますが、そういった面

では、これまでの議論の参考という点で今日は同席をさせていただいたということで御理

解をいただければと考えているところでございます。 

 したがって、とりまとめに関しましては、皆様方の御意見が主たる御意見という形にな

ってまいりますので、その点も踏まえて、今後私どもとしても検討を進めていければと考

えております。是非、御理解をいただきたいと思います。 

 それでは、時間も過ぎてしまいました。ただし、皆さん方にとってみれば、まだまだ十

分な時間ということには至っていなかったかもしれませんけれども、次回は更に工夫をさ

せていただいて、皆さん方の御議論に供するような形で進行してまいりたいと思います。 

 今日、御意見が至らなかった点については、後日、事務局に対しまして皆さん方から御

意見をペーパーとして賜れればなと思っております。それを次回にでもこういう形で御紹

介をさせていただきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。 

 日程につきましては、追って事務局から御連絡させていただきますので、皆様方には大

変お忙しいとは存じますが、御都合をつけていただければと考えております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、今日はこれにて終了させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 
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