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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３回会合 

 議事次第 
 

 

                   日 時：平成 22 年 11 月４日（木） 9:30～12:12 

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

 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  （１）幼保一体給付（仮称）について  

（２）幼保一体化ワーキングチームの検討状況について  

（３）第２回基本制度ワーキングチームにおける指摘事項の整理について  

（４）意見交換  

 

３．閉 会  
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○末松座長 遅参をいたしまして、大変恐縮をしております。党のＰＴとこの問題につい

ても非常にいろいろな議論が出たことで、なかなかそこで打ち切れなかったものですが、

申し訳ございません。  

 それでは「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３回）」会合を開始いたします。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠に

ありがとうございます。  

 本日の委員の出席について、事務局より御報告させます。  

○藤原参事官 それでは、委員の御出席の状況を御報告いたします。本日は、全国知事会

の高知県知事の尾﨑正直様、全国市長会社会文教委員長・大阪府池田市長の倉田薫様、日

本経済団体連合会の髙尾剛正様。以上の３名の委員におかれましては、所用により御欠席

となっております。  

 また、代理といたしまして、全国知事会より高知県東京事務所長の浜田正博様、全国市

長会より大阪府池田市子育て・保険部長の柏原孝充様、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それぞれ代理で御出席をいただております。  

 なお、連合の中島委員につきましては、15 分ほど遅れるという御連絡をいただいており

ます。  

 以上でございます。  

○末松座長 本日は事務局より３つの資料を提出しております。  

 １点目は本日のメインの議題でございます、幼保一体給付（仮称）についてです。Ⅰと

して、幼保一体給付（仮称）の創設の目的。Ⅱとして、幼保一体給付（仮称）の具体的制

度設計についての２つの資料を用意しております。本日はできればⅡまで議論できればと

は思っております。  

 ２点目は資料２で、こども園（仮称）についてでございます。今週の月曜日、11 月１日

の第２回幼保一体化ワーキングチームにおきまして、こども園（仮称）の基本的なイメー

ジについて御議論がなされました。一応、本ワーキングチームにおきましても同じ資料を

お配りしております。  

 このときにいろいろな御議論も賜りましたのですけれども、一部報道でこれがあたかも

「幼稚園・保育所が 10 年後に廃止だ」ということで、「これが政府の原案だ」というよう

に誤って見る向きもございました。これは「例えばこういうふうなイメージが考えられる

がどうか」といった中での御議論の開始、スタートオフをするための一つの素材として提

供して御議論がなされたという位置づけでございますので、そこはこの基本制度ワーキン

グチームの皆様方に御理解を賜りたいと思っております。  

 幼保一体化のこれ自体の議論をまずはしないと、給付についての議論ができないのでは

ないという御議論があるかと思いますけれども、実は先ほど、党のまさしく幼保一体化を

テーマにした議論をプロジェクトチームでやっていたんですけれども、プロジェクトチー

ムの中である議員の方々から、とにかく財務省に言及がございまして、「どうせ少子化にな
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るんだから、そうなると財務省は虎視眈々とそこで財源を切ってくる。これについて大丈

夫なのか」というお話がございました。  

 私どもの幼保一体化の中で、この給付の一体化ということが占める割合は非常に大きい

ものがございます。そういった財源の削減圧力に対して、我々はしっかりと子どもに、あ

るいは子育てに光を当てて、（子育て）先進国と言われる国々と同じレベルまでしっかりと

財源を一体として確保して、初めてこういった子育ての議論ができるということでござい

ますので、今日のテーマはまずは給付について御議論いただいて、そこで時間が余りまし

たら、今、幼保一体化のワーキングチームがやっております御議論についても承りたいと

考えております。ですので、まずは給付から御議論いただくと。  

 この前、私が申し上げましたとおり、幼保一体化のチームが幼保一体化の基本制度、こ

ども園（仮称）の制度をやり始めたばかりなので、あまりここで最初から御議論をああで

もない、こうでもないと言い始めますと、幼保一体化チームそのものを否定していくこと

にもなりますので、そういった意味で、まず最初に給付について御議論をいただくという

形にしておりますので、どうか御理解をいただきたいと思っております。  

 それでは、この資料１の幼保一体給付（仮称）につきまして、事務局より説明をお願い

します。  

○北條委員 ただいまの末松先生からのお話はよくわかりました。そういうことで基本的

には結構でございますが、私どもはこの冒頭、新聞記事の件につきまして、政府としては

こう決めたのではないと。幼稚園、保育所は残すんだというお話が各新聞にも２日辺りに

は出ております。そういうことではよかったかなとは思っております。  

 しかしながら、幼保一体化ワーキングチームに提出されました「こども園（仮称）Ⅰ（案）」

というものについて、私どもが一番問題としておりますし、また新聞が誤った報道をした

部分が修正されないまま今日にも提出されているわけでございます。したがいまして、私

どもとしては、原則論としては、その間違っている部分をまず正して、イメージを修正し

た上で議論をしていただくというのが本来は筋だと思います。  

 ただし、やはり多くの公費を使って貴重な時間を割いて検討していただいているわけで

ございますが、私どもも今日の議論をやめろなどという、そんな乱暴なことを申すつもり

はございません。御議論をしていただいて結構でありますけれども、元来そのイメージだ

と言うなら、その部分で誤解が生じないようなものにつくり変えて議論をすべきだと。そ

うなれば我々も積極的に議論をいたします。しかし、それが今なされておりませんから、

私どもは本日議論に加わりますけれども、前提で大変懸念を持っております。あの前提部

分がそのままであるならば、我々は断固反対でございますから、そのことを初めに申し上

げます。  

 案でないのであれば、ここでみんなで検討をしてつくり上げていくということで、大変

ありがたいお言葉だと思います。そういうことであれば、ここで議論されたことを踏まえ

て、次は修正された案が出てくるはずです。したがいまして、この前提に誤りがあるイメ
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ージに基づいて議論を行って、この部分について今日は大方の賛成をいただいたというよ

うな乱暴なとりまとめは是非ともやめていただきたい。そのことを初めにお願いいたした

いと思います。  

○末松座長 どうもコメントをありがとうございます。私の方も皆様にこれでよろしいか

ということを言わなければいけなかったですね。北條委員がおっしゃることは私どもも理

解をしております。そういった意味で、イメージの素材を提供したと同時にはっきりさせ

たいのは、案についてはこれはまさしく幼保一体化のチームの御議論を踏まえた中で、そ

こで御議論の中でこれからきちんとつくり上げていくということでございます。私と（幼

保一体化ワーキングチームの）大日向座長も、そういった意味で一致をしているところで

ございます。そうですね。  

○大日向委員 はい。  

○末松座長 そういう形で丁寧な議論を運んでまいりますことを改めて申し上げたいと思

っております。進め方はそういう形でよろしゅうございますでしょうか。  

（「はい」と声あり）  

○末松座長 では、事務局はそういう形でお願いします。  

○小宮山副大臣 今のまとめできれいにまとまったので、一言だけ誤解を受けないように

言いますと、前回のイメージ図というのは一番きつい、極端な例を出して御議論の基にし

ようということだったので、それが事務局案というのは間違っているというのは末松さん

がおっしゃったとおりです。  

 ただ、それを基にして議論が今、始まっていますので、その基を今から変えるとまた混

乱するので、それはあくまでもイメージ案で、これからつくり上げていくもの、ここで御

議論をいただくものが案になっていくという御理解をいただければと思っています。  

○末松座長 どうぞ。  

○渡邊委員 全国町村会でありますけれども、確かに北條さんの御意見もわからないわけ

ではないです。しかし、現下の我々ワーキングチームとして議論をしている過程の中で、

現行での制度、この幼稚園、保育所、認定こども園、これらをいかに地域で支えるかとい

う大前提に立って、制度設計に向けて議論を始めてきているわけです。やはりそういう前

提から考えていきますと、どうしても一体的にこども園（仮称）という想定の中に話を進

めていきますと、当然、私立幼稚園の立場、保育所の立場、お互い利害が絡むのは当たり

前なんです。  

 しかし、この前、１回２回とずっと議論をした過程の中では、それぞれの立場を超えて、

目的は一つだという確認をさせていただいているわけです。ですから、こういう極端なこ

とも、むしろきちんと事務局の方に出していただいて、それを前提として議論をさせてい

ただきながら、反対ならば反対でもよし。しかし、その中には歩み寄れる妥協点も必ずあ

るはずですから、そういう考え方の中できちんと議論と今後の進め方を模索していったら

いいのではなかろうかと基本的には思います。  
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 前にも申し上げましたけれども、私どもの町では、既に幼保一体化、いわゆる子どもに

関して、今、６年も運営しているんです。そういう現状からすると、そこでかみ違うのは

公立か私立かの問題だけなんですね。ですから、その辺のことも併せ待って、むしろお互

いに前進していくべきではないかと基本的に私は考えますので、それぞれの立場がありま

すから極端なことは控えますけれども。以上であります。  

○末松座長 ありがとうございます。今、渡邊さんもおっしゃいましたけれども、今ここ

の場におられる方は多分歴史的な仕事をなさって、歴史を刻んでいくことになると思いま

す。そういった意味で、今、渡邊さんがおっしゃいましたけれども、いろいろな立場を乗

り越えて、その中で将来どうあるべきかというのを最終的にはここの方々が決めていくと

いうふうに私は思っておりますので、本当にどうもコメントもありがとうございました。  

○濵谷課長 それでは、資料１－１「幼保一体給付（仮称）についてⅠ（案）」、目的につ

いて御説明申し上げます。  

 １枚めくっていただきまして、目次でございます。全体構成、創設の目的、現行の仕組

み、認定こども園、幼稚園、保育所、幼保一体給付（仮称）創設の目的、基本的な考え方

でございます。  

 ３ページでございます。現行の幼稚園、保育所の仕組みでございます。御案内のとおり

おさらいでございますけれども、幼稚園は３歳以上の幼児に対する教育を施す学校でござ

います。幼稚園の入園に当たりましては、利用者がそれぞれの建学の精神等に基づく多様

な幼児教育を行う施設を自ら選び、施設と直接契約することとなっております。また、財

政措置については、各幼稚園の運営に必要な経費の一部を公費により助成するという方式

が取られておりまして、保育料につきましては各園が自由に定める、すなわち自由価格で

ございます。  

 一方、保育所につきましては、共働き等の理由により家庭において保育ができない子ど

もに対し、個々の家庭に代わって保育する児童福祉施設でございます。したがって幼稚園

とは異なりまして、保育所の入所に当たっては親が働いているかどうかなどの保育に欠け

る認定を受けた上で、市町村が子どもを保育する施設を決定する仕組みとなっておりまし

て、保護者と保育所の間に契約はございません。財政措置につきましても保育を必要とす

る子どもの確実な利用を保障する観点から、公費により保障するという形を取っておりま

して、完全な公定価格ということでございます。また、保育料につきましては所得に応じ

て市町村が定める費用徴収が行われております。  

 ２つ目、認定こども園でございます。認定こども園につきましては、この幼稚園制度と

保育所制度を基礎とした上で、小学校就学前における幼児教育、保育、子育て支援を総合

的に提供する機能を有するものとして認定を受けた施設でございます。認定こども園につ

きましては、契約方式は幼稚園と同様、利用者が施設を自ら選ぶ直接契約方式となる一方

で、幼稚園・保育所それぞれの既存の財政措置しかない、言わば幼稚園部分については私

学助成と就園奨励費、保育所部分については運営費ということで、既存の措置の組み合わ
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せということでございまして、特に認可外部分についての財政支援の充実、保育所部分、

幼稚園部分という二重行政、特に財政面での二重行政の解消が指摘されております。  

 こうした状況を踏まえまして、文部科学省、厚生労働省が協働して平成 20 年度補正予

算から、安心こども基金による財政措置を行っておりますけれども、予算補助であること、

かつ平成 22 年度までの時限措置であること。２点におきまして制度的ではない、恒久的

ではないという問題点がございます。  

 更に認定こども園におきましては、幼稚園籍の子ども、保育所籍の子ども、２つの籍の

子どもがいらっしゃいますけれども、同じ時間、同じような幼児教育・保育を受けた場合

であっても、幼稚園と保育所の財政措置と利用者負担の仕組みが異なりますので、幼稚園

と保育所とで利用者間の負担が不公平ではないかという指摘もございます。  

 ちなみに※でございますけれども、私立幼稚園の平均保育料は年額約 30 万円でござい

ます。預かり保育料については施設によって当然異なりますけれども、年額３～ 12 万円程

度ということでございます。  

 一方で、保育所の保育料については所得に応じた費用徴収でございますが、平均年額約

32 万円ということで、同じ施設におきましても保護者負担の仕組みが異なっているという

ことでございます。  

 次ページでございます。こういったことから、幼稚園、保育所、財政措置、利用負担は

異なっているということで、こういった財援支援の必要性、二重行政の解消、利用者負担

の公平性の確保等が指摘されてきております。  

 この幼保一体給付（仮称）でございますけれども、この創設の目的につきましては、こ

れまで指摘されている問題点を解消しまして、幼児教育保育に関わる財政措置に関する二

重行政の解消、財政措置に関する公平性の確保、利用者負担の公平性の確保のための制度

的かつ恒久的な財政措置を目的とするものでございまして、財政面から幼保一体化を図る

ものでございます。  

 基本的考え方でございます。７ページでございます。今で申し上げましたとおり、比較

していきますと、財政措置が幼稚園、保育所でそれぞれ異なる。認定こども園もまた異な

る。契約方式で幼稚園は完全な自由契約、保育所は契約がない。  

 給付の方法については、幼稚園は完全な自由価格。保育所は完全な公定価格ということ

で大きく異なっておりますけれども、幼保一体給付（仮称）については次のような制度設

計としてはどうかということでございます。  

 １点目でございますが、例外のない幼児教育・保育の保障の視点から、市町村が客観的

な基準に基づき保育の必要性を認定する仕組みとすること。  

 ２点目。保護者に対する個人給付を基礎として、財政措置及び利用者負担の公平性を確

保した上で、確実に幼児教育・保育に要する費用に充てるため、施設に対する法定代理受

領の仕組みを検討するとともに、契約方式については公的な関与の下の契約、公的幼児教

育・保育契約（仮称）を基本とする。当該契約については、施設に応諾義務を課す。  
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 ３点目でございますが、費用については公定価格を基本としつつ、サービスの多様化の

観点、私学の建学の精神など設置者の自主性も踏まえ、柔軟な制度を検討するということ

でございます。  

 ８ページに主要論点例とございますけれども、詳細については資料２で御説明いたしま

す。財政措置、契約方式、利用者負担、価格設定はそれぞれ異なる点につきまして、財政

措置について幼保一体給付（仮称）を基本とすること。契約方式について公的幼児教育・

保育契約（仮称）を基本とすること。利用者負担についても給付に応じた一定の負担を基

本とすること。価格設定については、公定価格を基本とした上で、柔軟な価格設定を認め

るということでございます。  

 ９ページ、10 ページについては、今、申し上げた点につきまして、図にしたものでござ

います。現行の幼稚園制度、保育所制度の財政措置がそれぞれ異なること。利用者負担も

それぞれ異なること。これについて、３歳以上、３歳未満におきまして、３歳以上につい

ては標準的な教育時間に対応する幼児教育部分と保育部分を合わせた幼児教育・保育給付

（仮称）でございますけれども、３歳未満について保育給付という給付構成にすること。

利用者負担については法律に基づく負担にすることということでございます。  

 なお、※で書いてございますけれども、幼児教育、保育の定義の整理については、現行

制度における整理を前提としたものでございまして、これはこども指針（仮称）ワーキン

グチームにおいて別途議論を行う予定でございます。  

 契約方式については、これも今までの説明のとおりでございますけれども、現行制度に

おいては幼稚園は利用者と幼稚園との直接契約で、利用料も直接支払う。保育所について

は公的な市町村と利用者との契約でございますけれども、新たな制度におきましては利用

者とこども園（仮称）とが直接契約をいたしますが、保育の必要性を認定すること。法定

代理受領の仕組みを入れること。応諾義務を課すことなど、公的な関与の下の契約方式に

してはどうかということでございます。  

 以上でございます。  

○末松座長 ありがとうございます。それでは、また御議論を賜ればと思っております。

挙手をしていただいた上、よろしくお願いします。渡邊さん、どうぞ。  

○渡邊委員 前回、席の都合でなかなか発言の機会をいただけませんでしたので、今日は

一番最初に発言させていただきたいと思います。  

 今ほど説明を受けました幼保一体給付（仮称）のことにつきましては、総論的には私は

評価できるものと考えております。ただ、３点について、どうなのかなということも踏ま

えて、御意見を申し上げたいと思います。  

 まず１点目は、地域主権の観点から国による関与は最小限として、地方が地域の実情に

応じてサービス提供することが可能となるような制度設計を考えてほしいということが第

１点。  

 ２点目には、国及び地方の恒久財源の確保の議論がない中で、具体的な給付の制度設計



 7

を検討することはいささか問題があるのではないか。または財源の見通しを立ててから議

論をする必要があるのではなかろうか。これは鶏が先か卵が先かの議論になる可能性もあ

りますけれども、その辺のことをちゃんと踏まえないと、なかなか進まないのではなかろ

うかという懸念であります。  

 ３点目には、特に指定制度の導入によって認可外施設も幼保一体給付（仮称）の対象と

なる場合、その基準について地域の実情に応じたものとなるよう柔軟な制度設計にすると

ともに、十分な財政措置を行うべきではないか。これは私ども全国町村会の立場で、脆弱

な市町村の財政基盤ということを考えますと、どうしてもそのことを優先的にお話し申し

上げておかないと、市町村の公立の立場で運営していく場合、非常に困難を極めていくこ

とがあります。  

 また、今日も民主党で一括交付金のヒアリングに行き、その後ここに参ったんですけれ

ども、それらが一括交付金と一体的な問題として議論される懸念もある。そうなりますと

我々市町村にとって、そのことが市町村の財政基盤を揺るがすことにもなりかねない。今

までいわゆる交付金とか地域再生基盤強化交付金とか、いろいろな形で使い勝手のいい財

源が確保されていたのが、そのような形で除外されて、また圧縮されるという危険性すら

はらんでいるわけでありますので、ここで絡み合わせるのは問題があるかもわかりません

けれども、こういう財政措置のことについても強く前提として話させていただいて、制度

設計についても考え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。  

 以上です。  

○末松座長 御意見は賜るとして、質問については大体３人ずつくらい一括していただい

て、そして答えていくという形を取りたいと思ったのですが、まず財源の見通しですね。

これについては一般的に関わるものですから、私の座長としての立場を述べさせていただ

きたいんですけれども、要は鶏が先か卵が先かという話ですが、これは正直言って皆さん

に御議論をいただいて、「これにはこれだけかかる」という形で制度設計して、そこでどう

だという形にしないと、逆に、「詰まっていないものだから、そんなものは要らないではな

いか」という財務省のいつもの議論で押し切られる危険性もございますので、そういった

意味では、ここで内容をしっかり審議して、こういう形にしたいと。あとは政治でやって

いく、決意でやっていくということしかないので、そこのところはまずは御理解いただき

たいと思います。  

 地域主権についても同じ論理で、「こういう形でやっていくんだ」という箱がしっかりと

ないと、ナショナルミニマムという位置づけにしっかりしていかないと駄目なものですか

ら、そこは是非ここできちんとやるというのが私はよろしいのかなと思っております。い

ずれにしても「決めがないとなかなかできませんね」ということで、ただ、横を向いたら

吉田財務大臣政務官がおられましたので、なかなかあれですけれども、その意味もあって

吉田政務官にも御出席を賜っているということでございますので、どうぞ御理解を賜りた

いと思います。  
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○渡邊委員 簡潔に１点だけ。確かにそういう理解はわかるんですが、我々地方六団体と

か、いろいろな地方の意見を聞いていただいているんですけれども、結果として見れば、

財務省の先生には悪いんですけれども、いくら政府でもない袖は振れないということで、

結果的にそうなってしまうのが今日までの経過なんです。  

 それでなくても国と地方も借金財政という状況の中でやりますから、子ども手当も１万

3,000 円から 2,000～ 3,000 円アップするとか、中学生以下は２万円にするとか、そういう

のもあるようですけれども、なおさら我々のこの現物給付の分野は、幼保一体とした給付

の中で、そういうものを我々が幾ら制度設計して財源を要求しても、それがかなえられる

のかどうかという疑問を感じるから申し上げているので、その辺を御理解いただきたいと

思います。  

○末松座長 簡単にコメントを一言だけ。ただ、言い値を言えないと、それもできなけれ

ばだめなので、まず言い値をしっかりつくるということは重要だと思います。  

○田中（常）委員 東京商工会議所の田中と言います。今回初めて出席なんですが、今の

お話だと、かかる費用は煮詰めろと。それから後の財源の話は別途考えようと。財務省を

相手にする話では、我々事業者としては非常に不安です。  

 まず事業者にどういう立場で我々がここにいるのかということも含めてお話をいただか

ないと、ここで合意をしたことがこれだけいるということが、事業者としてそうだという

ふうに合意をするという話に使われてしまっては困るわけです。  

 １つは、事業者のことをちゃんと考えてほしいと言っているのに一度もお返事がないこ

とが１つ。もう一つは、成長戦略も含めて全体の話をしようとしているときに、片方の話

だけをしようという話は、全体の話とずれているのではないでしょうか。要するに、要る

ものだけ考えようと。とりあえず突き詰めようという話をしているということは、我々事

業者が入った意味もないし、全体の成長戦略とどう関わるのかということについてもよく

見えてこないように思います。  

○末松座長 どうぞ。  

○小宮山副大臣 事業主の皆さんの御意見も聞いていないというのは、どこで聞いていな

いのか、今、情報も一生懸命提供し、皆さんからの意見も聞いて、ここでつくる意見には

事業主の方からの意見が当然入るわけですから、その中で形づくっていこうと。  

 今回の政権はとにかく今まで後回しになってきた子どものことを政権の大きな柱にしよ

うとしているんです。成長戦略とも大きく関わっていまして、こういうこども園（仮称）

をつくって、今までより多くの子どもを受け入れれば、そこに雇用も創出できるというこ

とも成長戦略の中に位置づけていますし、事業主の皆さんもこれから少子化で子どもが減

っていく中で、質のよい労働力が、こういうすべての就学前の子どもに質のよい教育・保

育が行われれば、事業主の皆さんにもそれは大いにメリットがあるわけですし、社会全体

で子ども・子育てを支援しようということの中には、積極的に入っていただきたい。そう

いう意味では、事業主の皆さんの御意見も大いにオープンに伺っていますので、聞かれて
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いないというのはどういうことなのかなと思います。  

○田中（常）委員 全体の制度設計の中で、事業主負担というものをどう考えるのかとい

うお話をまず伺いたいと思います。今、言ったとおり、その全体の中で事業主にも当然利

益があるんだから負担しろというお考えが前提にあるとすれば、それをちゃんと明確に出

してもらいたいと思います。  

○末松座長 田中さんは今回初めてでいらっしゃいますが、前回か前々回にこの実際の給

付のイメージの中でそういった御意見も賜って、これをまた何回か詰めていくという話に

はなっております。そういった意味で、それはやっておりますので、今ここで結論づける

という話ではないです。  

○田中（常）委員 要するに棚の上に上げないで、いずれそれについてはそこで議論する

ということで、当面は今のどれだけ必要かということについて議論をしましょうという解

釈でよろしいでしょうか。  

○末松座長 そうです。  

○田中（常）委員 わかりました。  

○末松座長 では、元の議論に戻りますけれども、御意見を賜れればと思っております。

北條さん、どうぞ。  

○北條委員 ７～８ページのところで、応諾義務の話が出てまいります。これは指定制と

関わる話であろうと思います。私どもは私立学校としての幼稚園教育を担当させていただ

いております。そういった立場から、まだこの応諾義務の中身が明確ではありませんから、

今後いろいろ議論をしていけば結構なことなのですが、現時点で念のために申し上げてお

けば、私立学校法の規定により運営されている私立学校にとって、応諾義務というものを

一律に課されることは大変困難を伴うということ。これは当然御認識だろうと思います。

そういうことが１つです。  

 このたびの議論が学校教育体系の中で、小学校入学前の部分を一応切り離して御検討の

ようでありますが、その際、応諾義務というものが小学校以上の各学校種と切り離された

格好で、幼稚園教育のところにだけ課されるということになれば、これは言い過ぎでした

らおわびいたしますが、差別的な施策になってしまうという点に御留意をいただきたいと

思っております。  

 ただいまの御説明の中にはなかったんですが、本日の資料の後ろの方に、国立大学の附

属幼稚園については指定制の対象としないということがございました。ということは、こ

れは応諾義務の対象でもないということで、何か変ではないですかと率直にそういう気持

ちも持っております。  

 以上でございます。  

○末松座長 あともう２人くらい御質問あるいは御意見を受けてから、答えさせます。ど

うぞ。  

○両角委員 明治学院大学の両角でございます。今日は法律ではなくて、私は実際に保育
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所を利用しておりますので、主に利用者の立場から率直に御質問をさせていただきたいと

思います。３点あります。  

 １つ目は、今日の御説明いただいた資料の７ページで、幼保一体給付（仮称）について

は、保育の必要性については市町村が客観的な基準に基づいて認定するとなっております

けれども、従来の保育所の保育に欠けるという要件は撤廃するとが書いてあったと思いま

すが、この必要性の認定基準と現在の基準というのはどう違うのか。具体的には、これか

ら検討されていくと思いますけれども、どういうようなものがイメージされているのかな

と思います。  

 利用者の立場から言いますと、現在は待機児童問題が非常に深刻で、私が住んでいる区

などでは、例えば育児休業を取得している場合には、早めにそれを切り上げるように、あ

るいは勤務短縮措置が職場で利用できるとしても、「それは利用しない方が点数が高くなり

ますよ」というようなアドバイスを受けて、もちろん善意からですけれども、国のワーク・

ライフ・バランスの施策と逆行するような行動をしなければ保育所に入れないという事態

になっております。これだけ待機児童がいる中で点を上げなければいけないとなると、そ

ういうことになるのかもしれませんが、ちょっとおかしいのではないかと私は思っており

ます。  

 第２点は、恐らく指定制度などの下でいろいろな主体が参入してくることになると思い

ますが、どちらにしろ、こども園（仮称）というものは公の性質を持つものだろうと思い

ます。私立であっても公立であっても、幼児の教育ないし保育をするという意味で公の性

質があります。介護に関しても前に問題になりましたように、指定が突然取り消されたり

経営が破綻したりして、その施設が存続できなくなったりするようなことがあると、本当

に利用者は困りますし、特に乳幼児にとっては保育者とか環境が急に変わるのは非常に大

きな負担になります。親の立場から言いますと、それは子どもにとって非常に大きな負担

ですので、是非その持続性を確保するような仕組みをつくっていただきたいということで

す。  

 ３つ目、これは御質問というか、あまりにも素朴なことかもしれませんが、この改革を

することによって、要するにより多くのお金が子どもの教育・保育に行くということにな

るのでしょうか。なるのでなければ困ると思うんです。そして、保育所を実際に利用して

きた者から見ると、保育士の先生は非常に厳しい中で重い仕事をされておりまして、年々

その職場環境が厳しくなっているような印象を受けております。この改革によって、そこ

で働いている人にとっても職場環境がよくなるとか、身分が安定するとか、待遇がよくな

るとか、そういうことがなければいけないのではないだろうか。それは結局子どもに直結

することではないかと考えております。  

 以上です。  

○末松座長 もう一方ございませんか。どうぞ。  

○宮島委員 日本テレビの宮島香澄と申します。前回欠席いたしましてすみません。  
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 まず１つ意見というか御確認と質問があるんですけれども、Ⅰの５ページにあります幼

保一体給付（仮称）の創設の目的につきまして、二重行政の解消、公平性の確保という文

字が並んでいます。これは今まで保育などで話し合った中で問題とされている、つまりは

利用者にとって同じ状況であっても公平にされていないという点と、もう一つは事業を行

う人にとっても同じような質のサービスを提供できていても財政的な支援が同じではない

という２点について言っているということでよいのか。  

 特に利用者に関しては明確に書いてありますけれども、事業体に関しては財政措置に対

する公平性の確保とありますが、これが運営する側にとっても公平であるということをも

う少し強めてといいますか、確認をしながらはっきりさせたいなと思いました。  

 ２つ目は質問ですけれども、これは前にもしかしたら御説明があったのかもしれません

が、こども施設（仮称）とこども園（仮称）という２つの単語が出てきたことに関して、

私の理解がまだ十分ではありません。これまで保育の改革の議論にも参加してまいりまし

たけれども、そのときに市町村が指定をするというのは、いろいろなサービスに対して一

定の質を保っているのであれば、それは必ず市町村なりが指定をするというような形での

指定という単語が使われてきたと思って、しかもそこに対してはちゃんと公的な支援もな

されるべきであるというような議論がされてきたと思います。  

 これを今回の資料のこども園（仮称）についての 14 ページの図と、今の幼保一体給付

（仮称）の給付の考え方というのを併せて見ますと、こども施設（仮称）の中でもこども

園（仮称）に認定されなければ、もしかしたら支援が受けられないのかなとか、もしくは

確かにこども園（仮称）以外にも一時保育とか、様々な多様性を持った給付について支援

をするとは書いてはあるのですが、指定施設のこども施設（仮称）とこども園（仮称）の

境がどう理解したらいいのかがわからないので、ここについては御説明をいただければと

思います。お願いします。  

○末松座長 では、とりあえず今、北條さん、両角さん、宮島さんにつきまして、答弁の

方をお願いします。  

○濵谷課長 資料１－２で大分入るところがございますので、資料１－２の御説明の際に

と思っておりましたけれども、まず応諾義務につきましては、確かに今、幼稚園で行われ

ているさまざまな選考について、どのような形にするのかというのは検討課題でございま

す。応諾義務につきましては、正当な理由がある場合には解除するということがございま

すので、その正当な理由の中でどこまでの選考的なものを認めるのかどうかというのは論

点でございます。これは資料１－２の中で御議論をしていただく点かと思っております。  

 保育の必要性の認定につきましてでございますけれども、まず違いますのは、現在は保

育に欠ける要件を各市町村が条令で定めておりまして、フルタイムに近いところが言わば

優先で、保育に欠けるか欠けないかの言わば二者択一ということでございますけれども、

今回の保育の必要性の認定につきましては、パートタイマーを含めて、きめ細かに保育の

必要性を認定いたしまして、地位を子どもに付与するという形でございます。  
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 そういう意味では、現在の保育所の入所については、保育に欠けると認定をされなけれ

ば、実際に入所できなければ保護者に対する権利性が明確でないわけでございますけれど

も、入所の有無にかかわらず、必要性をまず認定するというところが違うということでご

ざいます。細かな必要性の認定の基準については、これからの議論ということでございま

す。  

 事業者に対する公平性ということでございますけれども、資料１－１の９ページでござ

います。資料の説明を多少はしょって恐縮でございましたが、幼保一体化の効果の②、③

を見ていただきたいと存じます。財政措置に関する公平性の確保という点でございますけ

れども、事業者にとって見た場合に、同じ幼児教育・保育機能を提供している機能であれ

ば同じ財政措置が基本ということでございまして、そういう意味では事業者にとっても公

平性の確保が図られるものと考えております。  

 最後にこども施設（仮称）とこども園（仮称）の関係でございますけれども、これは実

は幼保一体化ワーキングチームにおいても議論になりまして、非常にわかりづらいという

ことで、次回の幼保一体化ワーキングチームで詳細な資料を提出するということで宿題と

なっております。  

 口頭で申し上げますと、まずこども施設（仮称）として指定されたものについては、基

準を満たしておりますと幼保一体給付（仮称）が同じように財政措置がされるということ

でございまして、認可の有無にかかわらず、財政措置がされるということはございます。  

 また、指定施設等については先ほど御指摘がありましたとおり、小規模保育とか病後児

保育とか、言わば施設的なもの以外の多様な保育サービスも幼保一体給付（仮称）の対象

となっておりますので、そういうものも広く含めて指定施設等として対象になるというこ

とでございます。  

○末松座長 どうぞ。  

○田嶋政務官 田嶋要ですけれども、意見を申し上げさせていただきます。やはりできる

だけ一体化のプロセスの中で、全体をわかりやすいシンプルな制度にしていこうと頑張る

のが大事だと思っておりまして、私はまずこの指定と認可が両方存在するというのは考え

にくいということで、前回も議論になったということですが、こういうようなものを新た

にこども施設（仮称）みたいなものの概念をこども園（仮称）に加えて、せっかく改革す

るのにまたわかりにくくなっているという印象がございます。  

 今のⅠ（案）の９ページでございますが、これも３歳以上と３歳未満を分けてございま

すが、これは幼稚園が３歳からということでこうなっているんだと思いますが、やはり一

体化ということであれば、教育給付とか保育給付というような概念を一つにして、年齢を

関係なく、これだけにしていくということが必要なのではないかと思っております。  

 戻って７ページでございますが、これも先ほど宮島さんからも御指摘がございましたけ

れども、保育の必要性をなぜ認定しなければいけないのかというのはよくわからない。こ

れは必要だと親が思えば必要なのであって、お上が認定する仕組み自体をやめなければい



 13

けないのだろうと思いますので、今の保育に欠けるというのと何ら変わらないような感じ

を私は思っております。  

○小宮山副大臣 ちょっと待って。意見を言ってはだめでしょう。省の立場を言うのはい

いけれども、意見は政府側でそろえなければいけないでしょう。  

○田嶋政務官 だから「いいですか」と聞いたじゃないですか。  

○小宮山副大臣 個人の意見を言ってはだめです。  

○田嶋政務官 個人の意見でもないんですけれどもね。  

○末松座長 すみません。座長として、なかなかコメントしにくいんですけれども、田嶋

さん、疑問に答えるような形で、林さんの方からお話がございますので。  

○林政務官 お疲れ様です。確かにこのこども施設（仮称）とこども園（仮称）と２つ書

かれているとすごくわかりにくくて、私も「何でなんだろう」と思って話をいろいろ聞い

ていると、要は例えば基準を満たしている本当だったら認可が受けられる保育所も、今日

来られているトップの方はそんなことはないと思うのですが、自治体はお金を持たなけれ

ばいけないので、認可をしないみたいなケースもあるんです。きちんと基準をクリアーし

たものをちゃんと指定をして一定の水準を超えたこども園（仮称）というものをつくって

いこうと。  

 片や基準を満たしていないものまでこども園（仮称）というクレジットを付けて給付と

いうのはいかがなものか。だから、質の担保の観点と、これまできちんと支援が受けられ

てこなかったところを救っていくという制度を両立させていこうと思ったときに、こうい

うやり方が一番やりやすいのではないかということだったと私は聞いています。すごくわ

かりにくいんです。これは「実はこうです」と言うと、「なるほど」となるんですけれども、

その辺が言葉足らずなところがもしかしたらあるのかもしれません。  

○末松座長 補足ということで、どうぞ。  

○香取政策統括官 概念を整理いたしますと、まず幼保一体給付（仮称）というのは制度

案要綱をごらんいただくとわかるのですが、先ほど私どもの事務局からの答弁の中にもあ

りますように、今回はこども園（仮称）以外のさまざまな類型のサービス体系を用意する

ということになっていまして、幼保一体給付（仮称）というのは、こういったさまざまな

こども園（仮称）以外の小規模なサービスでありますとか、家庭的なサービスであります

とか、そういったものの総称ということになります。  

 したがいまして、先ほど御質問のあった保育の必要性の認定というのは、こういったさ

まざまな幼保一体給付（仮称）と言われているサービス全体について、そのサービスを利

用できる、あるいはそのサービスの必要性を認定する。あるいは認定を受けることによっ

て、サービスを受ける地位といいますか、権利を確定するという意味合いを持つものでご

ざいます。  

 したがいまして、基準は客観的な基準で、その人の必要性を見てみるということになり

ます。現在のいわれる保育に欠ける認定は、保育所という施設に対する入所の有無、ある



 14

いは入所できる、できないということを決定するというものですし、そのときに具体的に

この幼稚園、保育所に対する入所というのを市町村が指示をする形になるのに対しまして、

新システムにおける認定は、今回の制度の中で用意しているさまざまなサービス全体につ

いて、そのサービスの利用を受ける、利用することができる権利を付与する認定というこ

とになります。  

 したがいまして、認定を受けた人はもちろんこども園（仮称）を利用することもできま

すし、それ以外のサービスを選択することもできる。そういうものとして位置づけられて

いるものでございます。  

○末松座長 何か、わかったような、わからないような、非常にかたい答弁でございまし

たけれども、今の関係でどうぞ。  

○宮島委員 幼保一体の方のワーキングチームでされているということですので、あまり

には突っ込みませんが、なぜ気になったということを１点申し上げますと、こども園（仮

称）についてのⅡの中に、こども園（仮称）の設置者は例えば国、地方公共団体、学校法

人、社会福祉法人及び一定の要件を満たした法人にするという文章がありますけれども、

これは今までも保育の中でものすごく議論になっていた、学校法人や社会福祉法人のよう

な設置者であれば自動的にこども園（仮称）になって、企業やＮＰＯの参入は望ましいと

言いながらも、そこには一定の要件を満たした法人であるかのような、これは表現の仕方

かもしれませんが、これまでのかたい壁を守っているような感覚を持たれる表現がありま

して、あくまでそうではなくて、とにかく同じ条件のサービスが提供できるところに対し

ては、同じような支援をするというようなことを改めて確認したいですし、幼保一体化の

ワーキングチームの方でも、そちらの議論でよろしくお願いします。  

○香取政策統括官 認可の形をどういうふうにするかということについては、幼保一体の

後に議論をするわけですが、この制度の中で公的な給付を受ける、あるいは公的なサービ

スとして利用できるというのは指定によって行われるわけで、それは制度案要綱にも明確

に書いてありますように、多様な主体の参入を認め、この例で言えば、認可の形いかんに

かかわらず、指定の基準を客観的な指定をクリアーしているものについては、ＮＰＯでも

株式会社でも指定を受けることができて、サービスを利用できるという形になります。そ

こは変わっておりません。  

○末松座長 では、北條さん。  

○北條委員 そういうことになりますと、それが自動的に学教法の第１条に位置づけられ

るということになるんですか。  

○香取政策統括官 それは認可の方の問題で、指定の問題ではありません。  

○田中（常）委員 改めて商工会議所として、幼保一体化を進めることについては賛成し

ているということを言わせていただきたいと思いますが、その中で田嶋さんと宮島さんの

おっしゃったことは、そのとおりのことを商工会議所でも発言をしたいと思います。保育

に欠けるというものを除いていただいたことはすごく評価ができるんですが、保育の必要
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性の基準というものについて、なるべくならば、すべての必要な人を対象としていただき

たいと思います。  

 事業者として新しく参入するというふうに門戸を開けていただいているというのはわか

りますが、それに対する基準とかいろいろなものについて、障害にならないようにしてほ

しい。先ほど宮島さんが言ったとおり、資格があるところについてはすべて指定をすると

か、もっと言えば、ＮＰＯとか力のないところをどういうふうにそこに参入させるかとい

うことも一歩進んで考える必要はあるんだろうと思います。  

 以上です。  

○末松座長 ただ、無理してそこに参入させる必要もないような気もしますけれどもね。

一定の基準を満たしたところはそのままなりますよという位置づけ、客観的な基準でとい

うことでよろしいのではないでしょうか。  

○田中（常）委員 内需拡大であるとか、そういう人たちをどう取り込んでいくかという

一方の見方としての考え方もあると思います。  

○末松座長 それは政策としてね。すみません。今お三方のあれがずっと続いていますの

で恐縮ですけれども、どうぞ。  

○両角委員 必要性の基準のところなんですが、その基準の位置づけ、意味合いが違うと

いうのは御説明でわかったんですけれども、そうすると、新しい必要性の基準というのは、

必要性は認定されて資格は得られたとしても、現実に保育のサービスが足りないから受け

られない、待ってくれというふうになり得るということでしょうか。  

○末松座長 どうぞ。  

○濵谷課長 そういう意味では、保育の必要性の認定の仕組みと指定による客観的な事業

者の多様な参入というのがセットになっておりまして、供給もそういう自由化をして拡大

していく。おっしゃられたようなことが起こらないような仕組みにしていこうという、言

わば指定制とセットでございます。  

○末松座長 では、よろしいですか。次の御質問の方、挙手をお願い申し上げます。別に

それに限らず、もっと深掘したいという方でも結構でございます。  

 藤原さん、どうぞ。  

○藤原委員代理 経団連の藤原と申します。全般的に私どもの考え方を述べたいと思いま

す。  

 まず、幼保一体給付（仮称）の考え方ということですが、前回も私の方から申し上げま

したように、幼児教育をすべての子どもたちに保障するという考え方に立つのであれば、

やはり幼児教育については１階部分の基礎給付に位置づける方が適当なのではないかなと

思います。そのような前提でありますけれども、今回示された論点に従って順番に考え方

を述べたいと思います。  

 ８ページの表に沿って申し上げたいと思いますが、１番目の財政措置のところでござい

ます。最初は質問になりますが、保育の必要度に応じて給付が設定されるということにな
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っておりますけれども、給付の設定というのは介護保険で言うところの要介護認定に基づ

く限度基準額、要するに給付の上限ということを示したものなのかどうか。この点につい

て教えていただきたいと思います。  

 同じ財政措置の中で、資料には「幼保一体給付（仮称）が基本」とあるわけですけれど

も、機関補助などの追加的な財政措置を行う場合には、多様な主体が参入するということ

を促すためにも、法人類型間での差異がないように是非お願いしたい。これは先ほどの宮

島委員と同じ意見でございます。  

 資料１－２の 38 ページに既存の財政措置の総額がイメージ図として示されております

けれども、割合を示すためということなので、全部同じ規模のようになっておりますけれ

ども、錯覚をするかもしれませんので、保育所と幼稚園とでは、どちらの方が財政規模と

して大きいのかが、如実にわかる図表を示していただきたいと思います。幼稚園と保育所

とでは、補助総額が大きく異なっておりますし、補助単価も異なっております。現行の補

助単価の詳細を示すということともに、仮にどちらか高い方に合わせた場合にどれぐらい

の追加的な財政、財源が必要になるかということも今後の議論の中でお示しいただきたい

と思います。  

 ２番目の契約方式のところでございますけれども、客観的な基準に基づいて保育の必要

性を認定するとなっておりますが、保育のニーズというのは、その時々の経済情勢とか、

働き方と密接に連動し、不況となると短期間で大幅に需要が増大したりするものだと思っ

ていますが、あらかじめ市町村が経済情勢を含め需要の増減を見通し、責務を果たすとい

うことができるものなのでしょうか。  

 また、資料１－２の 17～ 18 ページに保育サービスを確実に保障するために、市町村に

対して、幼児教育、保育の提供責務と利用者支援を求めるという方向性が示されておりま

すけれども、現在の待機児童の解消に向けた具体策と財源の道筋の明確化というものが大

事になってくると思います。責務を全うできる財源がなければ、市町村の方も困るのでは

ないかと思います。また、利用者の方も保育の必要性を認定されても実際にサービスを受

けられないという事態になりかねないと思いますので、十分注意が必要だと思います。  

 ３番目に価格の設定のところでございます。これも資料１－２の 25 ページのところに

「公定価格による幼児教育・保育給付（仮称）を基本にして、付加的な幼児教育・保育の

対価として柔軟な価格制度を認めるべき」との論点があります。また、「自由価格としなが

ら、一定の制限を設ける方法も考えられる」とありますが、どちらを指向していくという

ことなのでしょうか。、上限の設け方にもよるのかもしれませんけれども、多様なニーズに

対応してサービス拡充を図るというためには、事業者が創意工夫を高める仕掛けというも

のが必要だと思います。価格の柔軟性が重要であって、一定の制限を設けるという考え方

には慎重であるべきだと思います。  

 質問なのですけれども、ここでは主に幼稚園を想定し、付加的なものに限定的に価格を

設けてもいいと、または徴収してもいいと想定されているようですけれども、例えば保育
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においても規定時間を超える預かりサービスとか送迎バス、貸布団とか紙おむつ代とか、

利用者のニーズに応じてサービスを拡充した場合も、こういうものの対価については自由

価格部分の保育料で対応できるという理解でよろしいのかどうかをお伺いしたい。  

 もう一つは、先ほど田嶋政務官の方からこども施設（仮称）の指定と認定について複雑

だというお話がありましたけれども、私どもも資料を見ただけで理解が不足しているかも

しれませんけれども、どうして二重のものが必要なのか、また認可外がどういうものにな

るのか、その差は何なのかというのがわかりにくいと思います。今後、新しい資料をおつ

くりになるということなので、またその時に御議論させていただきたいと思います。  

○末松座長 私どもにアドバイスをいただいたんですけれども、資料１－２を前提にお話

をされておられますので、具体的なイメージをやりたいと思います。今、藤原さんが言っ

ておられたようにそこだけお答えさせていただいて、そこで資料１－２の説明に入らせて

いただいてよろしゅうございますか。ありがとうございます。  

 では、簡潔に。  

○濵谷課長 それでは、２点。まず、上限かどうかということは、そのとおりでございま

す。上限でございます。  

 ２点目、実費徴収等については、幼稚園、保育所、共通のルールを定める方向で検討と

いうことでございます。  

○末松座長 では、もしよろしければ資料１－２を説明させてください。  

 どうぞ。  

○濵谷課長 それでは、資料１－２、具体的制度設計についてでございます。  

 １ページ、目次でございます。５点御説明申し上げます。「１．給付の基本」、給付の種

類と支払方法。「２．契約方式」、必要性の認定や先ほどの応諾義務の問題。「３．給付の方

法」、法律上の一定の利用者負担の在り方と上乗せの自由価格の論点。「４．事業者参入の

仕組み」、指定制度の導入の話。「５．既存の財政措置との関係等」ということでございま

す。  

 ２ページ、基本制度案要綱におきましては、幼保一体給付（仮称）は両立支援・保育・

幼児教育給付（仮称）の一環とされておりまして、幼保一体給付（仮称）や育児休業給付

等、切れ目のないサービスを提供するという全体の中の１つということでございます。  

 幼保一体給付（仮称）については、先ほど来、議論がありますが、こども園（仮称）へ

の給付を始め、その他にも小規模保育サービス、短時間利用者向け保育サービス等々、多

様なサービスに対する給付とするということであります。  

 これらのサービスに対する給付については、価格制度を一本化するということでござい

ます。こども園（仮称）につきましては、幼保一体給付（仮称）の対象ということでござ

います。  

 ３ページでございます。この資料はこども園（仮称）の給付を中心に検討ということで

資料を作成しておりまして、次回以降、小規模保育サービス等々については、資料を提出
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させていただきたいということ。イコールフッティングの観点の議論も次回以降にさせて

いただきたいということ。先ほど御議論がございましたけれども、給付の水準、公費負担

の在り方についても、費用負担の在り方を議論する際に議論ということでございます。  

 給付の基本でございますけれども、５ページでございます。これは省略いたしますけれ

ども、現行は幼稚園については機関補助としての私学助成、施設に対する補助としての私

学助成と、保護者に対する補助としての就園奨励費と２つがございまして、各年度の在籍

数払いということでございます。保育所運営費につきましては、市町村から保育所に対し

て払われるものでございますけれども、毎月初めの在籍児数に応じて月単位で払われてい

るということでございます。  

 ８ページでございます。今回、このような財政措置について、１つに一本化するという

ことでございますけれども、先ほど来御議論がございますけれども、機能として２つござ

います。３歳以上の幼児に対する教育の保障、保育を必要とする子どもに対する保育の保

障。この２つを保障するためのものということで、３歳以上の子どもに対しては、教育の

保障の観点と保育の保障の観点、両方ございますので、３歳以上の幼児に対する標準的な

教育時間、保護者の就労時間等に応じた保育の２つに対応する幼児教育・保育給付（仮称）。  

 ３歳未満児については、教育の保障の観点がございませんので、保護者の就労時間等に

対応する保育給付。こういう２本立ての給付構成にしてはどうかということでございます。 

 ９ページでございます。次に支払方法でございますけれども、幼稚園については、年度

単位、年度当初に入学が決まりまして、年度単位を基本に構成がされております。ただ、

実際の支払方式については、保育料については毎月、半期ごとなど、園によって異なると

いうことでございます。  

 また、保護者は夏休み期間など、実際に登園するかどうかにかかわらず、一括して入学

金、保育料を払っておるわけでございますけれども、教育は年度単位でございまして、夏

休み期間を含めて教育に必要な時間であるという考え方に基づいております。  

 一方で、保育所については、「保育に欠ける」要件を満たすことが基本であり、市町村は

月単位で毎月在籍児童に応じて費用を支払うということでございます。  

 10 ページ、新たな制度としての案でございますけれども、３歳以上児については、標準

的な教育時間に対応する給付の保障が必要でございます。また、働く親等につきましては、

認定された必要な保育時間に対応する給付、この２つがございますので、この両方を総合

した大くくりに認定された保育量に応じて、単価区分を設けるべきではないか。支払方法

については、各月初日の在籍児数に応じて給付するという考え方でございます。  

 ３歳未満児については、主として保育量に応じて単価区分を設けるべきではないかとい

うことでございまして、10 ページの下にございますが、先ほど上限の話がございましたけ

れども、支払方法のイメージといたしましては、３歳以上児につきましては、例えば標準

時間のみ利用する方については、○時間までで○円が上限。超える時間の利用の方につい

ては、●時間まで●円が上限。３歳未満児につきましては、主として保護者の就労時間に
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応じて短時間利用、長時間利用という形で、それぞれ上限の時間と給付の額を定めるとい

うイメージでございます。  

 11～ 12 ページ、給付の仕組みでございます。契約方式、認定方式でございます。 12 ペ

ージ、幼稚園については、入園要件は、満３歳以上小学校就学前という年齢要件のみでご

ざいます。一方で、保育所につきましては、小学校就学前の乳幼児であるということのほ

かに、「保育に欠ける」ことが入所要件でございます。具体的には国で定める基準に従いま

して条例で定められておりますけれども、例えば週３日以上かつ１日８時間以上働いてい

ることなどの要件が定められておりまして、下にございますけれども、それをポイント化

しまして、高い方から優先的に入所というようなことでございます。また、「保育に欠ける」

と判断されますと、保護者の就労日にかかわらず毎日保育所に入所ということでございま

す。  

 14 ページでございます。新たな制度におきましては、まだ粗々の考え方のみの提示でご

ざいますけれども、基本制度案要綱におきまして、客観的基準に基づく保育の必要性を認

定し、それに基づきサービスを利用する地位を保障するとされておりますけれども、この

保育の必要性の認定につきましては、先ほどの時間数ということで大まかな上限を定める

わけでございますけれども、柔軟な保育利用時間の保障、つまり働き方はいろいろ変わり

ますけれども、少し変わったからといって認定が急に変わることのないという観点。市町

村実務の簡素化の観点から、保護者の就労状況などを基に認定いたしますけれども、２段

階または３段階程度の大くくりによる認定を行うべきではないかといたしております。ま

た、３歳以上の子どもにつきましては、すべての子どもに幼児教育を保障することを前提

とするということが必要ではないかということでございます。  

 15 ページ、公的保育契約、幼児教育・保育契約（仮称）でございますけれども、現行制

度は省略しますが、幼稚園については直接契約、自由契約でございまして、入園に際して

は抽選等の方法が一般的でありますが、選考を行う場合もございます。それが 16 ページ

でございますけれども、これは事例です。先着順だけれども、兄弟優先、クリスチャンの

方優先、抽選、選考、入園面接。一番下は試験、面接及び行動観察を行うといった例もご

ざいます。一方で、保育所につきましては、市町村が保育所を選定いたしますので、そう

いった問題、施設が選ぶといったことはございません。  

 その論点でございますが、17 ページ、まず公的保育契約の対象は、新たな制度におきま

しては、言わば保護者が働いている保育を必要とする認定を受ける方以外に、保護者が働

いていない３歳児の子どもにつきましても、働いている親御さんの子どもと同様、幼児教

育・保育給付（仮称）という同じ給付の対象となりますので、市町村の関与の下で保護者

が自ら施設を選択し、保護者が施設と契約する仕組み。公的幼児教育・保育契約（仮称）。

この枠内とすべきではないかということ。  

 そういたしますと、応諾義務の論点がございます。この契約については、施設は正当な

理由がある場合を除き、応諾しなければならないこととすべきではないかと書いてござい
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ます。この場合は、先ほどの例についてどのように考えるかというところが論点でござい

ます。希望者が定員を上回る場合の選考方法、あるいは定員を下回る場合であっても選考

する場合もございます。そういった点について公正な選考方法であること、選考基準が公

開されていることなどを条件に、正当な理由として認めるべきではないかと書いてござい

ますけれども、この正当な理由の範囲をどこまで認めるかというのが論点でございます。  

 法定代理受領でございます。これは現行の介護保険等の仕組みでも同じでございますけ

れども、給付はあくまで利用者、保護者への給付でございますが、確実に幼児教育・保育

に要する費用に充てるために、法律上、施設が代理受領する仕組み、すなわち法定代理受

領の仕組みとしてはどうかということでございます。  

 また、利用者支援の観点でございます。現在の保育では、市町村が選定し、すべて需給

調整しているわけですけれども、言わば保護者が選択する仕組みになったときに、市町村

の利用者支援の仕組みをきっちりとしておくが必要ではないかということでありまして、

利用世帯の所得、低所得者であることや、家庭状況、共働きか片働きか、あるいは保育の

必要性についての認定の有無などによって、入園に有利、不利が生じないようにする必要

があるのではないかということでございまして、具体的には市町村が保護者が確実に施設

を利用するために支援を行う責務をかけるべきではないか。その際の市町村の権限につい

て、どう考えるかということがございます。  

 具体的には例えば公的幼児教育・保育契約（仮称）の適正な履行に関して指導・助言を

行う。先ほども話がございましたけれども、地域地域で需給状況、一時的には需要が超過

ということもございますけれども、市町村が各家庭の希望するこども園（仮称）をすぐ把

握して状況に応じてあっせんすること。あるいは現時点においてどこも受け入れが困難な

場合には、施設の空き情報を把握して情報提供すること。こども園（仮称）が空いていな

い場合に多様なメニューの中から補完できるようにすること。  

 １人親家庭の子ども、虐待事例の子どもなど、こういった方々の優先的な利用ができる

ようなあっせんなどを行うことというような点でございます。  

 なお、３歳以上児につきましては、保育の必要性の認定を受けない子どももこども園（仮

称）を確実に利用できるようにする等の観点から、例えば施設において保育の必要性の認

定の有無によって定員を分ける。現行では幼稚園と保育所で、言わば施設によって定員は

分けられているわけですけれども、３歳以上児について家庭の状況に応じて利用できない

ことがないような施設における措置も必要ではないかということでございます。  

 19～ 20 ページでございます。利用者負担、価格設定でございます。 19 ページ、基本制

度案要綱におきましては、利用者補助方式とした上で、一定の利用者負担の下にサービス

が利用できるよう、公定価格を基本としつつ、現物給付する。その際、サービスの多様化

の観点等を踏まえ、柔軟な制度を検討するとされております。こういった観点、これに基

づいての検討でございます。  

 まず、法律に基づく利用者負担でございますけれども、現行制度においては、幼稚園に
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ついては各施設自由契約ですので、園ごとにばらばらでございますが、平均的には公立は

年間８万、私立は年間約 30 万でございます。保育所につきましては、条例により市町村

が費用徴収基準を定めておりますけれども、左下の表にでございますが、例えば平均的に

見ますと３～５歳児では年間 32 万でございます。  

 なお、介護保険におきましては、サービスは支払った保険料の対価であり、所得の多寡

に関わらず、受益に応じて負担すべきとの考え方の下に、サービスに要する費用の定率１

割負担が原則でございます。低所得者については減免措置が講じられております。  

 21 ページでございます。新たな制度におきましては、すべての幼児教育・保育を必要と

する子どもに対し、幼児教育・保育を受ける権利を保障するという考え方に立っておりま

して、給付に応じた一定の負担を求めることを原則とすべきではないかといたしておりま

す。なお、当然でございますけれども、その際、低所得者への配慮が必要ではないかとい

うことであります。  

 それでは、保護者負担の負担割合をどうするかということでございますけれども、現行

の保護者負担の水準、ちなみに現行におきましては幼稚園、例えば私立については、１人

当たりのコスト 44 万に対して、保護者負担は 25 万。保育所については、０～５歳児並べ

て見ますと、総額 91 万に対して 55 万が公費負担でございますけれども、現行の保護者負

担の水準、他の社会保障制度の状況、財源確保の状況を勘案して設定すべきではないかと

いたしております。  

 価格設定、自由価格問題でございますけれども、価格設定が幼保で違うことについては、

省略をいたします。  

 23 ページでございます。現行の私立幼稚園における価格設定の実態でございますけれど

も、２番、全国平均で言いますと、保育料、入園料を合わせまして約 30 万が実態でござ

いますが、かなりばらついておりまして、最高が保育料で 120 万、最低が６万というよう

な例もございます。注２にございますけれども、東京都の附属幼稚園では相当平均よりは

高い保育料となっているのが実態でございます。  

 一方で、保育所における保育単価でございますけれども、地域別、定員別等できめ細か

な設定になっておりまして、小さい字で下の方、恐縮でございますけれども、年齢や地域、

定員等に応じてきめ細かな設定がなされているということでございます。  

 25 ページでございます。基本制度案要綱におきましては、公定価格を基本としつつ柔軟

な価格設定ということでございまして、その調和を図る必要があるということでございま

す。  

 ３つ目の○でございますけれども、幼児教育・保育給付を基本とし、法律に基づく利用

者負担を基本とした上で、自主性を更に尊重する観点から、付加的な幼児教育・保育の対

価としての柔軟な価格設定を認めるべきではないかという論点がある一方で、あまり自由

価格を認めますと、低所得者への配慮など、市町村による利用者支援の仕組みが機能しな

くなるおそれがあるということもございます。  
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 このため、公定価格を基本とした上で、自由価格部分に一定の制限を設ける方法等も考

えられるのではないかということ。入学金や課外活動に係る実費徴収については、その徴

収を認めるべきではないかということ。なおかつ、この部分につきましても、この入学金

や実費徴収分が払えないということがないように、低所得者に対して何らかの支援が必要

ではないかということでございます。  

 26 ページに絵がございますけれども、現行制度の保育所の収入のところが公定価格の単

価といたしますと、この公定価格の単価のイメージを基本といたしまして、それの単価に

係る一定割合が法律に基づく一部負担でございます。その上に乗っておりますが、実費徴

収分について徴収を認めている。入学金＋保育料については、一定の制限を設けた上で徴

収を認めてはどうかという観点でございます。  

 27 ページでございます。事業者参入の仕組みでございます。これについては指定制の導

入、イコールフッティング、３つ目に撤退規制、情報開示等のルール化により、サービス

の安定と質の確保を図る。基本制度案要綱においてなされております。  

 まず、指定制度の導入についてでございます。私立幼稚園・保育所については、現行は

認可基準がございまして、この認可と財政支援がセットになっております。介護保険にお

きましては、客観的基準を満たした事業者は指定を受けられる仕組みとなっておりまして、

言わば施設の認可と指定が分かれております。施設の認可を受けても、それが財政支援と

直結しておりませんで、加えて指定制度によりまして財政支援が受けられる。財政支援の

ための別立ての仕組みが指定制度ということになっております。  

 更に事業を廃止する際には、施設の廃止の認可または届出のほかに指定辞退の届出が必

要とされておりまして、その際には受給者の行き場がないことがならないように、継続的

にサービスを受けるための調整、予告期間の設定など、一定の指定手続、撤退の手続が定

められております。また、利用者の選択に資する観点から、情報開示の標準化も行われて

おります。  

 模式図が 29 ページでございます。老人ホーム、病院の許可、有料老人ホームの届出な

ど、事業を行うための認可や届け出があるのと、給付を受けるための指定という制度が別

立てになっておりまして、認可のほかに指定を受ければ介護保険の給付が受けられる。そ

の中には、認可を受けた施設も届出の施設も多様な施設が含まれるという仕組みでござい

ます。  

 30 ページでございますけれども、情報開示の標準化ということで、利用者が適切に施設

を選択できるように、法人の名称、事業者のほかに、従事する方々の勤務形態や経験年数、

サービスの運営方針、実績ということなどを開示することが義務づけられておりまして、

都道府県レベルで各施設の状況が一目でわかるようになっております。  

 31 ページでございますけれども、新たな制度におきましては、この基本制度案要綱に基

づきまして、１つ目の丸でございますが、財政的な基盤、組織などサービスの質を担保す

るために必要な客観的基準を満たすことを要件に、認可外施設も含めて多様な事業者の参
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入を認めるべきではないか。  

 また、事業を撤退する際には、事業の廃止の認可、または届出のほか、指定辞退の届出

を行わせ、継続的にサービスを受けられるようにするための調整等々の手続を定めるべき

ではないかということ。保護者の選択に資する観点から、情報開示の標準が必要ではない

かといたしております。  

 33 ページでございます。指定基準でございます。この幼保一体給付（仮称）を受けるた

めの基準が指定基準でございますけれども、まず現行の認可基準を見てみますと、幼稚園

については学級担任制をとっておりまして、１学級の幼児数が原則 35 人以下。一方、保

育所は年齢ごとに保育士１人当たりの子どもの数が異なっておりまして、年齢が低いほど

手厚い配置ということでございます。  

 ちなみに認定こども園については、規制緩和的な観点から、幼保連携型の認定こども園

については、全国一律の基準となっており、かつ、幼稚園、保育所いずれかの基準を満た

せばよい扱いとなっております。  

 また、幼保連携型以外の認可外部分がある認定こども園については、認可外の部分につ

いては都道府県の条例に委ねられておりますけれども、実質的には幼保連携型認定こども

園の基準とほぼ実態は同等でございます。  

 35 ページでございます。まず、指定基準について先ほども御議論がございましたけれど

も、全国的な幼児教育・保育の質の確保の観点から、ナショナルミニマム、全国統一の基

準とするかという論点でございます。その際、現行の幼稚園、保育所及び認定こども園の

基準を基礎としつつ、施設そのものの設置基準との整合性を図る必要があるのではないか

ということ。  

 一方で、地方分権の観点から、地方の条例で定めることとして、国の基準は従うべき基

準、標準または参酌基準とする考え方もございますけれども、これについてはどのように

考えるかということがございます。  

 また、現行の基準でございますけれども、子どもを取り巻く環境の変化に伴いまして、

幼児教育・保育サービスに求められる役割が大きくなっておりますので、最低基準におけ

る職員配置基準の引き上げ等をこの際検討するかどうかという論点もございます。  

 36 ページ、指定主体、だれが指定をするかという論点でございます。現在、まず施設の

認可については、幼稚園は知事レベル、都道府県。私立保育所については、知事、指定都

市、中核市でございます。ちなみに認定こども園については、知事レベルでございまして、

ただ、教育の観点がございますので、認可・監督権限を有する関係行政機関の長の協議、

すなわち教育委員会への協議が必要とされております。  

 新たな制度におきましては、このような知事レベルなのか、中核市まで権限移譲をする

のかというところがまずベースかと思いますけれども、更なる権限移譲の観点から、市長

までおろす、あるいはすべて市町村長までおろすというようなことについてどのように考

えるか。また、認可主体を都道府県、教育委員会とした場合には、指定に際し、教育委員



 24

会への協議を必要とするかどうかという論点がございます。  

 37 ページ、需給調整でございますけれども、現行の特に都市部においてはこういうこと

は想定されませんけれども、将来的なこと、あるいは地方の方でございますけれども、今

回、市町村新システム事業計画（仮称）ということで計画的な供給量の整備ということが

基本でございまして、かつ、客観的な基準を満たす施設については、原則としてすべて指

定するということが基本でございます。  

 しかしながら、将来あるいは地域ごとによっては、計画における供給量を超えた供給が

なされているという場合も想定されますけれども、こういった施設数が課題となっている

場合について、市町村または都道府県の権限において、新規の指定を行わないなどの計画

的な整備をするかどうかという論点でございます。なお、介護保険におきましても、指定

事業者が県の策定する計画数を超える場合には、指定等をしないことができると制度化さ

れております。  

 最後、既存の財政措置との関係でございますけれども、38 ページでございます。繰り返

しになりますけれども、幼稚園は法人に対する補助としての私学助成と個人給付の２本立

て。保育所については、運営費、言わば機関に対する補助でございます。  

 特に私学助成につきましては、国庫補助と都道府県補助（交付税措置）の２つから成り

立っておりますけれども、大半は都道府県補助でありまして、都道府県ごとに結構ばらつ

きがございます。  

 また、過疎地など園児数が少ない施設におきましては、１人当たり単価を見ますと非常

に高くなっております。公立施設については、いずれも一般財源化されているということ

が現状でございます。  

 39 ページでございますけれども、これはある私立幼稚園の事例でございます。ある市町

村におきましては、この私立幼稚園１園しかないという場合でございますが、通常の私立

幼稚園では１人当たり単価 44 万でございますが、この幼稚園の場合には過疎地でござい

まして、園児数が少ない。そうしますと、固定費がありますので、１人当たり単価は高く

なるということで 62 万となっております。  

 こういったことについてどう考えるかということでありまして、40 ページでございます

けれども、基本的には財政措置といたしましては、個人給付である幼保一体給付（仮称）

を基本とすべきではないかということでございますし、この際、地域別の単価等できめ細

かに設定する必要があるのではないかということ。あるいは特別支援や障害児保育などに

ついても、職員の加配が可能となるよう単価設定も考える必要があるのではないかという

ことでございます。  

 すなわち、こういった園児数が少ないところなど、固定費が高いところについてのきめ

細かな単価設定が必要ではないかということ。ただし、更にこうした措置をしても、なお

個人給付である幼保一体給付（仮称）のみで施設を経営することが困難となる場合、その

施設がその地域に必要な場合でございますけれども、私学助成等を存続させるのか、新シ
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ステムにおいて機関補助を位置づけ、公私立問わず機関補助を行うことができるようにす

るかどうかという検討課題でございます。  

 41 ページでございます。公立施設の扱いでございますが、実は公立幼稚園・公立保育所

とも一般財源化されており、現在、地方交付税措置でございます。この公立施設における

措置についてどうするかということでありますが、42 ページ、公立施設については、地域

主権の観点を踏まえますと、引き続き新システムの下においても一般財源とするかどうか

ということ。ただ、新たな制度において、今度、子ども・子育て包括交付金（仮称）等が

できますけれども、これを財源とする幼保一体給付（仮称）により措置をいたしまして、

市町村の子ども・子育て関係の特別会計から給付することとするかどうか。一般財源とす

るか、この包括交付金の対象にするかというところが論点でございます。  

 43 ページでございます。公立施設に対する保護者負担ですけれども、現行、私立保育所、

公立保育所は、同じ 32 万でございますが、公立の幼稚園は年間８万円程度と、ほかの施

設に比べて安うございます。保護者負担については、現在、保育所について、公私同じ負

担であること、幼稚園については私立に通う子供が約８割に及ぶ実態を踏まえまして、公

私を通じて同じ負担割合とすることが考えられるといたしております。  

 ただ、この場合、保護者負担の公平を図る一方で、現在８万円と安うございますけれど

も、現行の保護者負担の状況にかんがみ、保護者負担軽減を検討することについてどう考

えるかということが論点でございます。  

 なお、要綱におきましては、市町村の裁量で、両立支援・保育・幼児教育給付（仮称）

の上乗せ給付が可能となる仕組みを検討するとされております。  

 国立施設の扱いでございます。先ほど北條委員から御指摘がございましたけれども、幼

稚園については国立大学の附属幼稚園がございます。49 園ございまして、１万 3,000 人の

園児がいらっしゃいます。幼稚園については、幼稚園教諭を国として責任を持って全国的

にバランスよく育成する実習の場としての役割でございます。これについては、現在、国

立大学運営費交付金の中で財源措置されておりまして、保育料も公立幼稚園並みの安い水

準でございます。  

 45 ページ、先ほど北條委員から御指摘がございましたけれども、国立附属幼稚園につい

ては、全国的にバランスよく教諭を育成するという役割にかんがみまして、今回の新シス

テムは市町村の新システム事業計画（仮称）の下に、言わば市町村の裁量の枠内で整備す

るというものと相入れるのかどうかというところがございます。  

 国の意志として設置されるものでございまして、通常の幼稚園にない特別な機能を持つ

幼稚園として、利用者もその特別な機能を求めて利用していることなどから、新たな制度

においても、通常のこども園（仮称）とは別の機能を持つ施設として、指定制及び幼保一

体給付（仮称）の対象としないことを検討すべきではないかといたしております。これも

論点でございます。この場合には、引き続き運営費交付金により財政措置することが考え

られるということでございます。  
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 最後、46 ページでございます。施設整備費補助の扱いでございます。現在、幼稚園につ

いては、新増改築、耐震化工事等に要する経費の一部を、国が原則として公立幼稚園及び

学校法人立幼稚園を対象として補助しております。補助率３分の１で補助しております。  

 一方、保育所につきましては、施設整備に関する補助を、市町村が社会福祉法人を対象

として補助しておりまして、その経費の一部を国が負担するという国が間接的に負担する

構成でございます。  

 いずれも補助金があるわけでございますが、新たな制度におきましては、イコールフッ

ティングの考え方に基づき、原則として、設置主体によらず、すべて減価償却費相当を運

営費に上乗せすることを基本とすべきではないかといたしております。  

 ただし、緊急的な待機児童対策、耐震化のための補助等については、子どもの安全を守

る観点から、別途整備に対する補助を措置することが必要ではないかということでござい

ます。  

 以上でございます。  

○末松座長 どうもお疲れ様でした。いろんな論点が提示されましたので、そこはもう逐

次是非御意見または御質問をお願い申し上げます。  

 では、駒村さん、どうぞ。  

○駒村委員 慶応義塾の駒村です。６つほどコメントというか質問も含めてしたいと思い

ます。まず、先ほどから民間活力の利用等の議論もありましたけれども、これは確認をし

なければいけないのは、このシステムはあくまでも子どものサービスに対する質と量の充

実というのが第１目標であって、民間活力の拡充が第１目標ではない。子どものサービス

の質と量の拡充のための民間活力である。これは主客が逆転しないように確認しておきた

いと思います。  

 その上で、応諾義務、17 ページ辺りに係ることなんですけれども、こういうシステムを

入れていくと、どうしても手のかかるお子様が置いていかれる可能性もありますので、応

諾義務は基本に置いておく。応諾義務が外れるのは、極めて例外的な限定的な条件を付け

ておくのがいいだろうと思います。  

 ２つ目の価格の話、25 ページ辺りの議論ですが、価格は基本は公定価格にして、あくま

でも必要な部分について上乗せをする。なぜこれを強調するかというと、価格を使って需

給の調整につながらないようにしなければいけない。価格が高過ぎるとなってしまって、

結局利用を諦めるということにならないように。更に逆に、供給が多いところは価格競争

を行ってしまって、子どもを親の見えないところで質の低いサービスが提供されるような

ことにならないようにということで、価格は上乗せはＯＫだけれども、価格競争はできな

い。あるいは価格で需給を調整するという仕組みではないというところが大事かと思いま

す。  

 ３つ目は公的契約、18 ページに係る問題ですけれども、これはここの仕組みの中核部分

であろうと思いますので、市町村が関係する契約であるという形である。利用者の方が消



 27

費者としてサービス利用をするという扱いというよりは、むしろ施設とパートナーとなっ

て子どもを育てるんだという位置付けなんだと。お客様だという位置づけではないんだと。

パートナーだという位置づけを明確に書き込んでいただきたいなと思っております。  

 ４つ目に利用者負担でありますけれども、これは応能、応益負担の方に近づいていくと

いう意味合いだと思いますけれども、負担割合について、財政状況に応じて判断するとい

うことが書いてあるんですけれども、財政状況によってあまりにも高い応益負担率になる

と、利用を諦める方もあると思いますので、この辺はセットで本当は考えなければいけな

くて、その際に、利用者補助、低所得者補助の幅は少し広めにとる選択肢も考えなければ

いけないなと思います。  

 18 ページのところで、優先に利用させることですけれども、障害がある子どもについて

はどう考えていくのかということ。  

 ６つ目、37 ページ、新システム事業計画（仮称）をどういうふうに組むのか。これは仮

称になっていますけれども、これが新規参入の実質的な参入障壁にならないようにしてお

かなければいけないだろうと思います。  

 一応、今、気がついたところのコメントです。  

○末松座長 ５点目の障害児については質問ということでよろしいですか。あるいは御意

見ということでよろしいですか。  

○駒村委員 そうです。障害児は入れた方が、この後の議論にしたいと思います。  

○末松座長 では、坂﨑さん、どうぞ。  

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。４点ほどお話をしたいと思います。  

 一番基本的な話からすると、財源の見通しの話を今日末松副大臣が最初にお話をしたわ

けですが、そういうことを考えると、地方分権の流れがあるわけでありますけれども、国

の責任の関与が薄くなる方向になるというのは非常に困るのではないか。逆にナショナル

ミニマムというのをきちんとやっていくということが基本的なところになる。そういうと

ころが保育の質を基本的に上げていくのではないかと思います。  

 幾つか説明した中で懸念することをお話ししたいと思います。１点目には、指定制度の

中にありましたことです。本来であれば、私は田嶋先生と同じで、基本的には認可という

ものとそれ以外のものがあることが一番正しいというところに立っています。しかしなが

ら、今回こういうことをやることにより、いろいろな形で待機児童の問題やそういうこと

を解消していくということに関しては、理解ができないわけではありません。非常に地域

的なことを考えると、このことがすべての形の中で行われていく中で、需給調整というの

を本当にきちんとやっていかなければ、本来国が持っている、今まで文科省の行っていた

幼稚園、厚労省が行っていた保育所というものが持っていたすばらしいところが台無しに

なっていくような仕組み、決してそういうことは考えていないと思いますけれども、そう

いうふうなことにならないように、現実的に需給調整をきちんとやらなければ非常に大き

な問題を起こすのではないか。  
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 現実的には、待機児童という大きな問題もありますけれども、もうあと 10 年後には過

疎地の問題の方が非常に大きな問題になると思います。それらのことを考えますと、例え

ば地域別の問題や、今日はここに出ていませんが、保育所であれば、保育所におけるとこ

ろの定員別の単価等もあるわけです。それらのことについて、30 人の保育所と 100 人を超

えるようなところの定員というのは、そういう定員別があって、それはそれで小さな保育

所を成り立たせる仕組みをとっているわけです。そういうことはどういうふうに考えるの

かということも含めて、この指定制度の需給調整、また地域別、定員別ということについ

て再考をお願いしたいと思います。  

 もう一つは、特別支援のことに関して、特別支援と障害児の問題は細かく言うと違うと

いうことになるんだと思いますけれども、今、障害児の問題というのは、一般財源で扱わ

れているような形です。一番、手をかけなければならない子どもたちということに対して、

一般財源ということはどういうことなのだろうか。確かに市町村に任せるべき問題である

けれども、そのことについては仕組みの中で大きく取り上げていただきたいと思います。  

 あともう一つお願いします。３歳児と３歳未満児で分けるという仕組みをどうしても保

育所側が理解しにくいところがあります。濵谷さんに非常に失礼に当たるんですけれども、

「やはり３歳未満は教育に関することはないのでこういうふうな分け方をしている」と先

ほど言いましたが、一方、こども指針（仮称）ワーキングチームのときには濵谷さんが何

とおっしゃったかというと、「０歳から教育は存在するんです」と説明するわけです。  

 そうすると、私たち保育所からすると、長年養護が一体となって保育をしていくという

立場に立っていて、養護が前提にあった、幼稚園とまた違う形での教育ということを強く

に推し進めているわけです。３歳未満児はただ単純に保育時間だけで分けることが正しい

のかというのは、何度も言っているようですけれども、論議をもう一度できることがない

だろうか。そういうことを考えていかないと、駒村先生もおっしゃったような、子どもの

質や量を上げていく、保育の質や量をきちんと上げていくという観点のところからもう少

し制度を仕組んでいく必要があるのではないかなと思います。  

 最後に１点、施設整備についてです。昭和 40 年代後半から 50 年代にかけまして、「ポ

ストの数ほど保育所を」という形で保育所というのをつくってまいりました。今、約２万

2,000 強あるわけですが、これは小学校と同じくらいだと思います。そうすると、それの

半分以上が民間の保育所でございまして、ほとんど建て直しの時期に来ています。  

 例えば決して減価償却費に入れる仕組みが悪いと言っているのではなくて、現実的に例

えば子どもがいない地域、子どもが少なくてもやっていかなければいけない地域、また、

今非常に建て直しを迫られている形を考えていくと、施設整備というのを別途という形で

ここには書いているんですけれども、ある期間をもって整備をしていかないと、現状の民

間の保育所を建てる仕組みにならないのではないか。減価償却費方式を単純に入れていく

仕組みでいいかどうかというのを懸念しています。  

 雑多な話になりましたけれども、以上でございます。  
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○末松座長 どうもありがとうございました。  

それでは、先ほど申し上げたお三方、一応言っていただいてから質問等に答えさせてい

ただきたいと思います。  

 では、中島委員、どうぞ。  

○中島委員 ありがとうございます。連合の中島でございます。たくさんの論点がありま

して、何回かにわたって御議論いただけるということなので、今日は象徴的な論点につい

て幾つか問題提起をしていきたいと思います。  

 ペーパーは当日配付で恐縮ですが配付してございますので、詳しくはお読み取りいただ

きたいのですけれども、まず、幼保一体給付（仮称）というところに限定して意見を申し

上げたいとい思います。  

 幼保一体化ワーキングチームの方で議論をしております、そもそもの幼保一体化の在り

方との関係があると考えますので、幼保一体化ワーキングチームの議論を踏まえながら議

論しないといけないと思います。また、幼稚園、保育所ともに、今までの経過があって、

それぞれよく考えられた制度になってきていますが、これを更に従来よりも質・量ともに

向上させる方向で議論していくことが必要と思っております。  

 幼保一体給付（仮称）の目的ですけれども、創設については、私どもも賛同しておりま

す。ただ、そのときに、幼保一体化の在り方について、まだイメージが一致をしておりま

せんので、この幅をどういうふうに考えるかというところと同時並行で考えながら検討す

る必要があります。その際には単純に保育所と幼稚園を足して２で割るというようなイメ

ージであるとか制度設計を考えると、どちらにも無理があるのではないかと思っておりま

す。  

 幼保一体給付（仮称）の主要な論点についてということで幾つか申し上げたいと思いま

す。まず、財政措置の在り方についてでございます。皆さんもおっしゃられておりますけ

れども、財政措置については、財源がきちんと子どもに使われるという使途が明確な給付

であるということが大事だと思っております。  

 既に三位一体改革の中で公立保育所運営費国庫負担金の一般財源化が行われましたけれ

ども、その結果、使途が公立保育所運営費に限定されない枠組みになり、今、公立保育園

では、非正規職員が既に５割を超えております。また、無資格者も入れております。  

 やはりこれはどうしても対人サービスの場合、人件費が相当の割合を占めるために、こ

こを財政が厳しい自治体では人件費を削らざるを得ないということもあるんだと思います。

こういう状態では、質量を担保するというところになかなか結び付きませんので、一般財

源とは区分した使途が明確な財源が必要だと思っております。  

 続いて、契約方式についてですけれども、新システムはあくまですべての子どもという

ことが前提になるかと思っております。したがいまして、どういうふうに設計するかいろ

んな御議論があると思いますけれども、「幼保一体給付（仮称）」という公費の投入対象と

なる以上、入所の応諾義務を課すということは不可欠だと思いますし、社会的な規制とし
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て参入や撤退に関する何らかのルールが明確になっている必要があると思っております。  

 もう一つ、すべての子どもの「こども園（仮称）」などの利用を担保するために、この資

料の中で示されている公的な幼児教育・保育契約について「公的」というところが担保さ

れる仕組みに本当になるのかどうか。を中身を精査する必要があると思っております。  

 繰り返すのは恐縮ですけれども、やはり障がい児であるとか、１人親、低所得者、こう

いうところに逆選択が生じないよう、優先権をきちんと与えていく仕組みが必要だと思い

ます。そのためには市町村の実施責任と権限を明確にし、関与の仕組みが必要だとは思っ

ております。  

 次に利用者負担ですけれども、これも利用者負担の公平性という意味で、限りなく応能

負担に近い在り方が望ましいと思っております。保育料をだれがどの段階でどのように決

めて、だれが徴収するのかについては親とこども園（仮称）との関係、親と実施責任を持

つ自治体との関係、そして子ども目線に立って検討する必要があるように思っております。 

 価格設定ですが、低所得者世帯の子ども、お子さんたちが排除されない仕組みが確実に

必要だと思っております例えば、同一園の中に、例えばプレミア付きの価格が払えるお子

さんとそうでないお子さんがいる場合に、親の視点からは説明がつくかもしれませんが、

子どもの視点から混在しているという場合に説明がつくのかという問題があり、これは「こ

ども園（仮称）」ごとにすみ分けするとか、個性を出すとか工夫をしませんと難しいと理解

しております。  

 最後でございますけれども、事業者参入の在り方についてです。多様な担い手が参入す

るということで、一定の最低基準で担保していくということが適切と考えますが、扱って

いるのが子どもということもありまして、参入・撤退のルールについては、厳しく規制を

していただく必要があると思います。  

 一昨年、民間の保育所で倒産をして、チェーン店だったために、全国で数十か所一斉に

閉鎖されたというケースがございました。その際、子どもも親も路頭に迷うことを防ぐた

め、市町村やそこで働いている職員の方たちが相当ボランタリーに頑張って、何とか切り

抜けたという経過がございました。安易な参入や撤退を防ぐ仕組みを考えることは非常に

重要であると思います。  

 最後になります。保育所では、今、公立も民間も地方も都市部も人材不足が非常に顕著

となっています。保育所分野は対人サービスということで費用の多くが人件費に回るとい

うこともございまして、ここは適切に担保されませんと、介護労働者と同じような状況が

生起するということ十分想定されますので、こちらについても慎重な議論をさせていただ

ければと思っております。  

 以上です。  

○末松座長 ありがとうございました。山縣教授、どうぞ。  

○山縣委員 大阪市立大学の山縣といいます。私は幼保一体化ワーキングチームの方にも

参加させていただいておりますので、そこで発言した意見は除いて３点意見を言わせてい
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ただきたいと思います。  

 １点目は幼保一体給付（仮称）においては若干言葉遣いに語弊があるかもしれませんが、

生活保護制度が原則としている、必要即応の原則のイメージを持つべきではないかと考え

ています。教育においては親の生活状況に関わらず、すべての子どもに必要ではないか。

例外なく教育が保障されるべきだということになります。現行制度をベースに考えますと

３歳以上となりますけれども、それを設置主体に関わらず、すべての子どもに保障する原

則を用いるべきではないかということです。現在は幼稚園と保育所は親の生活状況で分か

れてしまっている。そこが問題ではないかという指摘です。この中身については、こども

指針（仮称）のワーキングチームでしっかりと議論をしていただきたいと思っています。  

 保育部分については、親の生活状況によってニーズが異なるというのが現在の制度です

けれども、新しい提案でも要保育認定でそれが行われることになっていますが、先ほど反

対の意見もありましたけれども、わかりづらいということと、親の希望がすべてニーズで

はないかという御意見がありましたが、私はこれについては、前者についてはわかりやす

い制度にするということであって、要保育認定を外さなくてもできる可能性があるのでは

ないかと考えています。  

例えば介護保険制度は既にそれを導入していて、ある程度国民も理解されていると思い

ます。そういう考え方。それから、そのわかりやすさは単に利用者だけではなくて、事業

者を含む納税者についても、わかりやすくなくてはいけないのではないかと思っています

ので、両者の視点でのわかりやすさを検討する必要があると思います。  

 後者については今、言いました要介護認定ということで可能性があるのではないかと思

います。ただし、現在の要介護認定は若干問題があると思っていまして、それはコストと

時間がかかり過ぎているということです。ここを少し簡略化する必要がある。それによっ

て私は要保育認定については賛成をしたいと思っています。  

 ただし、詳細に考えていくと先ほど坂﨑委員からもありましたけれども、地域の実情を

考慮した少し柔軟な基準が要ると思います。とりわけ現在の「保育に欠ける」は親の視点

でのみつくられていますので、子どもの視点での基準が一部取り入れられていいのではな

いか。先ほど障害児の話もありましたが、子ども過疎地でいうと友達で遊ぶ、仲間が保障

されるという視点も、要件になってくるのではないだろうか。周りに子どもがいない状況

で、小学校に入学するのはいかがなものかという視点でございます。  

 ２点目は先ほど議論になっておりました、応諾義務について私の意見を言わせていただ

きたいと思います。私は原則として先ほど中島委員も言われましたけれども、応諾義務が

必要ではないかと考えています。国立大学は義務が課せられない代わりに給付の対象にな

らないということですから、これは話は非常に簡単だと思います。例外的なものとしては、

私は私立幼稚園ではなくて、むしろ事業所内保育サービスについては若干例外が認められ

るのではないかと思っています。いわゆる従業員のための保育所になりますので、そこに

一般の人が来て排除されるという仕組みは、さすがに問題があるだろう。ただし、これは
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事業者の考え方ですから、そういうふうにやられることについても当然問題はないという

前提です。余裕があれば開放していただくことについては、むしろ積極的にやっていただ

くということではないかと思います。  

 私立幼稚園については今 130 万人のお子さんがいらっしゃる、受け皿としては一番大き

な受け皿なんです。最も広く普及して一般化しているものですから、そこに大きな例外を

かけてしまうというのはいかがなものか。むしろそこはできるだけ、当然ですけれども入

園枠を超える必要はありませんので、申込者の中で入園枠がある限りにおいて要件で認め

ていくということが、必要なのではないかと思います。  

 幼稚園にしても保育所にしても、現在のものですけれども、あるいは新たなこども園（仮

称）にしても公費が投入される限りにおいて、とりわけ今回はすべて税金が直接投入され

るというイメージになっておりますので、これは憲法 89 条に規定する公の支配に属する

教育もしくは博愛事業（福祉事業）だという認識を、先ほど言いました事業所内保育で幼

保一体給付（仮称）を受けられる事業者についても、憲法の下で自分たちは仕事をしてい

るということをしっかり意識していただきたいということでございます。  

 ３点目は非常に簡単なんですけれども、地方の管轄の問題なんですが、現在私立幼稚園

のみが都道府県の管轄になっていまして、政令指定都市において私立幼稚園を管轄してい

ないという、子どもの方から見たら、あるいは親の方から見たら少しわかりづらい制度に

なっています。これはお金の流れとか利用者の広域入所も、あらかじめ前提にしている仕

組みとの違いだとは思っていますが、今度の仕組みで言うと市町村をベースに考えていこ

うということですので、私立幼稚園についても、学校法人さんについても市町村とつなが

る仕組みをしっかりつくっていただきたい。それは現段階から可能ではないかと思ってお

ります。  

例えば昨年末に、次世代育児支援の行動計画を義務によって市町村がつくられましたが、

私が調べた範囲においても市町村で私立幼稚園の関係者、経営者、利用者を含めてですけ

れども、計画の策定委員に入っておられるところは２割もありません。ほとんど窓口がな

いということから排除されている、関心を持たないということになっているのではないか

と思うんです。そういうところに配慮していただきたいというのが３点目です。  

 以上です。  

○末松座長 渡邊委員、どうぞ。  

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。先ほど幼保一体給付（仮称）について説明がありま

した。そして基本的な位置づけが示されたわけでありますが、基本的には全国町村会サイ

ドとしては、まだ具体的な内容、細部については思う点も多々あるんですが、評価できる

のではなかろうかなと考えております。そんなことを踏まえながら、若干の御意見と御質

問等をさせていただきたいと思います。  

 制度設計の内容でありますが、１点は公立幼稚園や保育所は現在、地域の実情を踏まえ

て市町村が運営している実態にあります。先ほど来お話がありますように、地域主権の観
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点からこども園（仮称）への移行に際し、国による関与や義務づけが現状より増えないよ

うにすることが、肝要ではないかと基本的に考えます。  

 一方、市町村が担うとされる保育の必要性の認定については具体的な仕組みがまだ明ら

かになっておりません。検討するためにも早急に示してほしいと考えます。  

 公的幼児教育、保育契約の下で市町村が公的な関与を適切に行っていくために、現実に

利用者や事業者に対して適切に助言、指導できるよう市町村の権限を確保する必要がある

のではないかと考えております。  

 制度設計の中で先ほど先生方からも意見がありましたけれども、いわゆる障害児に対す

る上乗せの観点、これらは実態として我々公立の市町村経営でもって、一般財源を活用し

た運営を余儀なくされております。幼保一体給付の上乗せを認めていくべきではないかと

基本的に考えます。  

 併せて施設整備費補助の扱いについて、減価償却費相当額の運営費として給付するべき

ではないか、上乗せするべきだということがありますけれども、やはり現実としてこれま

で幼稚園、保育所に対する補助金制度があったわけでありますが、３分の１とは言えども、

市町村の立場では非常にありがたい制度なんです。先ほど来指摘がありますように、増改

築等を余儀なくされている現状もあります。場合によっては耐震構造の改修も求められて

おります。私どもの町ではそれらを踏まえて小中学校、幼稚園についても既に終えました

が、全国規模から言うとまだまだ予算措置を受けられない自治体も多々あります。  

その点も踏まえるならば、ひも付き補助金の廃止とともに一括交付金の議論もあります

けれども、それとはまた関連上問題もあるかわかりませんが、できるならば残して、その

辺の保障をしていただきたいという考え方を持っております。  

 次に既存の財政措置との関連でありますが、過去に地方の財源として整理された公立施

設の運営費を、包括交付金ということで国費に付け替えること、これは一般財源化されて

きたこれまでの経緯や地域主権の考え方に逆行するのでなかろうか。地方の理解を得られ

るものではないと考えます。国の財源が厳しい中、国の財源への振替えは現実的とも思え

ない。この辺のことが財政当局の理解を得られるのかどうか、今日は財務省の方からも来

ておられますけれども、質問であります。  

 次に機関補助との関連であります。幼保一体給付（仮称）のみで施設を経営することが

困難となる場合とはどういうことなのか。具体的にいかなる状況のことを言っているのか。

また、どのような地域で生じると想定しているのか。この辺も御質問をさせていただきた

い。  

 機関補助について新システムに位置づけた場合の実施主体はどこが担うのか。これらも

明らかになっていない。仮に実施主体が市町村にという想定があるのであれば、市町村が

経営上の判断をする権限がどう確保されて、どのような責任が生じるのか。これらを明ら

かにしてほしい。機関補助の財源をどこから捻出するのか。この辺のこともおわかりでし

たら明示していただきたい。  
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 以上であります。  

○末松座長 本当に大きな論点がたくさんありますが、とりあえず４人の方々が言われた

ものですから、大半が御意見でございましたのであれですけれども、一部質問がございま

したので、それに答えられるところは答えていただければと思っています。  

○濵谷課長 最後の今の渡邊委員からのところが御質問かと思いますが、40 ページの機関

補助の位置づけでございますけれども、現在の保育所の運営費の単価におきましても、先

ほど坂﨑委員からもお話がありましたが、定員別や地域別などによってきめ細かな単価設

定がなされておりますけれども、そういう意味では小規模なものについて基本的には単価

を上乗せして、経営が可能なようにしていくというのが基本でございます。  

しかしながら、単価設定でも限界があろうかと思います。あまり単価を高くいたします

と、その一定割合が保護者負担となることも考えますと、その地域におきまして必要だけ

れども、単価設定等では対応できない場合に機関補助という形で、言わば補完的にその地

域に必要な施設を残していくという考え方でございます。ただ、具体的にどの要件でとい

うことに関しましては、単価の在り方は全体に関わりますので、それは今後の議論かと思

います。  

 また、新システムにおける機関補助の位置づけ、誰が主体か、財源がどうかということ

に関しましても、今後の議論ということでございまして、現時点で何か決まっている、見

通しがあるということではございません。  

○末松座長 わかりました。  

 それでは、次に先ほど目が合った方で柏原さん、秋田さん、北條さん、とりあえずその

お三方からいただいて、また目が合った方からちょうだいしたいと思います。  

○柏原委員代理 大阪府池田市の柏原でございます。本日、倉田市長は公務のため出席で

きませんので、代理で倉田市長の意見を御披露したいと思います。  

 今回の会合でございますけれども、幼保一体給付（仮称）についてが主題であることは

理解しておりますが、全国市長会を代表いたしまして今回参画させていただいている者と

して、どうしても申し上げたいことが１つございます。  

 来年度の子ども手当に関する地方負担の問題でございます。小宮山副大臣は去る 10 月

26 日の会合で、子ども手当については来年度においても本年と同様、地方負担を求める旨

の発言をされたと報道されております。来年度の子ども手当の額並びに費用負担を求める

かどうかの問題については、本会においても再三副大臣から、来年度予算編成作業の中で

議論されるとのお話がございました。私ども市町会といたしましては、国と地方の協議の

場で議論されるべき問題であると認識いたしております。その意味からも地方負担は既定

の事実であるかのような御発言をされることにつきましては、誠に遺憾でございます。  

 今後とも来年度の子ども手当の地方負担の問題につきましては、国と地方との協議の場

での協議事項であるという御認識をいただきまして、慎重に御発言いただきますよう失礼

ながら冒頭にお願い申し上げます。  
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 本日のテーマでございますが、幼保一体給付（仮称）の創設についてであります。幼稚

園、保育所、認定こども園の垣根を取り払い、新たな指針に基づき幼児教育と保育をとも

に提供する幼保一体給付（仮称）の創設については、原則的に賛成でございます。池田市

の例を申し上げますと、幼稚園はかつて新入園児の抽選を行っていた時期もございました

が、来年度平成 23 年度の入園予定者は定員を大きく割れ込んでいる状況でございます。  

一方、保育所におきましては待機児童の問題は出ておりませんが、定員の 100％を超え

る児童が入所しており、定員の弾力的運用でしのいでいるのが現状でございます。幼保一

体化は質の高い幼児教育、保育を提供するとともに、利用者の不均衡も解消でき、待機児

童の減少につながるものと期待しております。  

○末松座長 すみません、読むのはやめてポイントを言ってくれませんか。まだ御発言さ

れていない方が結構おられるものですから、そう言われると戸惑うかもしれませんが、で

きる限りポイントでお願いします。  

○柏原委員代理 池田市におきましても幼保一体施設は持っておりますけれども、認定こ

ども園の申請は行っておりません。具体的にメリットが見えないからでございます。今後

こども園（仮称）に一体化するためには政府の推進体制の一体化、すなわち子ども家庭省

（仮称）の創設が不可欠であると考えております。一部の報道では 2023 年目途でござい

ますが、一刻も早く具体化されることを願っております。  

 以上が倉田からの意見でございます。よろしくお願いいたします。  

○末松座長 御協力いただいてすみません。趣旨は十分踏まえました。ありがとうござい

ます。秋田委員、どうぞ。  

○秋田委員 私は田嶋政務官が言われたように、シンプルな組織をシンプルな原則でつく

っていく、養護と教育の充実のために行っていくことが基本原理。 130 年それぞれ歴史は

ありますけれども、それはそれぞれの階層やそれぞれのニーズで行われてきたときから始

まり、既に３歳以上のほとんどの子どもが保育・教育を受けるようになってきて、公的な

幼児教育・保育のこうした制度が現在できるということは、極めて望ましいことだと思っ

ております。  

 客観的な基準に基づき指定制を入れるという 35 ページでございますが、指定制の基準

です。一番重要なところは、すべての子どもに養護と教育の質の高いサービスを提供する

ことから言えば、全国統一の基準を国がきちんとつくっていただくということは、基本的

にやっていただきたいことであると思っております。  

 そのときの統一の基準でありますが、今回の例えば 41 ページの図のようなものを見ま

すと、公立幼稚園が極めて公費が出されて、私立幼稚園、公立保育所、私立保育所が少な

いということで、そこにそろえるような議論の動向があります。しかし実は世界に誇る保

育を日本がやっていこうと思ったときの保育の質の高さを、どこが最もモデルとして示し

てきたかと言えば、公立幼稚園というものが日本の幼児教育の質の高さと方向性の１つを

示してきていることは事実でございます。それは研修が保障されてきたからであり、幼保
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ともに一体に公費で保障されることが重要でございます。  

経費を削減していくためではなく、それが質の高い保育を保持していくために必要だと

いうところが重要であり、そうしますと多様な事業者参入のときのサービスの質を、指定

制を入れるときに最初に指定をするだけではなく、大変小さな字で「サービスの質の向上

も今後検討する」と書かれているところが大事です。やはり指導・助言だけではなく、き

ちんと監督の施設をつくっていただいて、制度をつくっていただいて、最初に多様な事業

者が参入したときにも、指導・助言だけではない監督措置というものを入れていただきた

いと考えております。  

 子どもの側から言えば、多様なサービスを公的保育契約（仮称）で上乗せを認めるとい

うところの上乗せも、時代によって公的な幼児教育・保育が実現されていくとするならば、

先ほどもございましたが、一定の上乗せの上限が明確に設定されるべきであると思います

し、多様なサービスが保護者のニーズによって行われていく病児保育や、長時間保育が本

当に子どものためにいいのかということを考えていただいて、サービスについても子ども

を中心にした視点からの観点で議論をいただきたいと思います。  

 以上です。  

○末松座長 ありがとうございました。北條委員、どうぞ。時間が私の不手際でなくなっ

てきて、できるだけポイントだけお願いします。  

○北條委員 私どもとしては元来申し上げたいことは実はたくさんございますが、それは

本日冒頭に申し上げましたように、最も心配しております幼稚園、保育所、仮称こども園

との関係が安心できるものに修正された段階で、今後言わせていただくことにいたしたい

と思います。  

 本日は応諾義務のところを述べさせていただいているわけでございます。いろいろな構

成員の方から「多額の公費を投入する以上、応諾義務も課すのは当然だ。」私もそう思いま

す。多額の公費を投入するのであれば、それなりの義務というのは当然果たさなければな

らないと思います。  

現在、私立幼稚園では選考をしております。実は 11 月１日というのは日本全国の幼稚

園の募集の時期です。私の園も 11 月１～４日と今日の午前中まで選考して、入園者を決

定する。大勢の応募者においでいただくのは、本当にすべてのお子さんをお入れしなけれ

ばいけないけれども、それを選考するというのは大変心が痛むし、難しいことです。日本

全国どこの私立幼稚園も、正当な理由なくしてお断りをしているところはないと思います。

これは小学校だろうが、中学校だろうが、高等学校だろうが、大学であろうが、同じこと

でございます。そういう意味では正当な理由というものの決めを、かなり慎重にやってい

ただきたいということが１つです。  

 もう一点は国立大学付属は指定制の対象ではないんだから、給付がないから問題ないと

いうお話でありましたが、しかしながら、そうであっても国立大学付属幼稚園はちゃんと

運営ができるわけでございます。先ほど「指定と給付が結び付いているんだ、認可と給付
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は結び付かないんだ」というお話を承ったわけでございます。そうであるとすれば、例え

ば私の幼稚園が指定は要らない、応諾義務を課されるのは我が園としては到底容認できな

いといった場合に、現行の私学助成制度がちゃんと残って、国立大学の付属幼稚園と同じ

ように幼稚園教育が継続できると言うんでしたら、それはよろしいわけです。しかし、今

回の仕組みはそうではないから、私どもは応諾義務については慎重に扱っていただきたい

と申し上げているわけです。ありがとうございました。  

○末松座長 ありがとうございます。田中さん、どうぞ。  

○田中（常）委員 私は評価の立場から幼保一体給付（仮称）を導入することのメリット、

デメリットについて資料を拝見するとともに、皆さんの御意見を聞かせていただいたわけ

ですけれども、まずデメリットがあるかどうかということで、今日皆さんの御意見を拝聴

した中では、確かにさまざまなサービスに適用される制度であるという中で、細かい条件

設定面では難しさがある制度だなということは感じましたが、幼保一体給付（仮称）に変

更することの決定的な問題というのは、私は今日は発見できませんでしたので、そういっ

た意味では大きな問題がある変更だとは感じませんでした。  

 むしろメリットなんですけれども、メリットがどこにあるのか。確かに二重行政の解消

であるとか、公平性の確保という面ではメリットがあることは理解できたんですが、それ

を超えて本当に利用者サイドに立ったときに、実際にどういう変化につながるのかといっ

た面が、今日の説明資料だと見えてこないところがございました。尽きるのは他の方もお

っしゃっていらっしゃいましたが、幼保一体給付（仮称）に変えることによって子どもが

必要な量、質を伴ったサービスが供給されるかという面に関わってくるかと思うんです。

それはやはり条件は財源だと思うんです。  

財源が現状よりもかなり大幅に増えるという想定でないと、この幼保一体給付（仮称）

が意味のある制度にならない可能性が高いということと、中島委員などもペーパーに書い

ていらっしゃいますが、こども園（仮称）など制度ができてもなかなか参入が増えていか

ない。これはお金だけではなくて、インセンティブがあるような仕組みを導入していく必

要があると思いますから、大きなデメリットがない中でメリットをより大きくするような

制度設計を、是非今後考えていただきたいと思います。  

 以上です。  

○末松座長 まとめていただいてありがとうございます。奥山さん、どうぞ。  

○奥山委員 前回お話が出ました基礎給付についての意見は資料の方に入れさせていただ

きましたので、後で皆さんごらんいただければと思います。  

 地域の立場から申し上げますと、やはり今回いろんな新聞報道もあったこともあって、

保護者は今後どうなるのか不安に感じているということがあると思います。したがいまし

て、なるべく早くイメージ等をきちんとした形で提示することが、大事ではないかと思い

ます。  

 今日の資料を読ませていただいても、どうしても「働く人のために」というのが強調さ
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れがちなところがある、幼保一体ということで言うときには、すべての子どもたちに対し

て教育と保育を平等に提供し、すべての子どもの発達なりを応援していく、教育を応援し

ていくという観点があるわけですから、そこをもっと強調していただきたいと思います。  

 「量的にも質的にも向上する仕組みなんだ」ということを、世の中にちゃんとアピール

していくことがまず大事ではないかと感じます。国と地方の関係のお話もありましたけれ

ども、私も皆さんと同様、きちんと国がナショナルミニマムを確保する、特に保育、教育

で関わる人たちの人件費の部分、その辺りをきちんとこれまで以上に拡充していくことが、

質の担保には欠かせないと思います。  

 横浜なので横浜のことを考えますと、幼稚園と保育所がかなり分断されている中で、お

金の流れも違う中で、待機児童が保育所の方もたくさんあり、更に幼稚園も３歳入所には

まだ抽選という私たちの地域です。そんな中では丁寧に需給のバランスを見なくてはいけ

ません。こども園（仮称）という施設だけではない多様な保育サービスの育成も欠かせな

いです。そういう意味では、今後はコーディネーターが必要だと思います。過疎地域につ

いては必要なサービスをどのようにつくっていくかというコンサルも必要でしょうし、と

ても子どもの数が多いところにおいては、保護者の方にもどういうサービスが用意されて

いるのか、ご家庭に合わせて公的なサービス、民間のサービス等をコーディネートしてい

かなくてはならなくなるでしょう。また、多様なサービスが足りなければ育成していかな

くてはいけない。  

そういったコーディネート機能が行政にも求められますし、私たち地域の立場から言う

と、私たち地域子育て支援団体にも保護者にそれを伝える役割があると思います。介護の

方にはケアマネージャーというのがありますけれども、子育てもこうやって多様化されて

くると、同様な機能が今後求められてくると感じております。  

 以上です。  

○末松座長 山口さん、時間がないかもしれないので手短にお願い申し上げます。  

○山口委員 山口でございます。皆さんが今までいろんな論点を出されましたが、私はち

ょっと違う観点からお話をさせていただこうと思います。  

 参入と退出のことについてなんですけれども、参入に関しましては多様な事業主体の参

入ということがずっと言われてきているわけですが、その中で違和感を覚えますのは、ど

うも株式会社、ＮＰＯ法人というものが新たに参入してくるときには質が問われて、社会

福祉法人、学校法人の場合は「質がいいんだ」ということを前提に議論が進んでいるよう

ですが、どうも聞いておりますと株式会社、ＮＰＯは性悪説に立って、それ以外は性善説

かなと。そういった議論というのは変えていただきたいと思います。  

 そう言いますのは皆さんも御承知のように、社会福祉法人であっても学校法人であって

も、非常に問題があるようなところはたくさんあります。そういったところをこれからど

う質を向上させ、場合によっては退出させていくかということも考えていかないといけな

いと考えております。  
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 先ほど中島委員がおっしゃっていた人件費の使い方のことですが、多様な担い手の参入

があったときに質の担保をするためには、人件費をしっかりと使途制限の中に入れていか

ないといけないのではないかというお話がございましたけれども、仮に人件費という１つ

のくくりで使途制限をした場合に、現実的には一部の職員にばかり給料、処遇が行くこと

があるのではないか。例えば経営者一族が大体取っていくというのが現状ではないかと見

ております。  

 それを公平にということであれば公務員のように表をつくって、何級何号という形で処

遇していくというのも、私は現実的ではないと思います。また、人件費というくくり方で

はなくて、職員の処遇に関しまして特に労働基準法等が非常に厳格に守らないといけない

ような状態で運営をしております。そうすると育休だとか産休だとか、そういったものと

いうのは当然職員が確実にとっていくような仕組みをつくっております。そういったもの

から福利厚生など、いろんなことを総合的に職員の処遇として我々はやっているわけです。

それをやるためには自由なお金の使い方は絶対に必要だと思っております。  

 今回の制度改革では、これからの長期間の運営に耐えられるような仕組みをつくらない

といけないということですが、これから大きな問題となってくるのは、特に 10 年後から

は確実に問題になってくると思いますけれども、退出の問題があると思います。退出の中

でも先ほど言ったようなルールに基づく強制的なものではなくて、中島委員がおっしゃっ

たと思いますが、急な倒産であるとか破産であるとか、こういったものは株式会社だけで

はなくて社会福祉法人、学校法人も含めて確実に問題になってくると思います。その中で

例えば先ほどの川崎の例をおっしゃったわけですが、あれは私どもがたった２日間で全部

引き継ぎました。そういうことができたというのは、それだけの組織力を持っていたから

できたわけです。  

例えば社会福祉法人に関しては以前厚生労働省でメガ福祉法人といった構想をお持ち

で、退出を余儀なくされるようなところを、どう吸収していくかということも御検討にな

っていたようには思いますが、まだまだ残念ながらそういった大きな事業体というのは育

っておりません。是非これからの議論の中にそういった事業体が育っていくような土壌、

はっきり言いまして、社福、学校法人がそれぞれの同じ類型を吸収するだけでは私は無理

だと思いますので、株式会社だとかその他の事業体が違う事業体を吸収できるようなシス

テムをつくらないと、セーフティネットというのは構築できないと思っておりますので、

是非そういった議論をやっていただきたいと思っております。  

 以上です。  

○末松座長 ありがとうございます。菊池さん、どうぞ。  

○菊池委員 今日冒頭にお話がございましたけれども、不安をあおるような表現があって、

問題が噴出したということでございました。特に幼稚園関係者の方だけではなくて、10 年

後に現行制度が撤廃されるみたいな表現があると、関係者は皆さん不安に思うと思うんで

す。今は非常に大切なときなので、そういった言葉、表現についてはより慎重にお願いを
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したい。そう申しますのは、せっかく前向きの議論をしているものが、誤解を受けること

で後退をしてしまう可能性がある。それは決していいことではないと思います。  

 もう一つ、いろんなことが見えないことによって不安を感じている。非常に関係者が神

経質になっているという思いがしておるわけですが、そういった見えないことへの不安を

早く解消していく。ですから、今よりよくなることをしっかりと見せていくことが大切な

のではないか。今、出されている中でもかなり期待できるところもあると思います。細か

いところで詰めなければいけない問題もたくさんあると思うんですが、そういった工夫を

していただくことによって神経質になっている、不安に思っている方々に対して、ある一

定の説得力になるのではないかという気がしております。  

 仕組みについては公の仕組みですので、それなりの備えをしていかなければならないの

はありますけれども、利用者にとっても、納税者にとっても、事業者にとっても、よりわ

かりやすいシンプルなものであることが大事かなという気がしております。シンプルで利

用しやすいものということです。  

 見やすくすることの１つの例ですけれども、今日示された資料の中でも「標準的な教育

時間」とか、「就労時間等に対応する」ということがあって、基本的なところの押さえと、

あと２段階図で示されておりました。例えばそういったところの時間を現在想定している

ものがあれば、それを明示した中でどうかという議論にすべきであって、そういう形で見

えるようにすると議論も更に進むのかなという感じがしております。  

 応諾義務の問題については特に先ほどから出ておりますけれども、障害児等が代表的な

ものになるかと思いますが、とかく排除されがちです。こういうことについてはきちんと

同じ人格を持った一人の人間として保証していくということ、そのためにきちんとした仕

組みをつくっていくことが大事だと思いますし、それと加算の問題がございましたけれど

も、単純に障害児だけではなくて、それ以外にも加算を必要とするケースがあろうかと思

いますが、そういったことが見落としのないように慎重に加算制度を付加してほしいと思

っております。  

 価格設定のところで基本の部分は公定価格にして、付加サービスを柔軟な価格とする。

これはいいと思うんですが、加えて入学金等について触れております。気になりますのは、

幼稚園は入学金が当たり前かわかりませんけれども、保育所は多分認められていないと思

うんです。これは今後どのように扱っていくのか。  

参入等指定制度の件ですけれども、「客観的な基準による指定制の導入」ということで、

この客観的な基準というのはどんなイメージなのか。これも以前にも特別部会のときに示

されていた気がするんですが、こういうものもある程度見せた方が、例えば最低基準が１

つのイメージですよとか、少なくとも最低基準は最低限のものにしておく。これは最低で

あって十分なものではないわけですから、そういったことをしっかりと見せていただきた

い。  

撤退の問題は先ほど山口さんからもお話がございましたが、撤退の手続などといったこ
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とも大事なことだと思いますけれども、多分これはいきなり起こることだと思うんです。

そのときに先ほどおっしゃったように、周辺の事業体がそれを即カバーできるような具体

的なものをつくっていかないと、あまり意味がないのかなという感じがしております。そ

の辺についての御配慮もお願いしたいと思っております。  

職員の配置基準についての言及がありました。これも是非とも実現していただきたい重

要な課題であると思っております。  

それから、資料を出しておりますので、ルーペをつけないと見えないような非常に細か

い字になっておりますが、お許しをいただいてお目通しをいただければと思います。  

以上、手短に申し上げました。  

○末松座長 ありがとうございます。それでは、定刻を数分過ぎますけれども、皆さん御

容赦いただいて、浜田さん、どうぞ。  

○浜田委員代理 全国知事会を代表しております尾﨑知事に代わりまして、私の方から意

見を述べさせていただきます。資料４の５ページに出させていただいております。  

 まず事業者参入の仕組みについてでございます。資料の 35 ページでは指定基準につい

ては全国統一の基準とするかとの記述がございますが、サービス給付につきましては地方

が地域の実情に応じたサービス給付を、裁量と創意工夫で担うことができるような仕組み

にすることが必要と考えておりますので、指定基準につきましても地方の裁量が生かせる

ものとすべきであると考えています。  

 同じく 36 ページにございます指定主体につきましては、幼保一体化を効果的、効率的

に進めていく上で非常に大きな論点だと考えておりますので、今後地方と十分協議をして

いただきたいと考えております。  

 次に、２の財政スキームについてでございます。41 ページの現行制度の説明におきまし

て、公立幼稚園、公立保育所の部分でございますが、現行は市町村等の下にかぎ括弧で交

付税と保護者負担になっております。この部分は誤りなのではないかと思っておりまして、

市町村等には交付税だけではなくて地方税も含まれております。市町村は公立幼稚園と公

立保育所の運営の財源を、地方固有の財源である地方税と地方交付税で責任を持ってまか

なっているという状況でございます。そうしたことから申し上げますと、今回の 42 ペー

ジの２つ目の丸の提案は、地方固有の財源と責任を地方から取り上げることになりますの

で、政府が進めております地域主権の理念に逆行するものではないかと考えておりまして、

断固反対でございます。  

 最後のポツは１回出ましたので、省略させていただきます。  

 以上でございます。  

○末松座長 ありがとうございます。池田さん、どうぞ。  

○池田委員 全国国公立幼稚園長会でございます。時間がないことは大変承知しておりま

すけれども、やはりこのワーキングチームの皆様方には是非聞いていただきたいと思いま

すので、少しお時間をいただきます。  
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 本会の最大の懸念は、幼児期の教育の質の維持向上が図られるのであろうかということ

であります。これまでの幼児教育の振興・充実は、平成 17 年の中央教育審議会の答申以

後、法整備が進み、現場では幼・小の学びの連続性・一貫性を視点に、幼・小合同の研究

発表会が開催されるなど、着実に進んでおります。名実ともに学校教育体系に位置づいた

ことが実感でき、さらなる意欲を持って幼稚園教育の充実を考えているところです。しか

しながら、新システム案公表以後、教育現場はここまで積み上げてきた幼稚園教育の行方、

質の低下、存続の危機という不安にかられています。  

ここからは意見書の１ページに沿って意見を述べさせていただきます。私は給付の一体

化ということよりも、幼保一体化についてです。  

幼保一体化の目的は３つ挙げられていますけれども、果たして現在の国民の主たるニー

ズは一体化にあるのか。私どもは主たるニーズは保育所の待機児解消にあると考えざるを

得ません。幼児教育の振興・充実は現行のとおり、幼児教育を学校教育体系に位置づけ、

幼児教育と義務教育及びその後の教育との整合性・一貫性、教育としての体系性を確保す

る中でこそ可能であって、幼保一体化によってなされるものではないと考えております。  

全国一律の一体化によって小中学校を含めた教育現場が動揺すれば、幼児教育は振り出

しに戻り、質の低下は目に見えて明らかです。今、国民に必要なことは保育制度改革であ

り、保育所の拡充と良質な保育環境の整備やサービスにあると考えます。国公立幼稚園長

会は現段階で示されているこども園（仮称）構想には、幼児教育の振興・充実の視点から

反対の立場をとらざるを得ません。  

また、こども園（仮称）の位置づけですけれども、家庭ではできない学校教育として位

置づけられている３歳以上の子どもに対する幼児教育と、保育に欠ける、あるいは保育を

必要とする子どもに対する保育とは分けて考えるべきで、それぞれの目的に応じて充実策

を講じる必要があると考えます。幼稚園、保育所、認定こども園の垣根は、その機能を責

任を持って果たすという意味ではむしろ必要であり、それぞれの機能を生かしつつ、地域

のニーズに沿って柔軟に対応できるようにしていく施策が大切であると考えます。この意

味からも、すべての垣根をなくして１つの形にするこども園（仮称）構想には賛同しかね

ます。  

時間がないんですけれども、幼稚園制度が廃止で従来の幼稚園等施設で行われてきた幼

児教育は、どうこども園（仮称）の中で残っていくのでしょうか。教員は指導の振り返り

や記録の整理、指導計画等に費やす時間は保障されるのでしょうか。園外への研修、小中

学校教員との合同研修には参加できるのでしょうか。ここでも幼児教育の質の低下の懸念

が深まります。  

代表である私がこれだけ聞いてもイメージが描けない新システムについて、市町村や教

育、保育現場の教員・保育士に十分な理解と納得を得るには、今回のスケジュールはあま

りにも拙速で無理があります。一定期間、 10 年程度は経過措置が必要ということは、 10

年を過ぎたら幼稚園はなくなることだと受け止められます。現行の制度をすべて廃止する
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とはあまりにも唐突で、幼稚園教育を否定し、幼稚園教育を願う保護者に対しても理不尽

であります。  

教育公務員として誇りを持って幼稚園教育に携わってきた教員に対しても、意欲を奪い

う措置であります。幼児教育が揺らげば小学校以降の教育水準も生きる力も低下すると思

います。厳しい現実がわかっているにもかかわらず、施策をなぜこんなに急ぐのでしょう

か。もう少し期間に余裕を持ち、検討していただきたいと切に願います。  

以上です。  

○末松座長 最後に厳しい御意見も賜りました。こういうさまざまな御意見を踏まえて、

私どもはまた論議を尽くしていきたいと思っております。  

 予定時間を 10 分過ぎましたけれども、そこは私の稚拙な司会で陳謝を申し上げながら、

また是非よろしくお願い申し上げます。今日は本当にありがとうございました。  
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