
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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５回会合 

議 事 録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



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５回会合 

議 事 次 第 

 

             日 時  平成 22 年 11 月 19 日（金）9：30～12：00 

               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 事 

   （１）幼保一体給付（仮称）について 

   （２）その他 

   （３）意見交換 

３. 閉 会 
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○末松座長 それでは、定刻となりましたので、「子ども・子育て新システム検討作業グループ基本

制度ワーキングチーム」の第５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本当にありがとうございます。 

 なお、本日の委員の御出欠について事務局より御報告申し上げます。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 日本労働組合総連合会会長代行の岡本直美様、全国知事会高知県知事の尾﨑正直様、東京商工会

議所人口政策委員会共同委員長の田中常雅様、静岡文化芸術大学准教授の田中啓様、明治学院大学

教授の両角道代様、大阪市立大学教授の山縣文治様、以上６名の委員におかれましては本日所用に

より御欠席となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国知事会より高知県地域福祉部長の小田切泰禎様、

日本商工会議所より産業政策第二部担当部長の佐藤健志様に、それぞれ代理で御出席をいただいて

おります。以上でございます。 

○末松座長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務方から資料の確認をお願いいたします。 

○藤原参事官 お手元の資料の御確認をさせていただきます。 

 議事次第の１枚紙の後ろに、まず資料１といたしまして「幼保一体化の目的について（案）」です。 

 資料２といたしまして、「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）」です。 

 資料３といたしまして、「新システムにおける指定制と認可制の関係について（案）」です。 

 資料４といたしまして、「幼保一体化給付（仮称）についてⅡ（案）～具体的制度設計～」です。 

 資料５といたしまして、本日各委員から御提出をいただいております資料を合わせたものでござ

います。 

 なお、参考資料といたしまして、参考１が「幼保一体化給付（仮称）」のⅠ。 

 参考２といたしまて、第３回の基本制度ワーキングチームにおいて、各委員から御議論の中での

御発言、主な御意見を抜粋したものをお付けしております。 

 以上でございます。御確認いただければと思います。 

○末松座長 御確認はよろしゅうございますか。 

 本日は、メインのテーマとして４日に開催されました本ワーキングチームで御議論いただきまし

た「幼保一体化の給付について」ですけれども、当然その関連として幼保一体化に関わるこども園

（仮称）についても関連してまいりますので、御議論もあろうかと思います。 

 ただ、幼保一体化の問題につきましては、幼保一体化ワーキングチームで 16 日にもございました

こども園（仮称）についての御議論を踏まえてというところもございますので、まずもってこの幼

保一体化ワーキングチームの座長、そして副座長の大日向先生、無藤先生からの御報告ということ

をしていただきたいと思います。 

 そういうことで、まず 16 日に行われました幼保一体化ワーキングチームで提出されました資料１、

資料２について事務局から説明をさせていただきますが、その後、座長の大日向委員、それから座

長代理である無藤委員の方から議論の概要を御報告いただくことにしております。 
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 では、事務局から説明をお願いします。 

○濵谷課長 それでは、資料１、資料２について御説明申し上げます。 

 まず資料１、「幼保一体化の目的について（案）」でございます。これは、11 月１日と 16 日の幼

保一体化ワーキングチームに提出した資料の抜粋でございます。 

 １ページおめくりいただきまして２ページでございます。これまでの経緯、それから新たな制度

の構築、幼保一体化の目的ということでございます。 

 ３ページでございますが、「これまでの経緯」でございます。「幼児教育の振興」、「認定こども園

の創設及び改革」、「次世代育成支援改革」という大きな３つの流れで幼保一体化関連については検

討が進められてきたということでございまして、中央教育審議会の答申、教育基本法、学校教育法

の改正、幼稚園教育要領の改訂などで、「幼児教育は、保育所等で行われる教育も含む幼児が生活す

るすべての場合において行われる教育」であること、家庭・地域社会の養育力、教育力の低下に伴

い、家庭地域社会、幼稚園や保育所等、三者が総合的な幼児教育の推進をすべきこと。「発達や学び

の連続性を踏まえた幼児教育の充実」、特に小学校との連携・接続を図るべきことが答申で指摘され

まして、それを踏まえまして関連法令の改正が行われております。 

 また、認定こども園制度については平成 18 年 10 月に創設されたわけですけれども、中央教育審

議会、それから社会保障審議会の合同検討会議の報告において、幼児教育の観点と次世代育成支援

の双方の観点から検討すべきこと。親の就労の有無・形態等で区別するのではなく、就学前の子ど

もに適切な幼児教育・保育の機会を提供すべきこと、こういった指摘を踏まえて創設されたもので

ございますが、なかなか進まない。現状 532 か所ということで、昨年３月に改革に関する検討会の

報告書が出ておりますけれども、その中では財政支援の充実、二重行政の解消等が指摘されており

ます。また、保育制度改革の方向性を踏まえて具体的な制度的検討を推進すべきことが指摘されて

おります。 

 一方で、「次世代育成支援改革」については昨年２月、12 月に報告が出ておりますけれども、そ

の中では昨年２月には保育制度について客観的基準による指定制を基本とした制度を検討すべきこ

と。また、12 月には「育児休業～保育～放課後対策への切れ目ないサービス保障」ということで、

財源の一元化をすべきこと等が指摘されております。 

 ５ページでございますが、このようにこれまでの幼児教育、保育の在り方については「幼児教育

の振興」、「認定こども園の創設及び改革」、「次世代育成支援改革」という大きな３つの流れで検討

が進められてきておりますけれども、その後、「子ども・子育てビジョン」などに基づき、これらを

一体化いたしまして、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援対策のための包括的・一元的制度を

目指す議論となりまして、本年６月に「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」が決定され

たという経緯でございます。 

 ６ページは、その経緯を図にしたものでございます。 

 ７ページでございますが、このようなこれまでの幼保一体化の取組を考えますと３つの視点があ

るのではないかということでございます。 

 １点目といたしましては、「仕事と子育ての両立の支援のための支援が進み、就学前の子どもの約
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６割が幼稚園から小学校に入学する一方、保育所からも約４割の子どもが小学校に入学する中で、

幼稚園・保育所を問わず、希望する全ての子どもに対し、生涯にわたる人格形成の基礎である質の

高い幼児教育・保育を保障する」という視点。 

 「仕事と子育てを両面で支援するなど社会全体で次代を担う子どもの育ちを支援する」という視

点。 

 「家庭や地域の教育力・子育て力の低下、保護者の多様なニーズ等を踏まえ、家庭や地域の実情、

保護者の多様なニーズ等に応じ、希望する全ての子ども及び子育て家庭を支援する」という視点。

こういう３つの視点があるのではないかということでございまして、こういったことを踏まえます

と幼保一体化の目的については３点ではないかということでございます。 

 １点目は、「世界に誇る質の高い幼児教育・保育を希望する全ての子に」ということ。 

 ２点目は、「支援を必要とする全ての親子が全ての地域であらゆる施設において支援を受けられる

ように」ということ。 

 ３点目といたしまして、「男女がともにあらゆる場面で活躍できる社会を目指し、女性の就労率向

上や多様なニーズに対応する保育の量的拡大を図るために」。 

 こういう３つの目的があるのではないかということでございます。 

 続きまして、資料２でございます。こういった幼保一体化の目的を踏まえまして、こども園（仮

称）について考えられる複数案ということで、今週の 16 日火曜日にお示しした資料でございます。 

 １枚めくっていただきまして、考えられる複数案として５案ございます。 

 まず全案共通のものといたしましては、給付システム、幼保一体給付（仮称）という共通の給付

を設けることによりまして、一体化施設に移行するための財政的なインセンティブを与えるという

ことは全案共通でございます。その上で、５案でございます。 

 まず案の１でございます。「平成 25 年度に、新たに「こども園（仮称）制度」を創設する。「こど

も園（仮称）」は幼児教育・保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する施設とする。現行

の幼稚園制度・保育所制度は、法律上一定期間後に、すべて「こども園（仮称）制度」に移行する。」

というものでございます。 

 案の２でございますけれども、「平成 25 年度に、新たに「こども園（仮称）制度」を創設する」

という点は案１と共通でございますが、「「こども園（仮称）」については、幼児教育のみを提供する

もの、保育のみを提供するものなど、多様な類型を設ける」という点が異なる点でございます。「現

行の幼稚園制度・保育所制度は、法律上平成 25 年度に、すべて「こども園（仮称）制度」に移行す

る」ということでございます。幼児教育のみ、保育のみといった現行の機能のままで新たなこども

園（仮称）制度に移行するということでございますので、すべて 25 年度に移行する。「但し、個々

の施設が幼稚園・保育所の名称を使用することは可能とする」という案でございます。 

 案の３でございますけれども、「平成 25 年度に、新たに「こども園（仮称）制度」を創設する」

ことは共通でございます。「こども園（仮称）は、幼児教育・保育及び家庭における養育の支援を一

体的に提供する施設とする」。この点は、案の１と共通でございます。それで、「幼稚園制度・保育

所制度は存続する」ということで、こういった多様な機能の施設があるという点では案の２と共通
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でございます。 

 案の４といたしましては、「平成 25 年度に新システム法上の指定施設として、こども園（仮称）

を創設する」ということでございまして、いわば給付体系の一体化の中でこども園（仮称）という

ものを位置付けるということでございます。幼稚園制度・保育所制度が制度として存続するのは案

の３と共通でございます。 

 それから、案の５は少し変わっておりまして、「平成 25 年度に、新たに「こども園（仮称）制度」

を創設する」ということ。それから、「こども園（仮称）は、幼児教育・保育及び家庭における養育

の支援を一体的に提供する施設とする」という点は案の１、案の３と共通でございます。それで、

案の５については幼児教育の普遍化という視点を重視しておりまして、「現行の保育所制度は、法律

上一定期間後に、すべて「こども園（仮称）制度」に移行する」ということでございます。一方で、

幼稚園につきましては財政的なインセンティブによりまして「こども園（仮称）制度」に移行する

よう、政策的に誘導するという案でございます。 

 最後の 13 ページをおめくりいただきます。今の案を図にいたしましたものが、13 ページのイメ

ージ図の比較でございます。平成 35 年のところを見ていただくとイメージがわきやすいかと思いま

す。案の４までについては、給付体系の一体化によりましてこども施設（仮称）あるいはこども園

（仮称）ということですべてその中でくくられるというのは共通でございます。 

 その中で、案の１についてはすべてこども園（仮称）という施設に収れんする案です。 

 案の２については、こども園（仮称）という同じ制度の枠組みでございますけれども、その中で

幼児教育型、一体化型、保育型と、３つの類型があるという案です。 

 案の３については、こども園（仮称）については総合施設でありますが、そのほかに幼児教育の

み、保育のみを行う幼稚園、保育所が存続するという案です。 

 案の４については給付体系の一体化、これをこども園（仮称）ということで幼稚園、保育所につ

いては存続、それから一体化型については幼稚園と保育所の２つの認可を取るという、今の認定こ

ども園の幼保連携型と同じようなイメージでございます。 

 案の５についてはこども園（仮称）と幼稚園ということでございまして、保育所はすべてこども

園（仮称）に移行した上で、幼稚園については財政的なインセンティブによりまして幼稚園からこ

ども園（仮称）に移行するよう政策的に誘導するという案でございます。 

 それから、その論点でございますけれども、３ページからでございます。それぞれの案の概要と

論点でございますが、ポイントだけ申します。 

 案の１は３つ目の丸でございますけれども、「こども園（仮称）」については一体的提供施設と申

し上げましたが、いずれも学校教育法、児童福祉法、社会福祉法において１条学校、児童福祉施設、

２種社会福祉事業として位置付けるということ。それから、案の１については一定期間、10 年程度

は幼稚園及び保育所として存置できる経過措置を講ずるという前提で、すべて「こども園（仮称）

制度」に移行するということでございます。 

 論点といたしましては、これは総合施設をつくる場合には共通でございますけれども、「現行の学

校教育体系と児童福祉体系を総合的に勘案した新たな制度を検討する必要がある」ということでご
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ざいます。設置主体制限、設置認可主体等々、今、学校教育と児童福祉で異なっておりますけれど

も、その点を一つひとつ整理していくということでございます。 

 それから、実態的な論点としては２つ目のポツでございますけれども、「幼稚園機能のみの施設や

保育所機能のみの施設など、家庭や地域の実情、保護者の多様なニーズ等に対応した多様な選択が

認められないことについてどう考えるのか」というのが論点でございます。 

 それから、案の２でございます。この特徴は２つ目の丸でございますが、「こども園（仮称）」に

ついては、満３歳以上の子どもに対して標準時間の教育活動のみを提供する類型や、満３歳未満の

子どもに対して家庭に代わる保育のみを提供する類型など、多様な類型を設ける」という点が異な

る点でございます。 

 論点ですが、固有の論点としては２つ目のポツでございますけれども、「学校教育と児童福祉の双

方の性格を併せ持つ新たな制度において、幼稚園機能のみ又は保育所機能のみを持つ施設を位置づ

ける（認可を与える）ことは、法制上困難ではないか」ということでございます。新たな体系は両

方の性格を持つ体系でございますので、片方の性格でないものについて学校と位置付ける、あるい

は福祉施設と位置付けることが法制上難しいのではないかというのが最大の論点でございます。 

 また、一番下にございますが、「多様な施設が存在することについてどう考えるか」。これは、い

わば政策判断ということでございます。 

 ５ページでございますけれども、「こども園（仮称）」の総合施設としての性格は案の１と共通で

ございまして、この特徴は４つ目の丸でございますが、「現行の幼稚園制度・保育所制度（認可）は、

存続する」ということでございまして、その上で「財政的インセンティブにより、各施設が一体的

機能を果たし、こども園（仮称）に移行するよう政策的に誘導する」という案でございます。 

 この案の固有の論点としては先ほどの案の２と共通でございますが、下のポツでございます。「多

様な施設が存在することについてどう考えるか」、どう評価するかということでございます。 

 それから、案の４については現行の幼稚園制度・保育所制度の認可は存続した上で、こども園（仮

称）が新システム法上の指定施設ということで、財政の一体化、給付の一体化をもってこども園（仮

称）と考えるということでございます。 

 論点といたしましては、幼児教育・保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する新たな

施設を創設しないことにつきまして、幼保一体化としてどう考えるかということでございます。 

 それから、案の５につきましては４つ目の丸でございますけれども、「現行の保育所制度は、平成

25 年度に、すべて「こども園（仮称）制度」に移行する。ただし、一定期間（10 年程度）は、保育

所として存置できる経過措置を講ずる」。 

 一方で、「現行の幼稚園については、財政的インセンティブにより、こども園（仮称）制度に移行

するよう政策的に誘導する」という案でございます。 

 論点といたしましては、「保育所制度はこども園（仮称）制度に移行する一方で、幼稚園制度が残

ることについてどう考えるか」という点。幼稚園については、これは既存の財政措置を講ずる前提

でございまして、「給付体系についても一体化されないこととなり、幼保一体化として不十分ではな

いか」というのが論点でございます。 
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 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 それでは、幼保一体化ワーキングチームの大日向座長から、先日の議論の概要の報告をお願い申

し上げます。 

○大日向委員 それでは、御報告いたします。 

 幼保一体化ワーキングチームは、これまで３回開催してまいりました。初めに、11 月 16 日のワ

ーキングチームの議論の概要から御報告いたします。 

 16 日には、幼保一体化につきましてただいま御説明のありましたように、事務方から５つの案が

示されました。これまで幼保一体化につきましては具体的なイメージがわかないまま、不安、疑問

が先行したきらいがあったと思いますが、５つの案が提示されたことで議論がしやすくなった等々、

事務方の御提示に対して感謝の声が多く聞かれました。 

 この５つの案のうち、16 日の段階では２と５について支持する意見は聞かれませんでした。「現

時点では３ないし４かな」という意見が幾つかありました。また、案１についてもお１人支持する

御意見がありましたが、もっとも 16 日の段階はこの５つの案につきましてそれぞれ十分に検討する

時間がなかったこともありまして、「意見は控える」という声も少なくなかったということです。 

 したがいまして、今後はこども園（仮称）につきまして、具体的なイメージを出し合いながらそ

れを実現する道筋を確認しつつ、各案のメリット、デメリットについて議論を深めていくこと。そ

のためにも、各委員はこの案をお持ち帰りになり、関係者とも協議していただくようお願いいたし

ました。 

 また、具体的制度設計に関しましては、かなり技術的な問題も含まれますので、必要に応じて事

務方、行政からも御説明をしていただくということで、16 日は合意がなされました。 

 16 日の審議の概要は以上のとおりですが、これまで３回の議論を通して合意されてきたこと、あ

るいは委員の多くに共通に見られた御意見等につきまして御報告をしておきたいと思います。 

 まず、幼保一体化ワーキングチームでは幼保一体化の目的、理念につきまして限られた時間の中

ではありましたが、そこにかなり時間をかけ、丁寧な議論をしてまいりました。そもそも今なぜ幼

保一体化を議論するのか、ここを幼保一体化のワーキングチームでは一番重要な論点の一つとして

まいりました。その結果、次の点が確認され、合意されました。 

 まず、何よりも親の生活状況によって子どもの生活が分かれていることは問題であり、是正が必

要である。今の日本の子ども、親、家族が置かれている状況は非常に多くの困難、矛盾に満ちてい

て、改善を急ぐべき課題が山積している。そこを直視することから議論を始めるべきだという御意

見が少なくありませんでした。 

 具体的な例を申しますと、子どもの貧困に象徴される格差の拡大、働くことを希望する親の前に

立ちはだかる待機児問題、また子どもが小学校に上がりますと放課後対策が不十分なこともありま

して、「小１の壁」の問題があります。 

 あるいは、子ども自身の方には「小１プロブレム」、学力の低下、いじめ、不登校等々の問題も山

積しております。乳児期から良質な発達環境の整備が必要だということ、これは人生のスタートと
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して重要であることは論を待たないところです。人材育成は国の重要課題でもありまして、既にＯ

ＥＣＤ加盟国の多くが国家戦略として取り組んでいます。 

 しかしながら、日本の現状を見ますと子どもたち、特に就学前の子どもが過ごす環境は先ほども

申しましたように親の生活、就労状況によってまちまちです。都市部は待機児問題があります。し

かし、地方は子どもの数が減少して、子どもが集団で過ごす環境が保障されにくくなっています。 

 例えば、地方で人口 5,000 人未満のところでは、67.6％に幼稚園がない。１万人までの人口を増

やしても、そこには 50％のところに幼稚園がないということです。都市部、地方、それぞれ課題は

異なっておりますが、子どもの発達に必要な養護と教育が必ずしも十分に保障されていない現状を

重く見なくてはならないのではないか。 

 したがいまして、幼保一体化が目指すべき点は２点あると思います。 

 まず１点は、親の就労や生活状況にかかわらず、すべての子どもを対象にということで、この「す

べての子ども」という中には「社会的養護を必要とする１％の子どもも排除することなく」という

御意見も含まれています。 

 すべての子どもを対象に、世界に誇れる良質の発達環境を提供することが必要である。そのため

には、これまで幼稚園が培ってきた実践に加えまして今、多くの幼稚園が預かり保育というものを

しておられます。そこに「養護」というものを一層充実させていくことが必要ではないか。 

 他方、保育所でもこれまでの実践の成果に加え、幼児教育の視点を更に入れた取組が目指される

ことは重要な課題であるということです。 

 ２点目、親の多様なニーズに配慮しつつ、ここには子どもが小さいときには在宅で育児に専念す

るという選択も当然尊重されつつということですが、一方で働くことを希望する女性が増加してい

ることへの対応も急務であって、それが結果的に男女があらゆる場面で活躍できる社会の実現とな

り、女性の就業率の向上と少子化対策、待機児問題の解消、更には成長戦略に貢献することを期待

したいということです。 

 幼稚園と保育所という現行の制度がとり行なわれて、この 65 年間、今回ほど正面から本格的に議

論を起こすのは初めてです。大きな変革をもたらすことでありますので、実行をあまりに急いで現

場を混乱させることがあってはならないという意見も多く聞かれます。しかし、同時に子ども、家

族をめぐる現状を直視すれば、これまで幼稚園、保育所がそれぞれ培ってきた実績を大切にしつつ、

互いの利点を子どものためにいかに活かし合えるか。その具体化を目指して、議論は丁寧に、しか

し精力的になされるべきであろうという点で、多くの委員の方々が同じ思いでワーキングチームの

議論に参画してくださっていると思います。 

 最後に補足ですが、幼保一体化の議論を行うに当たって、委員のお１人の方の意見ですが、心に

とめたい思う御意見がございます。それを御紹介して終えたいと思います。その方は、次のような

ことをおっしゃいました。 

 保育と教育は文化が違うということがよく言われるが、この違いが本質的なものであるならば仕

方がないけれども、恐らくこれは制度、社会が生み出したものではないだろうか。生み出したもの

であるならば、修正は可能である。「文化が違う」という発想ではなくて、時間をかけて文化を一に
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して、心を一つにしてすべての子どもに共通の姿勢で向かいたい。それが今回の幼保一体化の議論

の課題ではないかという御意見でした。以上、御報告をさせていただきました。 

○末松座長 非常にいいおまとめをいただきましてありがとうございました。 

 続いて、無藤座長代理の方からも追加的なコメントをさせていただきたい旨ございますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○無藤委員 ただいまの大日向委員のまとめにちょっと重なりますけれども、私なりに整理したい

と思います。 

 大日向先生のまとめのように、前回統合された明確な意見としてはっきり確定したわけではあり

ませんが、大まかな方向というふうに理解しております。 

 まず基本的なこととして、すべての委員が幼保一体化について、その大きな方向としてはよいの

ではないか。ともに何とか工夫して案にまとめていきたいという熱意を示されたと理解しておりま

す。 

 より具体的には、ほとんどの幼稚園、保育所においてやはり教育機能と福祉機能の両方を持つと

いう在り方が求められるではないかということであろうと思います。今、大日向委員の指摘のよう

に、幼稚園の場合で言えば預かり保育というものを今、私立幼稚園では多分７割とか８割くらいな

さっていると思いますが、そこについて福祉としての明確な位置付けの下で拡充する必要があるの

ではないか。また、保育所については保育所保育指針の改訂の折に幼児教育というものの位置付け

が既になされておりますけれども、より明確に学校教育法上の位置付けを与えながら、その具体的

な拡充の方策を形にしていただきたいというようなことが私などは感じるところであります。 

 その際に、これまで幼稚園、保育所、長年努力されて良質な実践というものを多様に展開してき

たわけでございます。そこではその実践のよさというものを活かしながら、新たなこども園（仮称）

制度に受け継いでいただく必要がある。そういう意味で、移行の混乱というものを最小限にしなが

ら、そのよさというものを日本の保育の改善に結び付けたいということであります。 

 そういたしますと、一律に期間を区切って必ず移行するというやり方はなかなか難しいのではな

いかと感じます。その意味で、先ほどの５つの案で言えば、やはり案の３あるいは４辺りが比較的

現実的な選択肢ではないかという感じを持ちました。 

 ただし、その際にこども園（仮称）という形ができれば日本の保育は万々歳というわけにはいか

ないわけで、そこで保育の質をいかに保つか。そのための手立てをさまざまに入れていく必要があ

ると思います。 

 例えば、幼稚園であろうと、保育所であろうと、また新しいこども園（仮称）であろうと、保育

者が勤務時間の中で教育・保育についての反省、準備、研修などの時間を一定時間確保できるよう

な体制、それは単に「そうしなさい」ということだけではなくて、やはりそこに人手、補助という

ものが具体的に入らないと難しいと思いますので、例えばそういうことはできないかといったこと

であります。 

 なお、その回でもちょっと補足しましたのは、私が座長を務めさせていただいておりますこども

指針（仮称）の方のワーキングチームで多少議論をして、まだ具体的に決定しているわけではあり
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ませんが、やはり大切ではないかと指摘されたことが今と重なりますので、簡単に一言、二言申し

上げます。 

 １つは先ほど申し上げたようなことで、幼稚園であろうと保育所であろうと、学校教育法及び児

童福祉法、双方の規定をしっかり踏まえた新しいこども園（仮称）の在り方というものに移行して

いくべきではないかということであります。そういう意味で、さまざまな用語、つまり「幼児教育」、

「保育」といった言葉遣いも、その法的な関係の中で考えざるを得ない面があろうと思いました。 

 もう一つは、特に保育所の中で展開されてきました「養護」と「教育」の一体的な在り方、これ

は幼稚園のいわゆる幼児教育においても、幼稚園教育要領をひも解けばすぐにわかりますけれども、

かなり大切にされるべき基本原則であるものだと思いますので、それを全体の一つの基盤にすべき

ことであろうと思います。 

 それと同時に、先ほど申し上げたような幼児教育のよさというものをどういうふうに保ち、幼稚

園実践の百数十年の歴史の伝統をいかに確保し、向上させていくか。これについても、是非具体的

な補助の在り方を含めて御検討いただきいと思ったところでございます。以上です。 

○末松座長 どうもすばらしいおまとめをありがとうございます。 

 それでは、ただいまの御報告内容を含めて、こども園（仮称）につきまして御意見を伺いたいと

思います。時間的なことですが、メインに幼保一体給付（仮称）のお話も１時間は取りたいと思っ

ておりますので、大体そのくらいの時間をめどにお願いを申し上げたいと思います。それでは、挙

手の上、お願いを申し上げます。 

 では、渡邊さんどうぞ。 

○渡邊委員 先ほど大日向座長の報告の中で、5,000 人規模の町や村で幼稚園がないという御指摘

がありましたけれども、これはこれまでの国の政策誘導の結果です。そのことをやはり忘れてはな

らないと思います。 

 なぜ幼稚園がなくなったのか。これは、国が保育所を財政的に支援してきたからです。交付税で

もきちんとした財源措置をしてくれておりましたし、特に保育士の人件費等の措置費を、負担金と

して国が面倒を見てきてくれた経緯があるんです。今は、全部一般財源化してしまって単独になっ

ております。ですから、市町村で効率的な施設運営をやろうとすると、やはり財政的に国が措置を

してくれるところに誘導されるのが当たり前のことなんです。その結果が現状にあるということを

忘れてはならないと思います。 

○末松座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。では、倉田さんどうぞ。 

○倉田委員 全国市長会でございます。今、御報告をいただきましたとおり、複数案ではあります

けれども、５つの案が示されたことによって議論がしやすくなったという御報告がございました。

その中でも、大日向先生からは２と５について指示の意見は特になかった。あるいは無藤先生から

は、３ないし４が妥当性を占めているのではないか。具体的に、５つの案の中の幾つかについて御

指摘をいただきました。 

 できれば、先ほど御説明を事務局の方からもいただいたのですが、この複数案の論点はおっしゃ
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っていただきましたが、そうであるとするならば１、３、４のメリットとデメリットということを

もう少し具体的にお話いただければありがたいと思っております。 

 それから、一体化についての考え方ですが、やはり地域の裁量がどの程度加わることができると

いうふうにお考えなのかということ。 

 それから、すべてに言えることですが、毎回同じことを言って申し訳ありません。財政的なイン

センティブを与えるということ、これはなるほどと思うんですが、では具体的にどのようなインセ

ンティブを与えることができるとお考えになっておられるのか。この３点について、御質問をした

いと思います。 

○末松座長 今、大体メリット、デメリットもある程度書かれてはいるんですけれども、更にとい

うことでございますか。 

○倉田委員 そうですね。 

○末松座長 それは各案についてですか。 

○倉田委員 ３つです。 

○末松座長 １、３、４についてですね。それから、地域の裁量権もこの１、３、４でよろしいの

ですか。 

○倉田委員 結構です。 

○末松座長 では、これは基本になるので今お答えをいただけますか。 

○濵谷課長 それでは、今お答えできる範囲でということでございます。３ページから１、３、４

についてでございますので、案の１からまずまいります。 

 案の１でございますけれども、これは一定の期間、10 年程度をめどに幼稚園、保育所がすべて幼

児教育、保育、家庭の養育支援を一体的に提供する施設に移行するという案でございます。この案

のメリットでございますけれども、完成形におきましてはすべての施設がいわばフルパッケージの

一体的な機能を果たす施設ということでございますので、どの園を選択しても同じ幼児教育、保育

などが受けられるということが最大のメリットでございます。 

 それから、デメリットといいましょうか、論点としては２つ目のポツに書いてあることに尽きる

わけですが、家庭や地域の実情、保護者の多様なニーズ等に対応した多様な選択が認められないと

いうことで、地域によって例えば幼児教育と保育の施設の住み分けがなされているということにつ

いて、それぞれにフルパッケージの機能を求めることが適切かどうか。そういうようなことが論点

でございます。 

 それから、案の３でございます。今、申し上げたところとの裏返しでございますけれども、メリ

ットといたしましては地域の実情に応じていわばフルパッケージの施設と幼児教育のみの施設、保

育のみの施設を地域単位で組み合わせながら、多様な施設、多様な選択が可能となるということが、

いわば最大のメリットでございます。 

 それで、逆に言いますとデメリットということでございますけれども、どの施設を選択するかに

よりまして、例えば長時間保育が受けられない施設がある。幼児教育機能が必ずしも同等ではない

施設があるというところでございます。 
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 案の４につきましては、給付体系上の一体化ということでございまして、施設類型としては幼稚

園、保育所のみでございますので、給付類型により多様な機能を持つ施設があるということでござ

いまして、地域における保護者の施設の選択という意味では案の３とほぼ変わりませんけれども、

新たな総合的一体的な施設がございませんので、総合的な機能を果たすときには施設類型としては

幼稚園と保育所の２つの認可を取るということでございます。そういう意味では、二重行政的な観

点は現行制度の課題がそのまま残るということがデメリットでございます。 

 それから、地域の裁量につきましては、この新システム全体におきまして市町村新システム事業

計画（仮称）ということで幼児教育、保育の適切な配置といいましょうか、市町村の判断でそうい

ったものを計画的に整備していくという意味では市町村に裁量といいましょうか、大きな権限があ

るというのは全案共通でございます。 

 その上で、施設類型について寄せていきますと、案の１については施設類型としては１つしかご

ざいませんので、そういう意味では地域の裁量は比較的少ない一方で、案の３と案の４につきまし

ては施設類型自体にいろいろな類型がございますので、地域単位でその組合せが可能という意味で

は比較的地域の裁量がある案ではないかと考えております。 

 それから、財政的インセンティブにつきましては、基本的には幼児教育、保育ということで現行

は財政措置が分かれているわけですけれども、それが相互乗入れといいましょうか、一つの一体的

な制度の中でいわば地域、施設なりが選択、希望すれば一体的な提供、幼児教育、保育、いずれも

提供可能ということで、そういう給付体系の一体化によりまして自然と財政的インセンティブが働

いていくということが基本でございます。その上で、報酬単価の設定等でどの程度のインセンティ

ブを与えるかということは今後の検討課題ではないかと考えております。以上です。 

○末松座長 よろしゅうございますか。どうぞ。 

○倉田委員 よくわかりました。したがって、議論の方向性としては多様な選択ということがキー

ワードと、もう一つは冒頭におっしゃったフルパッケージですね。一方の方向で決める。この辺が

分かれ目かなと思っております。 

 それからもう一つは、財政的なインセンティブについては取り立ててこれだということはなしに、

現在の制度の延長線上にあるんだなと、このような認識をいたしておりますが、そういうことでよ

ろしいですか。 

○濵谷課長 最後の財政措置のところは、現在の制度の延長線上といいましょうか、今は財政措置

が分かれておりますので、例えば幼稚園が保育を果たす場合に保育所の認可をまず取る。その上で、

保育所運営費で新たな財政措置を取りにいくという形になるわけですが、今回は財政措置は一体で

ございますので、一つの中で例えば長時間保育を幼稚園がやろうとした場合には、新たな基本的な

認可の手続きなしで財政措置が講じられるというところが大きな違いだと思っております。 

○末松座長 それでは、坂﨑さん、髙尾さん、山口さん、そして奥山さんの順でお願いします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。私の資料の３ページで、前回出しました意見、決

議書も含めて３点の意見と２つの質問をお願いいたします。 

 11 月１日の幼保一体化のワーキングチームの段階で、新聞紙上で幼稚園及び保育所の廃止という
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ことが大きく出ましたので、今回におきます案１のことだと思いますけれども、その１案に関しま

して非常に拙速であって、一体的にすることがすべてなんだという形で論議がされているというふ

うに感じました。 

 その中で、私たち日本保育協会といたしましては、全国大会におきまして岐阜県民間保育連盟の

お手伝いをいただきながら、この幼保一体化のことについての現行の保育制度の廃止や保育制度改

悪についての反対、また大幅な財源の確保に関してこのような形で決議書を 11 月 12 日に出しまし

て、それを前回の 11 月 15 日に皆様方にお示しをしているわけです。 

 16 日の段階で幼保一体化ワーキングチームの方から、この段階では非常に拙速であって、一体化

の議論に関して慎重な論議が必要なのではないかということでありました。16 日の段階でこの５案

が示されて、一体的な考え方からやはり１を除くと多様性を認めている考え方なわけですね。この

ことについて、私たちの団体といたしましてもどのようにしてこれを考えていくのか、私たちの方

ももう一度議論として持ち帰る必要があるのではないかと思っておりますので、これらについても

う一度考える時間の同意をいただきたいと思います。 

 意見の３つ目としましては、先ほど無藤先生がおっしゃいました法的なものを含めた用語の統一

というものをなるべくここできちんとしていただかないと、その都度、誤解を生むのではないかと

思います。教育と保育の言語の統一というふうになったときに、多分一般の方々は、例えば「３歳

以上が教育で３歳以下が保育だ」という感じで書かれている部分というものがあって、保育関係者

の方々は非常によくわかるんだと思いますけれども、その中でも「幼児教育と保育の充実」という

ふうになると、どの観点で書いているのかということをきちんとしないと非常に誤解を与えやすい

のではないかと思いますので、幼保を一体化するという議論の前提であればまずもってそれをやら

ないと話が複雑になりますし、聞く度に「これは何をを指しているんだろう」という思いがござい

ますので、何とぞよろしくそこのことはお願いしたいと思います。 

 例えば、「養護」と「教育」が一体となったものが「保育」なんだ、「養護」が前提となった「教

育」が「保育」なんだという保育所と幼稚園の考え方があるとすれば、そこを出発としてその言葉

を使うのか。また「幼児教育」として使った場合においてはどういうことなのかということをきち

んとある意味では限定してくださらないと、これからの議論の中で非常に問題があるのではないか

と思いました。 

 質問は２つあります。先ほど、倉田先生と少し違う観点でインセンティブのことをお願いしたい

のですが、今回は受給権による個人給付という考え方で、これからの給付一体だと思うんですけれ

ども、面倒臭い話をすると、今のような委託や受託のような考え方の中でインセンティブを与える

というのは、例えば施設ごとにこども園（仮称）をつくってもそれが「こども園や幼稚園に対して

はこの金額で、保育所に対してはこの金額で」というふうに考えられるんだと思いますが、どのよ

うな案であったとしても個人給付でありますから一人に与えるところの質と金額は変わらないとい

うことで、これはいいと思うんです。そうすると、子どもたちに基本的に与える権利以外の部分に

ついてしかインセンティブを与えないということで考えるべきかということがまず１つです。 

 もう一つは、例えば５案が出ている前提条件に、３歳未満児については受け入れ義務を課さない
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というか、その問題も出ているわけですが、前回の給付の問題でも時間の問題を含めて３歳未満児

のことに関して非常に手薄な感じになっていくのではないかとまず考えるわけです。現状でも３歳

以上児の場合はある程度、施設に入っているわけです。保育所であれ、幼稚園であれ、待機児童を

生んでいるのは０、１、２歳児が特に多いという状況を考えていくと、０、１、２歳児を含めてそ

こに手厚い保護といいますか、そういうことができるような仕組みでなければならないのではない

か。 

 どちらにしても、これのこども園（仮称）の案が出たとしても、その幼児教育の部分だというこ

とと同様に、ゼロ、１、２歳をどういうふうにしていくのかということを手厚くしていかないと、

もっとも問題を含んでいる部分が非常に薄くなるのではないかという危惧を感じるのです。 

 質問としてはインセンティブの問題と、３歳未満児の問題をもう少し手厚くするような仕組みに

なるのかどうかということの２点です。以上です。 

○末松座長 私の方から、２つの質問ですね。インセンティブと、あとは３歳児以下のものです。

それと、用語の統一についてもですが、私自身も見ていてかなりミスリーディングなところがある

かなという感触を実は持っていたわけですけれども、その辺の用語の統一についてもちょっとそこ

は御説明をするか。これは多分、法律用語からきていて、かなり複雑な経緯等があることは私もわ

かってはいますけれども、コメントできるところがあったらコメントしてください。以上、３つに

ついてお願いします。 

○濵谷課長 まずインセンティブの話ですが、基本は坂﨑委員のおっしゃるとおりで、個人給付構

成ですので基本は個人に対して同じような給付を行っていくということが基本ですので、そこのと

ころでインセンティブというのは難しいと思います。 

 ただ、インセンティブと申しましたのはある意味、誤解を招くとあれですが、先ほどのお話と一

緒ですが、相互乗り入れがしやすくなるということ自体がインセンティブだというのが基本です。

その上で、ここの個人給付の考え方以外のところで何らかのインセンティブがあるかどうかという

ところは課題かと思います。それは幼保一体給付（仮称）の構成の中で具体的に議論していくべき

ことかと思っておりまして、今の時点で何か具体的なこういう方向があるということがあるわけで

はございません。それが１点です。 

 それから、ちょっと誤解があるかもしれませんが、３歳未満児について応諾義務を課さないとい

うお話かと思いますが、むしろ逆でありまして、３歳未満児についてはこれまでの保育所制度の中

で応諾義務がずっと課されておりますので、そこについては議論が多分ないんだと思います。むし

ろ３歳以上のこれまでの幼稚園において、学校が例えば入試的なものを行うとか、あるいはこれは

次の議論になりますが、例えば宗教系の法人などでその宗派の方が優先するとか、そういう応諾義

務との関係で整理すべき課題がむしろ３歳以上にあるということであります。 

 そういう意味で、３歳未満児についてはこれまでの保育の応諾義務の構成の中で引き続きそうい

うものを基本にしながらやっていく。あるいは、具体的には単価について申し上げますと、今でも

そうですけれども、やはり手厚い配置が必要になりますので、単価構成としては当然ゼロ歳児とか

１歳児とか、低い年齢についてはそれなりの高い単価になるということかと思います。 
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 それから、用語の統一の議論につきましては、これはこども指針（仮称）ワーキングチームの議

論ですので、今日あまり予断を与えるようなことは差し控えたいと思いますが、１点だけです。今

回の施設構成は学校教育と児童福祉を合わせた施設ということでありまして、「教育」という言葉は

いわば学校教育の観点から使っているわけであります。学校教育は、今３歳以上が教育の機会均等

の観点からだれでも入れる３歳以上学校教育である幼稚園、これが「教育」である。保育について

は、当然その中で養護教育一体提供、これは生活万般が入っていますので、その中には教育も養護

もすべて入っております。ただ、それはいわば生活万般という意味では福祉の観点の中で教育も包

含されているということで、その福祉の観点の中で使われている用語が「保育」でございます。 

 そういう意味では、３歳以上で全員入れるというものと、家庭の状況に応じて保障しているのが

保育で、今回も保育の認定をしていますので、だれでも入れる一定年齢、それから家庭の状況に応

じて保障するものの線引きを何らかの形で制度上しなければいけない。その中で、用語としては２

つのワーディングを使って整理せざるを得ないんじゃないかというのが、この間、事務方が出した

考え方でございます。 

○坂﨑委員 １つだけですけれども、こども指針（仮称）の話で、今の話は学校教育に従った教育

の考え方だというふうな話になるんですが、私たちから見ると保育というものの段階での話を教育

ということなので、おっしゃっていることは 100％正しいんです。 

 けれども、そうではなくて保育を乳幼児期の社会の話を今はしているわけですから、その中で「保

育」ということが、例えば幼稚園でも「保育」なわけで、保育所でも「保育」なわけです。それで、

保育所でも「幼児教育」であって、幼稚園でも「幼児教育」なわけです。それを、学校教育の幼稚

園の方の教育から見ている話し方をしますというふうに初めから言ってくれないと非常にわかりに

くいんです。 

 だから、教育と保育が一般的に見えることと議論することは前提で今説明してくれた話をしてく

れるとそうですけれども、例えば文章に出たときには非常にわかりにくいということです。 

○末松座長 では、用語の統一についてはまた検討させます。 

○香取政策統括官 ちょっと補足をいたします。今の幼児教育課長のお話ですが、インセンティブ

との関係で案の２と３と４の違いというものを少し補足いたします。 

 今回のこの整理は、法制的にどういう仕組みをつくるかということを念頭に置いて書いています

ので、お話がありましたように２も３も４もいずれも多様な類型を認める形で認可を構成するとい

う考え方に立っています。同時に、指定については基本的には申請するので一本で指定をして財政

支援は一元化するという案です。 

 ２と３と４と、簡単に何が違うかといいますと、案の２は法制的には認可は１つの法律で行いま

す。こども園法（仮称）というふうになるのかもしれませんが、いわゆる施設法としての法体系を

一本つくって、その一つの法体系としての認可の法体系、こども園法（仮称）の中にいわば３つの

類型の認可をつくる。幼児教育型のこども園（仮称）、一体型のこども園（仮称）、それから保育所

保育型のこども園（仮称）という３つの認可をつくるという構成になります。それで、実態的には

それぞれ３つの類型を認めるわけですが、これはそういう法体系です。 
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 案の３はどういう法体系かといいますと、今の幼稚園の認可、学校教育法の認可と児童福祉法上

の保育所の認可とは別に一つの新しい、案の２で言っているようなこども園（仮称）の新しい第３

類型といいますか、真ん中の認可の類型をつくります。したがって、この案ですと施設法の体系を

３つつくるということになります。 

 その上で、現在幼稚園の学校教育法の認可を取っている人や、児童福祉法上の保育所の認可を取

っている人がこども園法（仮称）の認可に移行していく。その形でその真ん中のピンクのところを

広くしていくという考え方になります。 

 したがって、法制的にはこの真ん中のこども園法（仮称）による認可を取ると、自動的にといい

ますか、法制的な仕組み方はともかくとして、学校として認められる、あるいは幼稚園、保育所と

して認められる。いわば、学校教育法の認可があったのと同じ法的効果を与える。あるいは児童福

祉法上の保育所の認可かあったものと同じ法的効果を与えるという形で、あとはそういう意味では

それぞれ青のところ、あるいはオレンジのところからピンクのところに移行していくことをさまざ

まな形で支援をしていくという構成を取るということでございます。 

 案の４は、そういう真ん中の新しい認可の施設法体系をつくらないということで、現在の学校教

育法上の認可と児童福祉法上の認可をそれぞれ残しておいて、真ん中の一体型のところは施設の側

に２つの認可を取ってもらうという形をとります。したがって、真ん中のピンクのところは「幼稚

園及び保育所の認可」という言い方をしていますが、それは学校教育法、それから児童福祉法上の

認可をそれぞれ取ってもらうという形で作っていく。 

 したがいまして、真ん中のピンクのところは認可を２つ取ることになります。そのこともありま

して、先ほどの御説明で例えば施設のいろいろな監査とか、そういうものがそれぞれ体系として残

ることになりますので、施設の類型は一本化されないという趣旨です。 

 したがいまして、それぞれの案によって、いずれの案も機能として両方の機能を持っている一体

型のものを増やしていくという意味で支援をしていくわけですけれども、法律の体系の組み方が違

うので、認可そのものを移行させていくのか、機能を単に付加していくような形で支援するのかに

よって支援の中身というものが違ってくるということです。いずれにしても、ピンクのところを増

やしていくような形で、制度的あるいはさまざまな財政も含めて支援を考えていくということです。 

 それから、３歳未満のところに関しては先ほど事務方から答弁しましたが、義務付けないという

ことを言っているわけですが、基本的にはできるところ、やっていただけるところについては積極

的にやっていただくという立場に立ちますので、ゼロ、１、２歳の対応のところで考えていく。そ

れは別の形でゼロ、１、２歳に取り組んでいただく幼稚園に支援をしていく。そのことは、この認

可類型のこととは別問題として支援をするという体制をとることになるということでございます。

以上です。 

○末松座長 非常に法的にわかりやすい説明をありがとうございます。では、髙尾さんどうぞ。 

○髙尾委員 幼保一体化に向け、どの案を取るかというようなことで議論になっているんですけれ

ども、やはり議論の前提として、幼保一体化の目的というものを忘れてはいけないと思います。 

 何のためにこのような検討をしているのかということでありますが、幼保一体化の目的というこ
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とで最初に説明をいただきましたけれども、幼稚園、保育所を問わず「希望するすべての子どもに

対して生涯にわたる人格形成の基礎である質の高い幼児教育、保育を保障する」というのが目的だ

と思います。そうすると、今ある幼稚園、保育所というのは、もともとそのような一体化の考えが

ない中で出てきていますから、これも最初に大日向委員が言われましたとおり、従来の保育とか教

育とかという観念を我々自身が変えないと改革にならないわけです。しかし、このいろいろな案を

見ていきますと、２案とか５案とかというのは従来の形の考え方をある程度持ったまま、それをど

うするかという、そこからスタートしているような気がします。 

 私自身は、まず目的というものをどう実現するかということを考えれば、今、香取統括官が言わ

れたとおり、ピンクをどういうふうに増やすかという議論でないとおかしいわけです。そのような

認識を持たないで議論すると、「今から移行するのでは難しいから、これはできません、あれはでき

ません」となっては困るわけで、何のために検討しているのかということなります。新しいことを

やるのだから、変わるのは当たり前ということを共通認識として持ちたい。 

 ただ、私自身は複数案の２ページのところでちょっと疑問があるのですけれども、この５種類の

いずれの案も、今、議論になっておりましたけれども、３歳未満児の受入れを義務付けないとあり

ますが、一般の国民からすれば、「義務付けないのであれば何も変わらないじゃないか」ということ

になります。要するに、ゼロから２歳に待機児童というのは集中しているわけですが、それをどう

解消するかというときに、3 歳未満時の受入れを義務付けないというのでは「何のためにこれをや

るのですか」ということになり、制度改革に対する国民の理解がこれでは得られないのではないか

と思います。 

 それから、「一体化施設に移行するための財政的なインセンティブを与える」とあります。これも

そうなのですけれども、一般の国民の目から見ると財政的インセンティブがなかったら一体化施設

に移行しないということではおかしいのではないですか。一番大事だと今、思われているのは、待

機児童の解消なり、あるいは雇用の多様化、女性の活用という観点から、多様なサービスを充実す

るということであり、現状の切実なニーズに対応した施策が優先されるべきなのです。それを前面

に出さないと、移行すること自体が目的となり、そのためにはお金が要るのです、財政的インセン

ティブが要るのですということで、多くのお金が投入されるという話では非常に疑問が残るのでは

ないかと思います。 

 というのは、今は危機的な財政難です。要するに、国家財政で限りある財源の中でこういう制度

改革を進めるという状況を認識し、人口減少下でどのように制度の効率化を図るかという視点が重

要と思います。 

○末松座長 ありがとうございます。質問で、３歳児未満は義務付けないことについて、事務方か

らコメントをお願いします。 

○濵谷課長 ３歳未満児で義務付けた場合には、この案で示すスケジュールとすることは困難とし

ておりますけれども、義務付けについては２つ課題があろうかと思います。 

 １つは、幼稚園は３歳以上のもう歩ける、言葉が話せる子どもが対象ですので、例えばゼロ歳児、

１歳児などのノウハウがあるわけではございません。すべての施設にそういうものを義務付けた場
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合に、一定の保育士の雇用なり、施設上の考え方なり、そういう意味ではかなりのノウハウなりが

必要になるのではないか。 

 それから、設備投資の面でも通常、調理室の設置には数千万程度の設備投資が必要になりますの

で、そういう意味ではすべての園でそういった設備投資が経営体力上も可能かという論点もござい

ますので、なかなか義務付けというところは難しいかなということで、こういう前提にいたしてお

ります。 

 ただ、３歳未満児の待機児童対策としては幼稚園だけがプレイヤーではなく、これは次の指定と

認可の関係でも出てきますけれども、小規模保育サービスなり、保育ママとか、都市部で柔軟な多

様なサービス類型によっても対応可能かと、むしろ多様なそういった類型を設けることによって対

応することの方が現実的ではないかという考え方でこの案が成り立っております。 

○無藤委員 横からすみません。今の乳児保育、３歳未満児のことで、前から何人かの委員がおっ

しゃっていたと思うんですが、全国的に見ると待機児童がもちろん大都市圏中心に非常に多いです

けれども、全国的には幼稚園、保育所ともに定員割れをしているところも結構あります。 

 そういう意味で、一律に乳児保育を義務付けても、要するにニーズがない市区町村は相当ありま

すので、やはり現実的に特に市町村の保育の計画に沿いながら可能な、あるいは必要なところでは

乳児保育を入れる。不必要ならば、当然ながらしないでいいという弾力的なシステムと、しかし同

時に先ほども御指摘がありましたけれども、必要なところについての十分な支援を是非国として行

っていただきたい。そういうスタンスかと理解しております。 

○末松座長 どうもありがとうございます。 

 では、次に移ってよろしいですか。山口さん、どうぞ。 

○山口委員 山口でございます。質問が２点ございます。 

 まず１つはインセンティブのところで、先ほど濵谷課長の方から御説明があったと思いますが、

財政的なインセンティブではなくて、例えばこども園（仮称）になった場合、相互乗り入れといっ

たところで「どちらの認可も取れるんだ」という御説明であったと思います。その中で、幼稚園の

場合、預かり保育をするときにもその認可を必要としないんだということではあるのですが、では、

保育所の場合のインセンティブというのはどういうものが考えられるのかと思います。 

 「教育ができるんだ」というようなことをおっしゃっているわけですが、よく幼稚園の方々は今

まで議論を聞いていますと、「自分たちは教育をやってきたんだ、やっているんだ」というお話をい

つも聞いています。いささか私も違和感を覚えるものでございます。 

 それは、先ほど坂﨑委員がおっしゃったように、用語の単なる解釈によって「教育」だとか「保

育」というものがはっきりしていないというところでございますが、ここの部分も是非解釈だけで

はなくて用語を統一していただきたいというのが要望でございますが、今のお話としては、保育所

のインセンティブというのは一体何なのか。そういったものがなければ、保育所としてはこども園

（仮称）に乗り入れていくというようなインセンティブが働かないのではないかと思います。 

それから、この資料の中で第１案のところに「保護者の多様なニーズ等に対応した多様な選択が

認められないということについてどう考えるか」ということが書いてあるんですが、そもそもこの



 18

こども園（仮称）というのはいろいろな機能を有している施設だというふうに解釈しているのです

が、それでどうして多様なニーズに対応した選択ができないのか。この２点についてお教えいただ

きたいと思います。 

○末松座長 では、事務方よろしくお願いします。 

○濵谷課長 １点目は、新たなこども園（仮称）でどのような基準なりにするかというところとも

関わると思います。要は、幼稚園、保育所が今のままですぐこども園（仮称）になれるかどうかと

いうことがあります。例えば、認定こども園では教育の観点から資格制度をどうするかというのは

あるわけですけれども、幼稚園教諭免許や保育士の資格を持っていることが前提とか、あるいは基

準については原則的には幼稚園はいろいろな環境整備、教室の整備とか、そういうことも必要なわ

けですが、そういったところの整備についてどうするかというようなこともございます。 

 そういった点について、いわば財政的な面で何らかの形で御支援するとか、そういうことは報酬

上か、報酬以外の点かはわかりませんけれども、そういったことで保育所がこども園（仮称）にな

るためのインセンティブを与えていくということはあり得るかと思います。それは、むしろ具体的

な施設の基準の在り方なども踏まえた上で、その基準を満たすためにどのようなインセンティブを

与えていくかというような議論かと思いまして、それは幼稚園、保育所共通だと思います。それが

１点です。 

 それから、多様なニーズというところはむしろ施設単位ということではなくて、先ほどの倉田委

員に対する御回答と重なるわけですけれども、ある地域によっては、例えば保育ニーズはそんなに

ない。今でいくと幼稚園と保育所で、そのまま地域的にはニーズを果たしているときに、それぞれ

の施設自体が幼児教育、保育を必ずやるといったとき、それが地域における実情、ニーズに合って

いるかどうかというようなことが例えばあろうかと思います。 

○末松座長 では、奥山さんどうぞ。 

○奥山委員 今日、冒頭に大日向先生と無藤先生からおまとめいただいたことで、私の中でも整理

がつきました。ありがとうございました。 

 １つ、最初の幼保一体化の目的のところですけれども、７、８ページの目的についての案のとこ

ろです。この１番から３番までは、読むと「本当にそうだな」と思うのですが、３つ目の丸のとこ

ろですね。私は家庭や地域のところで関わっているものですので、「家庭や地域の教育力・子育て力

の低下」という言葉がまず１番目に出てくることが気になりました。やはりこれは少子化であると

か、核家族化であるとか、その社会の構造的な変化によるものだと思うんです。これを先にバンと

書かれてしまうと、すごく親の力がないんだと。それを埋めるためにこれをやるのかというふうに

言われがちなんですね。それで更に保護者の多様なニーズと言うと、どれだけニーズがあるんだと

いうことで批判をされがちです。 

 けれども、私は大日向先生の御説明を聞いて、その多様なニーズにはきちんと、ひととき仕事か

ら離れて子どもと向き合いたいという人たちも含めてのということを申し伝えていただければ非常

によくわかるという点で、ここの辺りはもう少し丁寧に書いていただけるといいかなと。「社会の構

造的な変化や、子どもをはぐくむ家庭や地域の子育て機能の低下」というような書き方にしていた
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だくと、これだけ見ると、親の力がなくなるというふうに見られがちな部分をカバーできるかなと

思います。 

 それから、下の方の８ページの３つ目の丸ですね。男女がともに活躍できる社会、就労率の向上、

これももちろん大事であると思っております。しかしながら、やはり制限なく働くということにつ

いては非常にナーバスな意見もありますので、例えば「子育て家庭が子どもとの豊かな時間を持ち

ながら男女がともに活躍できる社会」とするなど、もう少し働き方の関係で書いていただくという

ようなことも入れていただくと、これだけ見て、なぜ幼保一体化が必要なのかといったときに、も

う少し親たちの方にも、それから周りの人たちにも納得できるようなものになるというふうに考え

ました。 

 更に、今回５類型が出て御説明がありました。私もある意味、これまで議論し続けて、ここまで

やっとたどり着いたということを考えますと、やはり将来に向けてこども園（仮称）というものが

中心になっていくような類型が必要ではないかと思います。皆さん、３、４の辺りのお話をされて

いましたけれども、ある意味、４は今までの認定こども園とあまり変わらないというような気がい

たします。そういう意味では、３の辺りではないかという印象を持ちました。以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。予定では北條さんなんですけれども、よろしいですか。 

 では、宮島さんどうぞ。 

○宮島委員 今のお話も思うところは同じだなと思ったんですけれども、私は事業体ではないので

やはり「保育」と「教育」という単語の使い方に関して、一般の親としてちょっとわからないとこ

ろがあります。この前も幼稚園の団体の方から、今までの教育を守りたいという御意見が出されて、

私は本当にそれはすばらしい教育をされてきたと思うんですけれども、だからこそそれを保育所の

子どもにもいただきたいと思うんです。 

 今、本当に保育所に行く子どもたちに対する教育ニーズも高いですし、幼稚園に行っている子ど

もたちの預かりのニーズも高いと思いますので、どちらに行っても親の気持ちというのはそんなに

差がないと思うんです。 

 それで、先ほど大日向委員の最後の御紹介のあったお話、「文化というのはつくったものである」

というところは、私は本当にそう思いました。というのは、学童保育の回でも、現実にその親の就

労で子どもに一部、分断が見られるというお話をしたんですけれども、その薄い見えない壁という

のが幼稚園と保育所自体に若干存在の基があるのかなと思っています。 

 それは本当に場所によりますが、保育所と幼稚園がお互いに若干ネガティブな気持ちを持ってい

る場合もないことはなくて、ステレオタイプな言い方で言うと、例えば幼稚園の方から見ると、「保

育所の子どもたちはすぐに靴下を脱ぐし」と言われたりします。つまり、しつけが十分ではないと

いうことを言いたいのかわからないんですけれども、保育所のほうから見ると、「幼稚園の子はダイ

ナミックに遊ばないし、すぐ風邪をひくし」とか。これは本当に単純な言い方なんですけれども、

親の中にかすかにそういう差の気持ちというものがあるんですね。 

 ただ、それはもともと恐らくあったものではなくて、それぞれ自分が預けているところを信頼し、

自分が預けている施設が大好きだからこそ、逆に相手にネガティブなイメージを持ってしまうのか
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もしれない。つまり、土台のところが違えば、そういう薄い壁というのはなくなるのではないかと

思っています。結果的に後からつくられているような気がします。 

 それで、５つの案なんですけれども、私もまだ詳細に検討は５つの案に関して熟慮していません

ので感覚なのですか、先ほど奥山委員が言われたように、例えば４案とか、一部の案に関しまして

は、今までの認定こども園と「どこが違うんだ」という感覚は持ちます。つまり、一体化した施設

が必要であるということだけではなくて、多分、世の中には今の保育所制度も改革が必要な部分、

今の幼稚園制度も改革が必要な部分が存在しているという問題意識があったと思うんですね。 

 でも、それが「新しいものもありますよ」というぐらいのやり方だと、本当に今まであった、今

までどおりをやりたい事業体の方もいらっしゃると思いますので、そこに大きな変化が起こりにく

いのではないかという心配があります。この新たなしくみに向かうインセンティブというものが具

体的にわからないので、私も一体化にどの程度向かうのかはわからないんですけれども、今までの

事業体は今までどおりにいられるという状態だと全体の改革につながりにくいんじゃないかという

おそれを持っております。 

 だから、３案以降なのか、４案以降なのか、今までどおりでいい部分を残せば残すほど、「では幼

保一体化というのは一体何だったんだろう」という感覚を国民には持たれるのではないかと思いま

す。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、小田切さんどうぞ。 

○小田切委員代理 全国知事会でございます。資料５のレジュメに、簡単ですが、尾﨑知事の意見

ということで、「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）に対する意見について」書かせ

ていただいております。 

 基本制度案要綱の総論に、利用者本位、子どもと子育て家庭を基本とし、すべての子ども・子育

て家庭に必要な良質なサービスを提供すること、また、地域主権を前提とした住民の多様なニーズ

に応えるサービスを実現することなどの方針が記載されております。 

 そうした意味からも、こども園（仮称）につきましては、これも制度案要綱の中で、幼稚園・保

育所・認定こども園の垣根を取り払い、保育に欠ける要件を撤廃するなどして、新たな指針に基づ

き、幼児教育と保育をともに提供するこども園（仮称）に一体化するということが書かれておりま

すので、その理念に沿ったものにすべきであると考えております。 

 幼保一体化という大きな課題が想定される議論が始められたわけでございますので、案の１から

５という幾つかの案が示されておりますけれども、こういったもともとの幼保一体化の理念が薄れ

ないようにすべきであるというのが知事会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 ありがとうございました。それでは、タッチの差で早かった中島さんどうぞ。 

○中島委員  

 座長、副座長のおまとめも含めて、だんだん幼保一体化のイメージを共有できる材料が寄ってき

たと思っております。ありがとうございます。皆さんの意見とも相当重複しますけれども、イメー

ジを共有する意味で少し確認と意見を申し上げたいと思います。 

 先ほど説明もいろいろしていただきましたけれども、インセンティブの在り方など、今議論して
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いるのは「こども園（仮称）」へ寄せていくための枠組みのあり方であり、その前の段階として、「こ

ども園（仮称）」の機能や役割といった中身をどのように押さえるかを議論していく必要があります。

その上で改めて、ではそこに寄せていくために、あるいは、より個性や独自性を認めるためにどう

いう仕切り方があるのかということを検討すべきです。私はそのように聞き取りましたが、そのイ

メージでよろしいのでしょうか。「こども園（仮称）」に求められるものを明らかにし、次に移行イ

メージをつくるということでよろしいのかということが１つです。 

 ２つ目は、これも皆さんがおっしゃっていたことですけれども、地域の需給の状況も含めてニー

ズは市区町村ごとに多様です。その場合、「こども園（仮称）」と言っても、例えばゼロから５歳を

フルパッケージでやる「こども園（仮称）」もあると思うし、例えば乳幼児が足りないからゼロから

２歳だけやる「こども園（仮称）」があってもいいと思いますし、３歳から５歳中心にやる「こども

園（仮称）があってもいいと思います。つまり、すべての「こども園（仮称）」がフルパッケージで

なければならないということではなく、需給状況も含めてさまざまなパターンが認められるべきで

あり、これは類型とは別にあり得ると私は理解をしているのですけれども、そのようなイメージで

異なっていないでしょうかということです。 

 恐らく、それは「幼保一体給付（仮称）」の中での議論にまたなると思いますが、「こども園（仮

称）」などの受給調整は、指定制の中で適切なコントロールを市区町村がやっていただけるのかどう

か。そこら辺は今、結論を出す必要はないと思いますが、そのようなイメージを持っております。 

それから３つ目、最後になりますけれども、やはり「こども園（仮称）」という形へ寄せていく場

合、いずれにしても極めてベーシックなところに福祉的機能（セーフティネット機能）を基本にお

くという前提で当然考えるべきと考えますが、そこは再度確認をさせていただきたいと思います。 

なぜそれを言っているかと言うと、福祉的機能をベースに据えるということは、多分、基礎的な

ところに入所応諾義務などの利用保障をきちんと置いていただく必要があり、子どもに対する逆選

択が起こらないということが前提だと思っています。 

確認の意味で幾つか申し上げましたけれども、もし今、説明いただけることがあれば、後ほどお

願いをしたいと思います。ありがとうございました。 

○末松座長 では、３点御質問ということで今、答えられる範囲で答えていただけますか。 

○濵谷課長 必ずしも御質問の趣旨を正確に理解できているかどうか不安なのですが、順不同です

けれども、１つは、指定制の新システムの中では市町村が新システムの事業計画をつくっていく。

その中で、地域単位でニーズに応じた施設の配置を計画的に考えていくというのがまずベースにご

ざいます。その上で、こども園（仮称）については学校教育、それから児童福祉の双方を兼ね備え

た施設ということですので、こども園（仮称）に関しては福祉的な観点もベースにしながら施設の

設計を考えていくというのが２点目でございます。 

それから、最初の点がいまひとつ、私は十分理解をしていないかもしれませんけれども、施設の

機能といたしましては、やはり幼稚園で言うと預かり保育の部分について保育的な要素、養護的な

要素をもっと入れていく。それから、保育所については幼児教育の観点をもう少し重視していくと

いうことで、案の１以外はいわば施設の在り方としては多様な類型があるということで共通でござ
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いますけれども、その多様な類型がある中でそれぞれの施設に足りない点も考慮して、政策的な方

向としては一体的な施設に政策誘導していくということでは共通でございます。 

○末松座長 今の補足が香取さんの方からあります。 

○香取政策統括官 こども園（仮称）としてどういう機能を付加するかということをベースに考え

るというのは中島委員の御指摘のとおりでございます。 

 先ほどのインセンティブとか支援の話とちょっと関係しますが、先ほどの話で言うと例として案

の３でちょっと御説明しますが、こども園（仮称）として新しい施設類型というか、施設法をつく

ってそちらの認可に移行していただくということになります。したがいまして、お話がありました

ようにこども園（仮称）でどういう基準といいますか、要件を課すか。それとの関係で現在の保育

所、幼稚園の機能との関係で不足しているところを身につけていただく。それを支援するというこ

とになります。 

 いろいろな御議論があるかと思いますが、例えばこども園（仮称）の機能の中には「地域の子育

ての支援をする機能を持つ」という御議論が常にありますけれども、仮にそういう機能を持つとい

う前提で考えますと、そういう機能をきちんと付加して、あるいは付加していただいて、保育所の

認可からこども園（仮称）の認可に移行する。あるいは、幼稚園の認可から移行していただくとい

うことになりますし、あるいは議論の中で先ほどありましたように、等しく幼児教育機能を提供で

きるような形で、こども園（仮称）にそういう機能を付加するということがあれば、現在の保育所

で言うところの「生活と一体になった教育」との関係で、もし一定の機能強化を図る必要があると

いう議論になるのであれば、その部分について支援を行うということになります。 

 そういう意味で言うと、お話のようにまずそういうこども園（仮称）の形をつくって、その形に

それぞれもし不足の部分がある、あるいは変わっていただくところがあればそれを支援するという

形で寄せていくというのはそういう形になります。 

それから、ゼロから２歳とか、さまざまな類型の施設という話がありましたが、案の１以外は先

ほど御説明したように、いずれの案の場合でもそういった多様な類型は一応認められることになり

ます。ただ、それがこども園（仮称）という一本の法体系の中の複数の類型ということになるのか、

あるいは案の４のように、それはそれぞれの幼稚園、あるいは保育所、学校教育法なり児童福祉法

の類型の中で認可をする形で残して、指定の方で給付を一本にする形になるのかというのがこの案

の違いということになります。以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。では、佐藤さんどうぞ。 

 実は、次の給付についても１時間議論したいと思ってはいるのですが、できるだけここは丁寧に

はやりたいと思っております。そういった意味で、手短に是非お願いを申し上げたいと思います。 

○佐藤委員代理 東京商工会議所田中委員の代理の佐藤でございます。 

 幼保一体化の目的のところで、１点だけ申し上げたいと思います。資料１の８ページの３点の目

的のうちの③のところでございますが、ニーズに対応する保育の量的拡大のところでございますけ

れども、待機児童数の８割以上が３歳未満のお子さんということでありますので、３歳未満のお子

さん向けの予算を厚く配分してサービスの拡充を進めていただくなど、限られた財源を効果的に活
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用するための仕組みを御検討いただきたいと思います。以上でございます。 

○末松座長 手短にありがとうございました。クリアですね。では、渡邊さんどうぞ。 

○渡邊委員 幼保一体化のワーキングチームでも申し上げましたが、５つの案の中で第１案につい

ては、一応これまでの議論を背景とした趣旨が徹底されているものと考えられます。 

 しかし、いろいろな方々から御意見があったように、一体化を急激に進めるあまり、現場に混乱

を招くこと、また、子どもの発達に悪い影響を与えかねないということが懸念されております。そ

のようなことで、元も子もなくなるようではだめだと思います。 

 次に、２案から４案まではそれぞれの手法の違いはありますが、こども園（仮称）、こども施設（仮

称）として新しいシステムに移行していくという方向性は維持されているという認識であります。 

 そういう中で、私の認識不足もあるかもわかりませんが、この幼保一体化の議論を始める前に、

幼稚園、保育所、そして平成 18 年に創設された認定こども園、この３つを基本的には一体化してい

くという前提があったと思うんです。この案を見る限り、認定こども園の位置づけがどうなるのか

ということが示されていないんです。その辺をどう位置づけするのかということをまず１点お聞き

したいと思います。 

 それから、３案で「各施設が一体的機能を果たし、こども園（仮称）に移行するよう政策的に誘

導する」という言葉があります。香取統括官から先ほど機能的設備とか、そういう施設的なものを

支援していくんだというお話があったわけですが、これは法的な位置づけもそこに付加されるのか。

それとも、ただ政策ですから予算、財政支援、一体給付の中で考えていくという考え方なのかどう

か。この辺がはっきり位置づけされていないのかなという感じがしました。 

 これは私の一方的な認識かもしれませんけれども、この件を御説明いただければありがたいと思

います。以上です。 

○末松座長 では、以上の２点について、認定こども園の位置づけと政策誘導についてお願いしま

す。 

○濵谷課長 認定こども園については案によって多少違いがありますけれども、新たなこども園（仮

称）、あるいは指定制度の中でのこども園（仮称）、いずれにしても何らかの形で発展的に吸収され

ていくというイメージでございます。具体的には案によって多少異なるかと思いますけれども、１

点目はよろしいですか。 

○渡邊委員 今の説明ではどうも納得できませんね。 

○香取政策統括官 簡単に言いますと、例えば案の３であれば、新しいこども園（仮称）という認

可類型をつくって、皆そこに移行してもらうということになるわけです。したがって、今の認定こ

ども園もここに移行していただくということになります。 

 新しいこども園（仮称）の認可の基準によりますけれども、言ってみれば今の幼保連携型のよう

に両方取れているところは、恐らくそのまま微細な修正で移行できる。それ以外の片方の認可を取

っているところは、そちらの片方の側については恐らくこども園（仮称）の認可をクリアしていな

いことになるので、そこを支援するという形で移行していただくということになると思います。 

案の４のように、それぞれ別々に認可を取る形でいわば機能の一体化を図るという形ですと、論
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理的には幼保連携型に移行するという形でこの形がつくれることになるので、そういう方向に移行

していくということです。 

いずれにしても、実態的に言えばこのピンクのところの機能を具備できるような支援を、これは

幼稚園でも保育所でも認定こども園でもしていく。認定こども園は、ある意味では既に一歩進んだ

形でつくられているものになりますので、そういう意味で言うと一体型に移行するハードルは認定

こども園の場合にはかなり低いというふうに一般的に言えると思います。 

○渡邊委員 そうしますと、先ほど宮島委員からも御指摘があったように、いわゆる３案、４案は

まさしく今までの認可制度を残す、現行を残すわけですから、そうすると認定こども園と何ら変わ

らない仕組みになってきはしないかという懸念、心配があるんです。これは私だけかもわかりませ

んけれども、どうでしょうか。 

○香取政策統括官 それは御評価ということになるのであれですが、案の４の場合にはお話のよう

にそれぞれの認可を取っていただくという形になりますので、幼稚園、保育所の認可を残しながら、

両方取る形で実態的に一体化していくという考え方で整理をするということですが、案の３ですと

新しいこども園（仮称）をつくって、そこに皆で乗り入れていくという形になります。 

 その意味では、案の３の形は新しい世界をつくってそこに皆で移行するという形になりますので、

３と４は法制的にもかなりスキームが違ってきますし、実際の仕上がりの形も実態としてそこにあ

る施設の機能などは変わらないのかもしれませんが、かなり位置づけは違うんだろうと思います。 

○小宮山副大臣 そのメリットというと、今まで認定こども園の場合は、型にもよりますけれども、

文科省と厚労省と両方にいろいろ予算の請求をしたり、処理をしなければいけなかったのが、今回

は一体化しますので、そこの二重行政の手間がなくなるということはメリットだと思います。 

○濵谷課長 政策誘導の話が先ほど香取統括官から出ましたけれども、いろいろな機能を付加して

いくときに、それに対して何らかの形で財政支援をするとか、そういうことを想定しております。

そういう意味では、制度としては案の３の場合だと施設類型が幾つかあるわけですけれども、一体

化施設になるための財政支援をしていくというようなイメージです。 

○末松座長 そこはあまり深入りするとあれなので、これは基本的には大日向座長の幼保一体化の

ワーキングチームで詳細はいろいろなメニューを出して、そういった中で明らかになっていくこと

なので、それはちょっとここでよろしいですか。 

 では、秋田さんどうぞ。 

○秋田委員 この類型が出てきて、こども園（仮称）、こども施設（仮称）、例えば３と４のところ

なんですけれども、今の話の認定こども園との関係です。４でいくと、幼稚園及び保育所の両方に

なりますが、もしこども園（仮称）が認定こども園のようなイメージだと、地方の裁量によるパタ

ーンというものが生まれてくると、現状よりも質を高めるという目的にもかかわらず、それが下が

る危険性も生まれてくるのではないかと考えております。施設の基準やこども園（仮称）の基準を

つくっていくのはこれからだと思うのですけれども、そこのところでやはり一定の基準ということ

を明確にしていただきたい。 

 財政的なインセンティブについても、機能を強化すると同時に、不安に思っていますのは、施設
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整備費などが例えばこの５つの類型の中の５だけは従来の財政措置です。そうすると、決して５が

いいと言っているのではないんですけれども、施設整備費などの補助金ということがこれまではか

なり明確になっていたわけですが、今度は一体化で基本個人給付型なので、例えば介護保険とか自

立支援のような老人福祉と同じような考え方になっていったときに、施設整備の問題というんでし

ょうか、それがどういうふうにこども園（仮称）の認可と関わって入ってくるのかです。 

 今、機能の問題だけで議論されているとわかりやすいようなのですけれども、本当にそこの財政

措置がこういう給付の体系の中で抜け落ちないように考えていただきたいというのが１つの要望で

す。先ほどもインセンティブを相互乗り入れができるようにという話はあったんですけれども、例

えば施設整備という問題を是非考えていただかないと、この議論というのは美しいんですけれども、

更に子どもの物理的な環境が悪くなっていく危険性を持っているのではないかと思うので、そこは

意見ですけれども、考えていただきたいと思います。 

 要するに、個人給付型の一体化給付にしていたときに老人福祉の問題で何が起こっているかとい

うこととパラレルに考えていったとき、そこの施設整備費の問題がどうなるのかというのが私はよ

くわからないので是非考えていただきたいと思います。 

○末松座長 ありがとうございます。本当に財政面は、こちらの政務もぴしっと背筋が伸びる問題

なので頑張っていきたいと思います。 

 では、菊池さん、手短にお願いします。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池です。 

 この５つの案が出されまして、私ども組織で十分議論をしているわけではございません。ただ、

いろいろと意見がある中で、これだけの案を出していただいたのは多分いろいろな立場の方々に対

する御配慮だと思います。しかし大切なのは、本来目指した方向というのはどこなのかということ

だと思うんです。それがぼやけてしまうと、やはり目的がずれてしまって出来上がりがいいものに

ならないのではないかという気がしております。 

 ですからもう一度、本来目指したものをしっかりと押さえた中で、この５つの案がこれだけなの

か、これ以外にもあるのかどうかわかりませんけれども、これだけであったとすれば、この中のど

れが一番その目的を達成するための案なのかということで検討をしていく必要があるのではないか

という気がしております。 

それから、今日「インセンティブ」という言葉がやたらと飛び交っております。ただ、「インセン

ティブ」と言うと、それを誘導手段としての金銭的な優遇措置などということにとかくなりがちで

す。だけど、ここで言う「インセンティブ」は、基本的に本来の事業の目的に対するインセンティ

ブであるべきだろうと思うわけです。その辺は過ちのないようにしていただきたいと思います。 

それから、それぞれのお立場があって、その立場で話さなければならないわけですけれども、た

だ、こういった大きな改革のときに、その立場の主張だけの議論ではやはりいいものができないの

ではなかろうかという気もしております。そういう意味では、立場を主張しながら、今、何のため

の仕組みづくりをしようとしているのかということについてしっかりと押さえた中で議論を進めて

いくことが必要かという気がしております。 
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それから、いろいろな問題があろうかと思いますが、仕組みというのは人がつくるものだと思う

んです。大日向先生の冒頭のお話に、言葉の問題も、これは本質論なのか、制度によるものなのか

ということがございましたけれども、基本的には人がつくっていくものだとすれば、先ほどから申

し上げておりますように、本来目的を達成することが可能な仕組みづくりをどうするかということ

に尽きると思うんです。ですから、改めてそこのところに立ち戻っていただくことが必要だと思っ

ています。 

それから、ニーズについても先ほどニーズがないところに義務付けてどうするかという話もござ

いましたけれども、ニーズも絶えず変化していくわけですから、備えとしてニーズに対してこたえ

られる体制だけはあった方がいいと思うんです。 

そういう意味では、今回のこの見直しの議論というのはそういったニーズ、一つの施設で、総合

的に多機能的にニーズに対してはこたえられるような機能を持つというのは非常に大切なことでは

ないかという気がしております。例えば、地域で一つしか施設がないようなところをどうするかと

言ったら多機能化を図っていかざるを得ないわけです。そういったことも含めて、お考えいただけ

ればと思っております。 

○末松座長 どうも本当に貴重な御意見ありがとうございました。 

 それでは、次のテーマに移ってよろしゅうございますか。 

（委員 異議なし） 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、あと１時間弱ですけれども、続いて資料４の「幼保一体給付（仮称）について」、ある

いはその具体的制度設計については前々回も御議論いただきましたが、十分な時間が取れませんで

したので、今回引き続き御議論をいただきたいと思います。 

 まず、資料３で指定制と認可制の資料ですね。ここは極めて重要な点なので、手短に事務局から

説明してください。 

○濵谷課長 それでは、資料３でございます。 

 １ページめくっていただきまして「現行制度」でございます。現行制度におきましては、事業を

開始するときには、その適正性を担保するために認可または届出を必要としておりまして、施設内

で虐待が行われるなど、事業内容が不適正なときには行政命令の対象となっております。 

 認可を受けた幼稚園、保育所については財政措置が講じられるということでございまして、一方

で認可外の保育事業については基準を満たすもの、満たさないもの、いずれも財政措置はございま

せん。このように、現行制度におきましては認可と財政措置がセットになっております。 

 新たな制度でございますけれども、この制度におきましても事業開始のときにはその適正性を担

保するために認可または届出がやはり必要である。施設内で虐待が行われるなど、事業内容が不適

正なときには行政命令の対象とするという点は、これはやはり必要な点ではないかと思っておりま

す。 

 違いますのは財政措置でございますけれども、新システムにおきましては財政措置のために指定

制というものを導入しまして、基準を満たした施設については、認可の有無にかかわらず財政措置、
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幼保一体給付（仮称）の対象とするということでございます。 

 また、小規模保育サービスなど、多様な保育サービスについても幼保一体給付（仮称）の対象と

するということでありまして、いわば新システムにおいては、事業規制、認可と財政措置について

切り離しまして、基準を満たした施設や多様な保育サービスが認可の有無に関わらず対象となると

いうことであります。 

 それを図にしましたものが下でございますけれども、現行制度は認可と財政措置の範囲がまった

く一致しておりますが、新たな制度においては、認可施設以外に基準を満たした同等の認可外、そ

の他の施設、これはこども施設（仮称）と言っておりますけれども、これも幼保一体給付（仮称）

というものの対象。 

 加えまして、例えば規模 20 人未満の小規模保育サービスなど、多様な保育サービス事業について

もそのサービスの基準を満たしたものについては指定を受けますと幼保一体給付（仮称）の対象と

なるということでございます。以上です。 

○末松座長 これについて短時間、御質問がございましたらどうぞ。 

○坂﨑委員 坂﨑です。 

 このことについて１つだけですが、私は現実的には待機のような問題もあるわけですが、そのよ

うな調整をしなければならないためにこの指定制度を導入するということに対しての反対があるわ

けではありません。需給があるので、それらに対して自治体が指定する指定制度を設けなければ現

実的にそれが対応できないということは理解できます。 

 しかしながら、先ほどおっしゃったように、現状としては幼稚園も保育所も定員割れで、本当に

こういう指定制で入れなくても現実的に足りているところもあるわけですから、そういう受給出来

ているところとの差異といいますか、そういう所との調整をしてくださることは一言お願いをして

おきたいと思います。よろしくお願いします。 

○末松座長 ありがとうございました。では、もうお１方、手短にお願いします。 

○佐藤委員代理 ４点ほど申し上げます。 

 まず１点目でございますけれども、この指定についてでございます。これは市町村の計画に基づ

き行われるということでございますけれども、ニーズがあっても計画が低く抑えられてしまうと、

基準を満たしている事業者でも指定を受けられないということがあり得るかと思います。計画をつ

くられる段階で客観的な仕組み、例えば待機児童のお子さんの数を計画に上乗せするとか、そうい

った仕組みが必要ではないかと思うのですが、計画策定の基準を設けることをお考えかどうか。１

点目は、御質問でございます。 

 それから、２点目でございます。認可施設と認可外施設でございますけれども、認可外施設につ

いては事業廃止の際に一定の手続きを設けるということになっておりますけれども、認可外施設で

あっても届出をすればすぐに事業廃止ということではなくて、実質的に撤退の規制があるというふ

うに理解をしております。 

 これに関連しまして２点目に申し上げたかったことは、認可と届出の違いがよくわからない、不

明確だと思いますので、今後議論を進めていく上で認可と届出は具体的に何が違うのかというのを
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示していただいた上で議論を進めていくべきだと思います。これは２点目の意見でございます。 

 ３点目、もう一つ意見でございますが、同じ基準を満たす施設であっても、認可と認可外と区分

をされると、利用者の方からごらんになったときに受けるサービスに違いがあるような誤解が生ま

れるのではないかというふうに懸念を感じております。これが３点目、意見でございます。 

 最後に４点目、質問でございます。指定を受けた施設についてはすべて幼保一体給付（仮称）の

対象ということでございますけれども、認可施設と認可外施設で給付額には差がなくて、同じ基準

であれば同じ額の給付を受けることができると考えてよろしいのか、質問でございます。 

 合わせて、ここは市町村さんのそれぞれの裁量によって、認可施設について、例えば上乗せです

とか、特別な給付というのがあり得るのか。この点についてのお考えもお伺いできればと思います。

以上でございます。 

○香取政策統括官 まず、市町村の計画についてです。これは介護保険の事業計画等々でも同様で

すが、基本的にはニーズ調査、ニーズ把握をきちんとしていただいて、その必要なニーズに基づい

て整備量の計画をつくっていただくということを前提にしていますので、ニーズがあってもそれを

満たさない計画で、その計画に基づいて指定を絞るというのは基本的には想定していません。必要

な客観的なデータに基づいて調査を行って、必要な待機児童なり、必要な保育サービスを確保する

計画をつくっていただく。 

 もちろん、すべてこども園（仮称）でカバーをするかどうかというのは市町村の御判断なので、

例えばゼロ、１、２歳のところは多様なサービスを活用して全体のサービス量を確保する。あるい

は、小規模なものを用意してカバーをする。まさにそのためにさまざまな多様な保育サービスの類

型をつくりましたので、そういう意味で全体としてカバーすることの中で市町村が一定の自主的な

判断をするというのはあり得ますが、基本的には必要な量を確保する計画をつくっていただく。こ

れは法律上も今の介護保険法もそうですが、そういう規定ぶりをきちんとするということを前提に

考えております。 

 それから、認可と届出の違いですが、届出は今の制度ですと公立のものは届出という取扱いにな

っていますが、基本的には認可と届出というのは法的効果に変わりは基本的にはないというふうに

理解しています。 

 ３点目は前回の幼保一体化のワーキングチームでも御指摘がありましたが、基本的には新システ

ム上はイコールフッティングで指定を一本で行うということですので、そういう指定の中でいろい

ろな類型があるということでサービスの差があるというような誤解がないような形で制度をきちん

と運営していくということを考えています。 

 ４番目は、これも当然ですが、新システム法上は指定は一本、同じルールで指定をしますので、

基本的には認可を受けている、受けていないということではなく、実際にそこで行われているサー

ビス、機能に応じて支払いが行われますので、そういう意味では差異がないということになります。 

 あとは、上乗せ横出しについては市町村のサイドで、あるいは自治体がさまざまな上乗せ横出し

の手当を行うということは、ある意味では新システム上そこを規制するということは考えていない

ので、それはそれぞれの自治体の御判断ということになろうかと思います。そこは、今の他の医療
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保険ですとか介護保険でも同様のことが行われますが、むしろそういう形で支援をすることについ

て市町村の議会なり、あるいは市町村の一般行政の中でそこは合理的なチェックが行われるという

ことではないかと思っております。 

○末松座長 ありがとうございました。 

○髙尾委員 今、言われましたとおり、この多様なサービスを拡充していくためには多様な提供主

体の新規参入というものが必要であると思うのです。そのためには、イコールフッティングの観点

が重要であり、今、認可、認可外というお話がありましたけれども、そういう区別で差別的な取扱

いがないように、是非お願いをしたいと思います。 

○末松座長 山口さんどうぞ。 

○山口委員 今の香取統括官のお話の中で御質問があります。 

 認可とその他の施設で、給付に対しては同等であるというお話だったんですが、そうすると新規

に施設をつくろうとするものは認可施設の場合、多分これからも厳しい条件というのが出てくると

思うんです。建物要件ですね。そういうものをつくろうと思うと、例えば 60 人規模ですと、6,000

万から１億円くらい、大体私どもはかかっているんですけれども、同じ給付であれば難しいものは

つくろうとしなくなると思うんです。 

 それに対して、イニシャルのコストをカバーしてもらえるような制度というものを別途考えられ

るのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○香取政策統括官 先ほども施設整備費に関する御質問がありましたが、制度案要綱では、いわゆ

る施設整備費に関しては今、御案内のように憲法上の制約等々があって、主体によって施設整備が

行えるものとそうでないものがある。そういうふうに言うと、施設整備費に関しては憲法上の制約

もあってイコールフッティングを図るというのはかなり難しいということもあって、基本的には償

却という形で報酬の中に織り込む形で施設整備費を提供する。見合いの費用を補填するというよう

な考え方を検討するということが書いてございます。 

 ですから、これもこれからのもちろん議論になりますが、報酬の設定の場合にむしろ施設整備費

は報酬の中で手当てをするという形で対応するということで基本的には考えています。 

 それで、ここから先はこの制度とは別の話になりますし、これは社福の場合でも同じですが、最

終的に 20 年、30 年の償却で施設整備費が手当てされるとしていてもイニシャルのコストが要るで

はないか。そこはどうするか。そこはむしろこの制度の外側でさまざまな形で政策イシューをつけ

ますとか、そういう形で別途のファイナンスの支援というのを多分考える。むしろそれは制度の外

側の問題として検討するということになろうかと思います。 

 それから、認可、認可外、あるいは主体によって給付の額を変えることができないというのは、

制度設計上、個人の給付、個人が給付を持っていて自分が選んだ施設にその給付がいくという形に

なりますので、指定が同じであれば選んだ施設によってその金額を変える。つまり、同じ基準で指

定を受けたものについて、施設類型が違えば別ですけれども、その場合に金額を変えるというのは

論理的にもできないので、その意味では主体によってその方針を変えるということは基本的にはな

いということでございます。 
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○小宮山副大臣 基準は、同じですよね。 

○香取政策統括官 もちろんそうです。例えば、小規模施設と、家庭的保育と、いわゆるこども園

（仮称）と、という意味で言うと基準もコストも全部違ってくるので、そこは実際の報酬で決めま

すが、例えば同じこども施設（仮称）でということであれば、そこは変える理由がないので、そこ

は同じということになります。 

○末松座長 よろしいですか。 

 では、次に事務方から給付について説明を簡潔にお願いします。 

○濵谷課長 それでは、資料４でございます。 

 １ページめくっていただきまして「給付の基本」、「契約方式」、「給付の方法」、「事業者参入の仕

組み」、「既存の財政措置との関係等」でございます。時間の関係もございますので、さっとまいり

ます。 

 まず「給付の基本」でございますが、５ページからでございます。現行制度におきましては、幼

稚園については私学助成、就園奨励費、保育所については保育所運営費ということでございます。 

 「新たな制度」は８ページでございますけれども、要綱におきましては両立・保育・幼児教育給

付（仮称）として幼保一体給付（仮称）などにより保育サービス、幼児教育を保障するとされてお

りますけれども、この幼保一体給付（仮称）については次のような構成とすべきではないかと書い

ております。 

 ３歳以上の幼児に対する標準的な教育時間と保護者の就労時間等に応じた保育に対応する幼児教

育・保育給付。それから、３歳未満児については基本的には保護者の就労時間等に対応する保育給

付ということでございます。 

 下にイメージ図がございますけれども、３歳以上と３歳未満とで考え方、給付の内容は多少異な

りますのでこういった２つの構成ということでございます。 

それから、10 ページでございます。「支払い方法」でございますけれども、具体的な「新たな制

度」の内容だけ申し上げます。新たな制度においては、３歳以上については幼児教育・保育給付と

申し上げましたけれども、標準的な教育時間に対応する給付をまず保障する。その上で、認定され

た必要な保育時間に対応する給付を保障するという考え方に基づき、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ということでございます。  

それから、３歳未満児については主として保護者の就労の時間に応じ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ということでございます。いずれについても、各月の初日の在籍児

数に応じて毎月給付するという構成でございます。 

それから、12 ページからが保育の契約方式、「保育の必要性の認定」でございます。これも新た

な制度のところから申し上げますと 14 ページでございますけれども、「基本制度案要綱」におきま

しては、非正規、自営業、求職者も含め、親のさまざまな就労状況に応じることができる公的保育

サービスを確実に保障するために、客観的な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

ては柔軟な保育の利用の保障及び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２段
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階、あるいは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。 

それから、３歳以上の子どもについては、就労状況の有無にかかわらず幼児教育の観点から、す

べての子どもに幼児教育を保障することを前提にすることが必要ではないかということでございま

す。 

それから「公的保育契約」でございますけれども、16 ページです。これも前回申し上げましたけ

れども、応諾義務の関係でございます。幼稚園においてさまざまな選考が行われている例があると

いうことでございまして、17 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 aでござい

ますが、「新たな制度においては、保護者が働いていない３歳以上の子どもについては、認定を受け

地位を保障された子どもと同様、幼児教育・保育給付（仮称）の対象となることから、市町村の関

与の下、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としてはどうか」ということ

でございます。 

そして「応諾義務」ですが、この契約におきましては「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」ということでございまして、まずは「正当な理

由」との関係で、先ほどの例のようなことについて正当な理由として認めるかどうかということが

論点でございます。 

それから、18 ページで「法定代理受領」とございますけれども、確実に幼児教育・保育の費用に

充てるためには、施設が代理受領することとしてはどうかということでございます。これは、介護

保険と同様の仕組みでございます。 

また、「利用者支援」ということで、今度は保護者と施設との直接契約でございますので、確実に

利用を保障する観点、あるいはその家庭の状況にかかわらず有利、不利が生じないように、いろい

ろな市町村が適切な契約の履行に関しての支援、空き状況の提供などの情報提供、それからこども

園（仮称）が例えば利用できない場合に多様なメニューから補完できるようにするような形、ひと

り親虐待事例の子どもなどが優先的に利用できるような確実な仕組みなどの責務を課し、利用者支

援を行うべきではないかということでございます。 

それから、「給付の方法」が 20 ページ以降でございまして、「利用者負担」の関係でございますが、

21 ページでございます。基本制度案要綱におきましては、「一定の利用者負担の下にサービスが利

用できる仕組みとしてはどうか」と書いてありますけれども、新たな制度においては、すべての子

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。 

なお、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ございます。 

では、具体的な保護者の負担割合につきましては、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うことでございます。 

それから「価格設定(公定価格・自由価格)」の問題でございます。25 ページでございまして、基

本制度案要綱においても書いてございますけれども、新たな制度においては、財政措置及び利用者

負担の公平性の確保を基本としつつ、機会の保障の観点から公定価格による幼児教育・保育給付に

よって、こども園（仮称）における幼児教育を受けることを原則としてはどうかということでござ
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います。ただ、その際、多様な保護者のニーズにこたえる幼児教育の提供を促す観点、私学の「建

学の精神」との調和を図る観点などから、付加的な幼児教育を行う施設について、その対価として

柔軟な価格設定を認めることも考えられるのではないかということでございます。 

下から３つ目の丸でございますけれども、「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。 

それから、入学金あるいは特別活動等に係る実費徴収については、給付の対象外とした上で、そ

の徴収を認めるべきではないか。ただ、その際も低所得者に対しては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。 

それから、「事業者参入の仕組み」でございますけれども、29 ページに「介護保険の指定制度」、

計画に基づく指定制度の例を書いてございますが、31 ページでございます。新たな制度におきまし

ては、財政的な基盤、組織、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入を認めるべきではないかということ。 

また、事業を撤退する際には先ほども御議論がございましたが、指定辞退の届出を行わせ、その

際に継続的にサービスを受けられるようにするための調整、施設の情報の公開、予告期間の設定等

の手続きが必要ではないかということ。 

それから、これも介護保険の例でございますけれども、保護者の選択に資する観点から情報開示

の標準化というものが必要ではないかということでございます。 

それから、「指定基準」でございます。34 ページに現行の幼稚園、保育所、それから認定こども

園にかかる基準がございますけれども、現行はこのような基準になっております。 

35 ページ、「新たな制度」ですが、指定基準につきましては、全国的な幼児教育・保育の質の確

保の観点から全国統一の基準とするべきかどうか。その際、基準の具体的な内容につきましては、

現行の幼稚園、保育所、それから認定こども園の基準を基礎としながら、施設の設置基準との整合

性を図るべきではないかということ。 

また、全国統一という考え方に対しまして、指定基準はすべて地方の条例にゆだねることとして、

国の基準は「従うべき基準」、「標準」または「参酌すべき基準」とするという考え方についてどう

考えるかということ。 

また、「現行の基準を基礎としつつ」と申し上げましたけれども、昨今の環境の変化に伴い、幼児

教育・保育に求められる役割が大きくなっていることにかんがみ、最低基準における職員配置基準

の引き上げなど、質の確保を更に図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。 

それから、「指定主体」でございます。だれが指定するかということでございますが、現行のまず

施設の認可については 36 ページでございますが、幼稚園は知事、私立保育所は知事、指定都市、ま

たは中核市、認定こども園は知事ということでございますけれども、新たに制度においては知事レ

ベル、知事から中核市の市長までの権限移譲をする案の２案が基本ではないか。 

ただ、さらなる権限移譲の観点から、例えば都道府県知事または市長にまで下ろすことについて

どう考えるかということ。それからまた、さらなる権限移譲の観点からすべて市町村長とすること

についてどう考えるかということが論点でございます。 
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37 ページは、先ほど計画を超えた場合の指定をしないということが議論になっております。これ

は、基準を満たす施設についてはすべて指定するのが基本でございますけれども、計画の供給量を

超えた場合には、やはりその的確な需給調整の観点から、市町村の権限において新規の指定を行わ

ないなど、計画的な整理が行われるようにすべきではないかということでございます。 

最後は、「既存の財政措置との関係等」でございます。39 ページでございますけれども、例えば

今回個人給付の幼保一体給付（仮称）が基本でございますが、過疎地など、例えば１つしか幼稚園

がない事例などにおいては固定経費がかかりますので、かなり給付単価が高くなる場合もございま

す。こういった観点から、例えばその個人給付、幼保一体給付（仮称）を基本としながら、地域別

の単価等できめ細かく対応する。あるいは、特別支援などについて職員の加配が可能となるような

きめ細かな単価設定も考えられるのではないかということ。 

更に、こうした措置をしても、なお個人給付のみで施設を経営することが困難な場合には私学助

成等の存続、あるいは新システムに機関補助を位置づけ、機関補助を行うことができるような検討

も必要ではないかということであります。 

それから 41 ページ、42 ページで公立施設の扱いでございます。これは、幼保とも公立施設は地

方財源、一般財源により措置されておりますけれども、新システムの下においても地域主権の観点

から引き続き一般財源とし、この新システムの対象外とするのか。公立施設についても、子ども・

子育て交付金等を財源とする幼保一体給付（仮称）に財政措置し、市町村の特別会計から給付する

こととするか。いわば、新システムの中に取り込むかどうかということが論点でございます。 

それから、公立施設による保護者負担、現行は公立の幼稚園のみが非常に安い保護者負担になっ

ておりますけれども、こういった保護者負担について公私立の平等・公平な観点から同じ負担割合

とするかどうか。それから、現行との円滑な移行の観点から軽減を検討するかどうかということが

論点でございます。 

それから、国立施設については現在、幼稚園のみ国立がございますが、国立大学の附属幼稚園に

ついては運営費交付金により財政措置がされておりますけれども、45 ページでございますが、国立

附属幼稚園については全国的にバランスよく教員を育成するという国の役割、国の意志として設置

されているものであり、いわばこの新システムの事業計画の対象外として、引き続き運営費交付金

により財政措置することはどうかということ。 

 最後に、施設整備費です。先ほど来、議論になっておりますが、「新たな制度」においては「イコ

ールフッティングの考え方に基づき、原則としてこども園（仮称）については設置主体によらず、

すべて減価償却費相当を運営費（幼保一体給付（仮称））により上乗せすることを基本とすべきでは

ないか」ということであります。 

 これは「こども園（仮称）については」と書いてありますが、基準を満たしたこども施設（仮称）

も同様でございます。同じ考え方でございます。 

 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、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 大変早口で具体的な制度設計を、これはたくさん皆さんから御意見があると思います
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し、残された時間があと 20 分ぐらいしかないので、今日はできるところまでやって御意見を伺いた

いと思います。そして、これも積み残しでまたやりますので、御意見ある方はまたペーパーにあら

かじめ落としていただければと思っております。 

 それではできるところまでということで、まず駒村さんどうぞ。 

○駒村委員 ありがとうございます。ちょうど中島さんの資料が大変よくまとまっているので、こ

れを使って２つほどコメントさせていただきたいと思います。時間もないので、それが一番効率的

だと思います。 

 契約方式のところで、応諾義務のところでございますけれども、逆選択、これは学問的にはクリ

ームスキミングと言われる問題が発生するということなんでしょうが、こういう公的フレームの中

に契約システムを入れる場合は、やはりそこに出てくる施設の経営に関するアプローチというのは

ある程度性悪説なところも考えておかなければいけないということで、この問題が起きないように

二段の準備をしなければいけない。 

 １つは、障害児のような非常にコストがかかると評価されるような人に対しては、やはり報酬単

価上できちんとそれを評価するという仕組みはまず入れておく。 

 次に、セーフティネット部分は必ず用意をしておく。公立保育所があるならば、最終的には公立

保育所が率先して担当をするというような形で、二重のセーフティネットをきちんと用意しておく

というのが大事だと思います。 

 それから、③の利用者負担と価格設定と、それから事業者参入の在り方が最後の丸ですけれども、

人件費に関する言及された中島さんの考え方に私も近いわけですが、ちょっとこれを使って論評を

させていただきたいと思います。 

 この利用者負担の価格設定と、それから規制、ルールについては独立に議論してはいけないんだ

ろうと思います。一体で考えておかなければいけないと思います。というのは、この公定価格、あ

る意味保証価格、価格引下げによる質の劣化を避けるという目的と、それから上乗せの多様性を維

持する価格形態でありますけれども、保証価格は手を抜いても収入が確保できるという話ではない

わけでありますので、逆にこれを入れるというのと引き換えに必ず質の担保を証明する仕組み、あ

るいはルールというものを入れておかなければいけないと思います。 

 その際には、中島さんが書いている人件費率に関して何らかのガイドラインを出すのか、あるい

はそこに雇われている人の経験や資格やキャリアみたいなものや雇用形態みたいなものを透明化し

て、親側に情報として提供するようなルールをつくるか。何らかの質保証価格とするのと引き換え

に、きちんとしたルールを置いておかないといけないというところであろうと思います。 

 それから、もう一つの上乗せ価格の問題でありますけれども、これは利用者負担と密接に関連す

る話でございまして、上乗せ価格の一部でも仮に応能、応益負担の対象にするのか、しないかによ

って上乗せ価格の幅は変わってくると思いますので、例えば上乗せ価格を含めて応能負担にすれば、

かなり自由価格でも低所得者の人がはじかれるということはない。 

 しかし、応益負担にするとはじかれる可能性があるので、上乗せ価格に関しては一定の条件を入

れなければいけないということだと思います。仮に上乗せ価格を外した議論で、それはこの給付の
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対象にしないということであれば、これは応益負担にしても応能負担にしても負担できないとはじ

かれる可能性がありますので、この場合はやはり上乗せ価格に一定のルール、制約を入れておかな

ければいけないということになろうと思います。 

最後に、応能負担か、応益負担かというところでは幾つか考えなければいけないところがありま

して、この契約システムの中で果たして応能負担という考え方が落ちつくのかどうか、できるのか

どうかということが１つあると思います。 

それから、応能負担にしたときに所得捕捉がちゃんとできるのかどうか。この場合、所得捕捉が

できなければ、結局自営業者のグループが仮に所得捕捉が不十分だったら、保育所が抱えているよ

うな問題が幼稚園にも広がるだけのことでありますので、これは少し考えなければいけない。応益

負担だけでいいとは思いませんけれども、これは工夫した応益負担ということも考えなければいけ

ない。 

あるいは、応益負担にする場合もこの負担率ですね。さっき財源によって負担率の幅があるとい

う話でしたけれども、これは１割負担なのか、３割負担なのか、全然応能負担なのか、応益負担な

のかの選択肢が変わってきますので、これは少しセットで考えなければいけないと思います。以上

です。 

○末松座長 すみません、本当に早口でありがとうございました。もう少しゆっくりでも結構ござ

いますが。 

 では、北條さん、その後に中島さんでお願いします。 

○北條委員 今日、１時間半ほどの時間が割り当てられていたと思うんですが、あと 15 分になって

しまいました。たくさん申し上げたいことがありますので、本体は次回に譲らせていただきたいと

思います。それで、本日のこの給付の議論に入る前提となるところで幾つか気になることを申し上

げておきたいと思います。 

 その第１番目は、本日の最初の幼保一体の方の御報告の中で、幼稚園と保育所との文化の共通化

が大事だということが提起されました。私もそれはそのとおり、そういうふうにしていかなければ

ならないと思います。 

 ただ、その際、この会合の最初のときだったと思いますけれども、「子どもの最善の利益」という

観点ですね。これは次世代法にある観点であります。それから、「子育ての第一義の責任は親にある」

というのは、これも次世代法であります。それから、「教育の第一義的責任は親にある」というのは

教育基本法の規定であります。こういったものが前提であるということを、泉健太先生が御確認く

ださったわけです。 

 しかし、前提だと言って底流にあるのでしょうけれども、どこにも書かれていないわけでござい

ます。そうすると、いつしか子どもの利益と親の利益が相反した場合は、山縣先生だったと思いま

すけれども、「子どもの利益を取るんだ」というふうなことでありましたが、実態としてはそうでは

なくて、親の都合の方を取ってしまう方へどんどん流れていってしまう。 

 そういう危険性がありますので、今すぐということではありませんけれども、どうか子どもの最

善の利益を第一に考えるんだということはキーワードとしてどこかにしっかり書いていただきたい。 
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それから、子育てと教育の第一義的責任は親が有するんだということもしっかりどこかに書いてい

ただきたい。そういうふうに書いてくだされば、子どもの利益に反するようなことは起こらなくな

ってくると思います。ワーク・ライフ・バランスの御提起がありましたけれども、そのことをしっ

かりやっていかなければならないと考えます。 

 その次に、こども園（仮称）という制度になったとしまして、やはりそこには学校教育の性格が

付与されるわけであります。そうしますと、学校教育としての幼児教育段階と、小中高との一貫性

というものを失わないよう、十分なご配慮をいただきたいと思います。それがないと、我が国の学

校制度というものが入口のところで壊されてしまいます。そのことに十分な御配慮をいただきたい。 

それから３番目でありますけれども、今日お示しいたしました構成員からの提出資料の一番後ろ

のところにございますが、その最後の３番のところであります。「新成長戦略」で「人づくり」とい

う観点を重視して、そのために質の高い幼児教育と保育をつくり上げていくんだというのが今回の

流れであったはずでございます。 

しかしながら、どう考えてもこの「人づくり」の部分というのは議論されている節がないと思い

ます。一体、我が国の子どもはどういう形で育てるのが幸せなのか。家庭ではどうなのか、地域社

会でどうなのか、施設、保育所とか学校ではどうなのかという議論が初めになされて、その後で制

度の話が元来くるべきであります。そのことを是非、忘れないようにしていただきたい。 

３番目でございますけれども、全体的に大変大きな違和感を覚えますことは前回の会議でも申し

上げましたけれども、フルタイムで子育てをしている方々、いわゆる専業主婦という言い方もあり

ますけれども、こういう方々が実は乳幼児段階では多数派を占めているわけでございます。しかし、

その多数派を占めている方々に対して、幼保一体給付（仮称）というのは個人給付が原則だという

ことでありますが、その方々に対する配慮が少ないというよりは、あまりにもなさ過ぎる。これは、

国民に対する公平の原則に反することになってくると思います。 

多数を占める専業主婦に対して、個人給付としての幼保一体給付（仮称）を考えるのであれば、

これが法定代理受領とかいろいろございますけれども、専業主婦層に対していわゆる子ども手当を

現金給付として割増しをするというようなことがなければ、大変不公平な仕組みだということで、

今日はここまで指摘を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。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、中島委員どうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。先ほど駒村先生に言っていただきましたが、１点だけ、今後

の議論の中で是非、先ほどの先生の御指摘も含めて検討していただきたいということだけ申し上げ

たいと思います。 

 利用者負担と価格設定と契約方式はそれぞれ非常に密接に絡み合っているので、どのような制度

設計をしていくかという極めて基本的なポリシーに関わるものです。これを応能負担とするのか、

あるいは駒村先生がおっしゃったような工夫をした応益負担なのか、そこら辺は「幼保一体給付（仮

称）」をどういうパッケージでいくかを考えることで多分絞られてくるのではないかとイメージして

います。仮に直接契約方式とする場合には、だれがその直接契約の認定をするのかというところで、

低所得者や、そもそも社会的な資源を使いこなすリテラシーを持っていない層という方たちがどう
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しても後手に回る可能性があります。そういった制度の谷間に置かれがちな人々をどうやってフォ

ローするかが重要であり、仮に直接契約を前提とする場合には、例えばどのように市町村が関与す

るか、どのように権利性をフォロー、支援をしていくべきなのか。ここは重要な問題意識がござい

ます。 

 また、応能負担についても、現在の方法であれば所得捕捉は所得情報、税情報を預かっている自

治体の窓口で御本人との関係で一定の所得把握ができています。税制そのものの不公平というのは

制度の問題なので置いておくといたしまして、現在の市町村関与の契約方法は、低所得者の方やな

かなか行政資源、サービス資源の使い方を十分に御存じでない方にとっては、多分一番短距離なの

だろうと思います。この点をどういうふうに、できる限り短い距離で合理的に支援をしていくかと

いう意味で、仕組みについても御議論いただきたいと思っています。以上です。 

○末松座長 実は、まだたくさんあることは私も存じ上げていますが、次回にそこは十分な議論を

させていただくということで、またよろしくお願いします。 

 それでは、小宮山副大臣の方からコメントしてください。 

○小宮山副大臣 コメントしてくださいということでございますので。 

 今日は５つの案を御提示したことで、先日、幼保一体化のワーキングチームでも御議論いただき

ましたが、ようやく皆さんがイメージを持っていただいて、今日は大変いい議論をしていただいた

と思っています。 

 いろいろな問題がたくさんあることは私どもも承知をしていまして、この機会だけではなくて個

別に地方の方とも、また事業主の方とも、各団体の方とも、それぞれこちら側に座っている者が手

分けをして可能な限りコミュニケーションをとらせていただいています。今日も、前回からも、と

てもいい御発言をいただいていますが、立場を超えて、最初に申し上げた、すべての子どもに質の

よい教育・保育の場をつくろう。幼稚園のいい教育もすべての子どもにしたい。保育所で行われて

いる今の養護教育もすべての子どもにと、そこのところの原点をしっかり踏まえながら、一番の財

源の問題は先ほど覚悟のほどを座長も言っていただきましたが、こちらもしっかりと取り組みます

ので、社会全体で子どもたちに資するような議論を、これだけ時間をかけていただいていますので、

果実ができますようにしっかり務めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 結びになってしまったようですが、すみません。ありがとうございます。 

○末松座長 それでは、幼保一体化ワーキングチームの大日向座長からも今日の御議論、御感想を

含めて、また次の幼保一体化ワーキングチームにつないでいく形で是非おまとめをお願い申し上げ

ます。 

○大日向委員 ありがとうございました。今、小宮山副大臣がまとめてくださったことにあまり付

け加えることはないような思いもございます。今日は本当に貴重な御意見ありがとうございました。 

 皆様の御意見を伺いながら、今、この幼保一体化を大きな方向に向けて進めていくという思いは

一つだということは確認させていただけたのではないかと思います。そのためにも、そもそも幼保

一体化は何のためにするのか。冒頭、私が御報告申し上げたことでもありますが、目的、理念にい
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つも振り返りながら議論を進めていきたいと考えております。大きな変革を伴うことであるだけに、

その理念を大切にしながら、変えるべきものは変えていくことが必要だという御意見も大きな励み

となりました。 

最後に、子育てや教育の第一義的責任は親にある、家庭にあるということに関してですが、確か

に法制度にはそのように書かれているかと思います。ただ、これは私見になるかもしれませんが、

責任の意味をどう考えるかではないでしょうか。子どもや子育てのすべてを親、家庭に担わせると

いうことではなく、ポリシーメイキングを家庭、親がするのであり、親や家庭が喜びをもって子ど

もや子育てに向き合えるように社会が支えていくと考えていくことが必要かと思います。 

子ども・子育て新システム制度案要綱とは別に、今年の初め、「子ども・子育てビジョン」が打ち

出されています。このビジョンは、民主党政権になってから子育て、あるいは子どもの教育を従来

のように親、家庭にだけ過重に課してきたことを脱し、「社会の皆で子どもの育ちや子育てを支える

んだ」という大きな看板の掛け替えがあったと思います。この子ども・子育てビジョンを受けまし

て策定された新システム、その新システムの中の幼保一体化の議論は、今日皆様の貴重な御意見を

いただきながら、更に精力的に進めていきたいと思います。本当にありがとうございました。 

○末松座長 僭越ながら、私も一言だけ申し上げさせていただきます。３点ございます。 

 １点は、本当に今日、「一体化の理念を薄めないようにしっかりとやってくれ、やっていく」とい

うことで皆さんの確認がとれたことは、大変ありがたいと思います。 

ただ、団体を背負っておられる方は次回に御意見を発表していただけるということで、それは楽

しみにしておりますので、是非この議論を踏まえた形でよろしくお願いを申し上げます。 

それから、インセンティブの話もございましたけれども、これは幼保一体化ワーキングチームで

いろいろな具体的なメニューの中で明らかになっていくのが望ましいと思いますので、そこは事務

局の方も具体化を是非よろしくお願いを申し上げます。 

それから、用語の統一です。これは、やはり世間に対してわかりやすくなければいけないという

のは今の時代の一番の要件でございますので、法律用語とかいろいろ超えなければいけないところ

はございますけれども、是非そこは事務局の方に汗をかいていただきたいと思っております。 

最後になりましたけれども、菊池さんの方から「立場の主張のみではいいものはできない」とい

うことがございました。そこを踏まえて、是非また今後ともよろしくお願い申し上げます。 

今日は時間前ですが、終わらせていただきますが、よろしくお願い申し上げます。どうもありが

とうございました。 

○村木政策統括官 事務的なことですが、次回でございます。今日は相当入口しか入れませんでし

たので、次回にこの続きを議論し、それから今日は幼稚園、保育所、こども園（仮称）に偏った議

論でございましたが、多様なサービスということでほかのサービスもありますので、もう少し新し

い議題も含めて次回御議論させていただきたいと思っております。 

 大変、議論が白熱をしてなかなかテーマが前に進んでいきませんし、今回非常に技術的な問題も

多いと思いますので、御質問などは事前に出しておいていただけますと、事務局からまとめてお答

えをするということもできます。そうしますと、議事進行に役立つかと思いますので、よろしくお



 39

願いをいたします。 

 それからもう一つだけ、専業主婦の問題で、働いているお母さんの問題というのが何度か出てお

ります。この会議そのもの、新システムそのものは専業主婦とか、働いているとか、親の状況にか

かわらず、どんな子もしっかり支えていく。その仕組みをつくるというのが今回のシステムの目的

でございます。このところ、幼保一体化の給付の議論をしておりますので、そこに非常に目がいっ

ているように見えますが、すべての子どもを支えるという意味では基礎給付が非常に大事で、そこ

の議論にまた戻って全体を見たときに、しっかり支えられていない子どもがいないかどうかという

のをもう一度、後で振り返っていただくということが大事だろうと思っております。 

それから、特に幼稚園、保育所にいらっしゃっているお子さんというのは、ここにそれを代弁し

てくださる方がいらっしゃるんですが、まったくそういうところに行っていないお子さんの声、あ

るいはそういう形でお子さんを育てているお母さん、お父さんの声が恐らくここに一番届きにくい

と思いますので、私どもも努力をいたしますけれども、その辺りの声を拾っていただける方には、

是非ここでその点を代弁していただけると、大変全体がいい議論になると思いますので、よろしく

お願い申し上げます。以上です。 

○末松座長 事務的なことを超えた発言ですけれども、一番重要なことでございますので、そこを

踏まえてやってまいりましょう。 

 今日はどうもありがとうございました。 
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