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１．開 会  

 

２．議 事  

 （１）幼保一体給付（仮称）について  

 （２）多様な保育サービスについて  

 （３）その他  

 （４）意見交換  

 

３．閉 会  
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○末松座長 皆さん、どうもお忙しいところありがとうございます。 

 それでは、第６回「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」

を始めさせていただきいと思っております。 

 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 それでは、本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 本日は、御欠席の委員が３名おられまして、東京大学大学院教授の秋田喜代美様。 

 全国知事会 子ども手当・子育て支援プロジェクトチームメンバー・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。 

 以上、３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、その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。 

 日本商工会議所より、東京商工会議所理事・産業政策第二部部長の関口史彦様に御出席をいただい

ております。 

 以上でございます。 

○末松座長 どうもありがとうございます。それでは、議事に入らせていただきます。初めに事務方

から資料の確認をお願いします。 

○藤原参事官 お手元の資料の御確認をお願いしたいと思います。 

 本日、配付資料といたしまして、４種類ございます。資料１「幼保一体給付（仮称）についてのⅡ

（案）～具体的制度設計～」。これは、前回御説明申し上げたものでございます。 

 資料２といたしまして、同じく「幼保一体給付（仮称）についてⅢ（案）～多様な保育サービス等

～」についての資料でございます。 

 資料３でございますが、各委員から御提出をいただいている資料をまとめたものでございます。 

 資料４「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト（概要）」をお付け

しております。 

 参考資料といたしまして、過去の資料等をお付けしております。 

参考の１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）」。 

参考の２といたしまして「こども園（仮称）の具体的制度設計に関する論点（案）」。 

参考の３といたしまして「幼保一体給付（仮称）についてⅠ（案）」の資料です。 

参考の４といたしまして、多様な保育サービスの関係の参考資料を２種類お付けしております。 

また、最後、参考５といたしまして、前回の基本制度ワーキングチームにおける各委員からの主な

意見をまとめたものを、ここに付けさせていただいております。 

以上、御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

○末松座長 資料は、よろしゅうございますか。 

 それでは、初めに 12 月２日の幼保一体化ワーキングチームにおいて、認定こども園の取組につい

てヒアリングが行われ、更にこども園（仮称）の５つの案と具体的制度設計について議論が行われま

したので、その報告を行います。 

 その後、これまで十分に議論されていなかった幼保一体給付（仮称）について意見交換を行いたい
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と思います。 

 最後に、幼保一体給付（仮称）のうち、多様な保育サービスについて意見交換を、今日は行いたい

と思います。 

 それでは、まず、12 月２日の幼保一体化ワーキングチームの概要について、幼保一体化ワーキン

グチーム座長である大日向委員から御報告をいただきたいと思います。 

○大日向委員 それでは、12 月２日に行われました幼保一体化ワーキングチームにつきまして御報

告申し上げます。 

 まず、初めに認定こども園の取組につきまして、4名の方から御紹介をいただきました。 

 これは、何人かの委員の方から議論するに当たって、認定こども園あるいはこども園（仮称）の具

体像がなかなか見えてこないというお声があったからです。 

 青葉学園野沢こども園の田村哲夫様から区立幼稚園の活性化の一環として、世田谷区と連携して立

ち上げられた、東京都第１号の認定こども園につきまして、その成果について御披露いただきました。 

 続きまして、古渡委員から認定こども園協会のお立場から子ども、保護者、保育者、地域から見た

メリットとともに、御苦労についてお話をいただきました。 

 また、同じくワーキングチームの委員である新潟県聖籠町の渡辺町長と、三鷹市の宮崎課長からそ

れぞれの市・町での一体化への取組を自治体のお立場で御紹介をいただきました。 

 青葉学園の取組では、区立幼稚園時代は、園児が５～６人になってしまった。教諭も３～４人だっ

た。それを認定こども園にされた今、園児が 200人、スタッフ 36人体制でなさっているということ

でした。 

 保育に対するニーズと、教育に対するニーズの両方が満たされる園だということで、地域では支持

をされているという御報告がありました。 

 もっとも働いている親もいるわけですので、行事、保護者会等は土日に開催して、働く親へ配慮し

ている。この点に関しては、幼稚園組の親からも理解をいただいているということです。大人の都合

で幼稚園、保育所に分かれているのは、子どもにはまったく関係のないことで、子どもたちがそうし

た意識を持たないよう、最新の注意を払っているという実践例について御紹介をいただきました。 

 他の３つの実践例でも共通していたことは、職員体制で交代制を取り入れる一方で、共通の時間を

設けるなどして、保育の一貫性と研修には大変留意をされているということでした。 

 こうした４つの先進事例の御紹介をいただきましたことで、就学前の子どもが過ごす場所はどうあ

るべきかという具体像が、ワーキングチームの委員の間で見えてきたように思います。大変貴重な時

間であったと思います。 

 その上で、５つの案につきまして、改めて意見交換を行いました。全体的には、案３を支持される

意見が多かったように見えました。 

 案４につきましては、消極的な支持あるいは反対意見が出されました。消極的な意見といいますの

は、案３が困難な場合には、案４でもやむを得ないという意見。一方、幼保一体化の理念からすると、

給付のみの一本化である案４には賛成できないという反対意見もありました。 

 さて、案３の支持が多かったとは申しましたけれども、その主な支持理由は、現時点で現実的であ
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って、当面の案として妥当であるという意見が大半だったということを御紹介しておきたいと思いま

す。 

 最終的には、幼保一体化の理念を最も示すものとして、案１を目指すべきであろうという意見が、

今回は数名の委員から聞かれました。 

 仮に最終案を案３といたしますと、認定こども園とあまり変わりがなくて、給付と手続面の一体化

にとどまってしまう。今、この機会にこども園（仮称）に一体化する改革を行うべきというご意見や、

今、改革を行わないと、同じ議論をまた繰り返さなければならないという御意見もありました。 

 もちろん、案１にいたしますと、実践に不安があるのは当然だろう。でも、制度的な課題と実践的

な課題は分けて議論すべきではないかという御意見が出されました。 

 前回支持のなかった案２ですが、これにつきまして、経過措置として案２もあり得るだろうという

御意見が１人おられました。 

 どの案に関わらず、時間的なスパンについて拙速を避けて、十分な時間をかけるべきだという御意

見がありました。ＯＥＣＤ諸国等では、20年かけたという御意見がありました。 

 ただ、その一方で、今、親あるいは子どもが置かれている環境の問題は大変厳しく、例えば過疎地

などでは５割、６割の地域で幼稚園がなくなっているところがある。そういう子どもたちには幼児教

育が保障されていない。あるいは、今、小１プロブレムをはじめとして、子どもが置かれている環境

には、決して看過できない問題があるというご意見があり、急速に進む少子化が日本社会、地域社会

に及ぼしている厳しい現状を直視すれば、何年もかけている余裕はないというお考えは、これまでも

幾度となく、複数の委員から示されております。 

 こうした委員の思いは、子どもにとって、今がすべてだということ。子どもの今をいかに保障して

いくかという思いから語られているのではないかと思います。 

 いずれにいたしましても、質の確保または改善と財源確保が幼保一体化の前提となること。また、

社会的に支援を必要とする弱い立場にある子どもへの配慮が必要であり、たとえ１％の子どもであっ

ても、そうした子どもたちへの養護、福祉的位置づけが確保されることが前提であるという御意見も

聞かれました。 

 12月２日の段階で意見を留保された委員の方もおられたことも付け加えておきます。 

 なお、プレゼンをしてくださいました野沢こども園の田村先生が質疑応答のときに、委員からの質

問に答えて、このようにお答えになりました。研修の問題、職員のシフト体制の問題、親の生活スタ

イルの多様化に合わせて行事を開催する等々、確かに認定こども園には苦労はある。でも、こうした

大人の事情は、大人が工夫して努力すれば解決ができる。子どもは親が就労しているかどうかは関係

がない。子どものためにも保育機能と教育機能の双方を有する施設を早急につくってほしいと発言さ

れたことが印象的でした。 

 12 月２日の段階では、以上、御報告いたしましたように、５つの案のうち、どの案に収斂するか

ということには至っておりません。ただ、幼保一体化の目的、理念に関しましては、ワーキングチー

ムで限られた時間の中ではありますが、かなり丁寧に議論をし、皆さんで理念の共有、目的の共有を

図ってまいりました。その幼保一体化の目的を、理念を、今後とも共有し、常にそこに立ち返りなが
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ら精力的、慎重に議論を引き続き進めていこうということで、すべての委員の方々に御賛同いただけ

たと思います。 

 年内にもう一回開催いたしまして、具体的な制度設計に関わる問題を議論しながら、できるだけ何

らかの方向性を見出していければと思っております。 

 御報告は、以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。ただいまの報告内容を踏まえて、こども園（仮称）について

も御意見を伺いたいとは思いますが、できれば、今日の一番メインの議論を幼保一体給付（仮称）、

この具体的な制度設計の方にできるだけ時間をかけていきながらやっていく必要があるのかなと思

っておりますので、そのことも踏まえて、多分 15分か 20分くらいになるかと思います。今の御報告

に対しまして、御意見あるいは御感想をおっしゃっていただければと思っております。どなたからで

もどうぞ。 

○宮島委員 御報告ありがとうございます。前回、案３の支持が多いと伺ったときに、ワーキングチ

ームの方々の真意がまだわからない状態だったんですけれども、今の御報告を伺って、案３は、現実

的な判断における御意見であって、目指すべきところは案１という御意見も多かったというようなお

話をいただきました。 

 私も、外というか、むしろ一般の立場として見たときに、この前も申し上げましたが、案３という

のは、みんながイメージしていた幼保一体化といえるのだろうかと。例えば別のものがずっと残り続

けるというのを幼保一体化のゴールにしてしまうのは、みんなが考えている幼保一体化とは違うんで

はないかという感覚を持っています。むしろ、事務局の御案内では案１は画一的だというような書き

方もあったんですが、こども園（仮称）という形の中に、むしろ今、考えられないようないろいろな

多様なものがあるという考え方もあるのではないかと思います。全体として、子どもを育てる枠組み

としてのこども園（仮称）の中にどんなバラエティーの施設まで存在していいことにするかという議

論と私は考えておりまして、最終的に、例えば時間をかけたとしても、みんなが目指す方向は案１な

のではないかと私は思います。 

 逆に言いますと、時間のスパンに関してはいろいろな御意見があって、10年は長過ぎるというよう

な御意見なども一般からも聞きますけれども、完全に案１にした場合には、実際問題として特に保育

の部分に対応が難しいところもあるのもわかりますので、最終的な目標をしっかり示しながら、現実

的にその過程をどうするのかというやり方で話していくのがいいのではないかと思います。 

 一般の人が、これが幼保一体化なのだという形が、きちんとわかるということも大事ではないかと

思います。 

○末松座長 どうも貴重な意見をありがとうございます。 

 それでは、北條委員、どうぞ。 

○北條委員 今まで承っていた印象と、ただいまの御報告を伺いますと、認定こども園に対する評価

が大分高いという印象を受けて、大変うれしく思ったところであります。 

 認定こども園の制度は、平成 18 年度の年度途中であったと思いますけれども、スタートして、そ

の５年後にその評価を行って、将来の姿を検討するということになっているわけであります。 
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 これは、スタートのときに、私は合同の検討会議に関わっておりましたので、社会保障審議会の先

生方、また、中央教育審議会の先生方、それぞれ苦労をして、何とかこぎつけたものであります。 

 これが５年も経たないうちに、もうこんなものはだめだということになってはいけないと思ってお

りましたが、今日、大変高い評価をいただいたようでありますので、それでは現時点で、この認定こ

ども園をどういうふうに変えていけば、今後の我が国の子どもたちにとって幸せであるのかという方

向については、どんな議論がされたのでしょうか。 

○末松座長 こども園（仮称）のこの前の議論は、私もいましたけれども、座長が答えられる前に、

認定こども園の御苦労話とともに、こういったことで努力すればできるんだというグッドプラクティ

スが示されまして、皆さんがそれについてよく学ぶことがあったというようなことを言われたのが私

の印象ですけれども、大日向委員、どうぞ。 

○大日向委員 今、副大臣がおっしゃったとおりです。認定こども園をモデルとしながらこども園（仮

称）を目指そうということだったと考えております。 

○末松座長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

 では、どうぞ。 

○奥山委員 奥山です。前回の幼保一体化のワーキングチームの方も傍聴させていただいておりまし

た。今の御質問について、私が委員会を見させていただいて感じたのは、認定こども園の皆様方が、

やはり数が増えないということについては、将来がどうなるかよくわからないからだということをお

っしゃっていたのは、とても印象に残っていて、今後どうなるのかがわからないという中で進めにく

さということを語られていたなと思います。 

 やはり今後、こども園（仮称）というのが、この認定こども園からうまくこども園（仮称）にどん

なふうに新しい理念を吹き込めるのかと、やりやすさをどういうふうにつくっていくのかということ

が見えていくというのは、とても大事ではないかなと感じました。 

 もう一つ、実は、私が取り組んでおります地域子育て支援拠点事業というのは、センター型、広場

型、児童館型とあるんです。言わば、案２のように、１つの大きな事業の名前があって、その中にほ

とんど保育所がやっているセンター型と、それからＮＰＯ等が主にやっている広場型、そして児童館

も乳幼児の部分をやりましょうということで、言わば１つの事業の中に３つのタイプがあるというこ

とで、案２のような形になっています。やはり過渡期的にはそういうのが必要だろうなと思うんです

けれども、やはり地域子育て支援拠点事業を１つとして、そこを目指して、研修も１つにして、その

重要なところは一本化していくという流れをつくっていかないと難しさが残るなと感じております。

今日の御発表を聞いて、案１を目指しながらもそのプロセスとして案２や案３があるんだろうなとい

うようなイメージでもっていくということが、将来に向けて認定こども園をどう育てていくかという

ことも含めてつながっている議論ではないかと感じました。 

○末松座長 ありがとうございます。どうぞ、中島さん。 

○中島委員 ありがとうございます。私も前回ワーキングチームにおいて、認定こども園の関係者の

方のお話を聞いて、幼保一体化は、園や保護者の工夫の余地でうまく回っているところもあり、そう

いった先行の好事例をどう普遍化していくかというところがとても大事であると思いました。 
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 ただ、そのときに、たしか普光院委員がその後の議論の中で御発言されたと思いますが、５つの案

を検討することは理念としてはもちろんいいと思いますが、５つの案のいずれかをチョイスするだけ

ではなくて、「こども園（仮称）」の基本的な諸要件を精査するということを重視すべきです。この点

は今日もこれから議論させていただけるということだと思いますが、契約方式であるとか、あるいは

幼稚園と保育所のどこが寄せられて、どこが強引に寄せることは無理があるのか、具体的な議論を子

どもと保護者の立場に立って精査する。その上で最終的にどのパターンが最も現実的なのかと、そう

いう順番で議論をしていただくのが一番合理的ではないかなという気がいたします。 

 というのは、やはり制度でございますから、現実的かつ実務的に成立をしないと、理念を目指すだ

けでは、無限大に時間がかかりかねない。時間と在り方と、そこは実現可能性も考えて政策判断を御

一緒に、みんなでしていく必要があるだろうと思います。 

 その意味では、今まで私は連合という立場でどの案を支持するということは一度も発言したことは

ございませんけれども、あえて申し上げれば、あまり案１を無理やり目指すということは、現実的で

はないと思っております。上手に棲み分けつつ、インセンティブを付けて「こども園（仮称）」に着

実に寄せていくということを制度設計としては考えていくべきだろうなと思います。 

 ですから、あえて選べと言われれば、今の段階で案３か、極端ですけれども、案５であろうと思っ

ています。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。では、山縣委員。 

○山縣委員 私は、幼保一体化ワーキングチームに参加しておりますので、本来、そちらで発言すべ

きかもしれませんが、前回のワーキングのチーム会議で、ちょっと時間を逸しましたので、ここで追

加の意見を言わせてください。 

 まず、私は、今、大日向座長のまとめにあった、案１を積極支持、案２を経過的存在と位置づけで

発言をした人間です。その際、発言し切れなかったのが何かといいますと、基本的には、私は政府の

方針としてすべての子どもに年齢に応じて共通の給付をするという考え方に賛成をしているわけで

すけれども、そうはいっても、保護者と事業者の選択というのは、最終的には少し余地を残しておか

ないといけないのかなと考えております。結論からいいますと、次に何があるかと言うと、今、中島

委員もおっしゃいましたが、私は案５ではないかと思っています。 

 しかし、案５というのを、間を切り離していく、今は１つの黒枠の中に入っておりますけ、制度と

して、国が目指す方向といいますか、共通の子ども視点の給付は、あくまでも黄色、案５で言う子ど

も施設の枠の中であって、政府のあるいは国の選択肢というよりも、保護者と事業者の選択肢として

左枠があるということではないだろうかと考えています。これが前回、時間がなくて言い切れなかっ

た部分です。 

 それから、案５を積極的に支持するというよりも、あくまでも案１を積極的に支持し、結果として

案５の左端の部分が残ってしまうことは、これは自由社会においては仕方がない部分ではないか、そ

ういう考え方をしています。 

 また、幼保一体化ワーキングチームのところでもう少し根拠を付けて説明をさせていただきたいと



7 
 

思っています。 

○末松座長 ありがとうございました。非常に大胆なお考えも示していただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 よろしいですか。今のお話だと、大体案１を理想とすべきという方が非常に多く、そういった中で、

その変形が案２、極めて現実的な形で案３と。ただ、幼稚園のいろんな諸事情で加われない場合には、

これは案５でいくと、幼稚園だけ分離して別にするというような話も、今、ございましたけれども、

ただ、これから議論の入り口でございますので、先ほど中島委員からもございましたけれども、具体

的な詳細制度設計、これとあともう一つ次に財源の話が出てきます。そういった中で、どこまでメリ

ットが、このあれであるかどうか。これによって、最終的な形の枠組みが固まっていくのかもしれま

せん。 

 そういったことで、大日向委員からご意見があるようでございますけれども、では、大日向委員の

後は、詳細な制度設計について議論をしたいと思います。 

 では、よろしいですか。では、大日向委員、お願いします。 

○大日向委員 これは幼保一体化ワーキングチームの方でお聞きすればいいのかもしれませんが、せ

っかく山縣委員からご意見が出されましたので、ちょっとお尋ねしたいんですが、今、案５をという

お考えが出されました。新しい案だと思いますが、山縣委員にお尋ねしたいのは、案３をなぜ推され

ないのでしょうか。それと関連して、この案３の中の保育所の位置づけについて、どのようにお考え

なのでしょうか。案３と案５の違いについて、もう少しわかりやすくお話しいただければと思います。 

○山縣委員 今、十分な根拠を示すことは時間的にもできないかもしれませんけれども、私は、今、

事実上社会は保育所を志向しつつあるというのが前提です。それを考えたときに、保育所の今の姿は、

現在の認定こども園に相当近づいてきている。これは過疎地等において保育所しか残っていない姿が

その証左ではないかと思っています。 

 そういう意味で、保育所型というのは、もし、内部類型としてあるならば、０、１、２歳に保育所

について言うと、そこに今、学校教育法等が言うところの教育を載せることは非常に難しい構造にな

りますので、その部分についての配慮は必要だと思います。給付のタイプでこれは分ければいいと思

っていますけれども、基本的には保育所はイコールこども園（仮称）、これは変化するというか、む

しろ事実上もう同じ存在のように解釈していいんではないかと思っています。 

 では、幼稚園についてどう考えているのかということになりますけれども、私は基本的には地方の

幼稚園あるいは認定こども園が現に学校法人を中心にして運営されているという姿、これを考えます

と、幼稚園の方々、反対の方が非常に多いというのは、この会議では聞いておりますが、選択として

事実上、認定こども園志向をしておられるところもあるし、前回の実践でも事例として提供されたと

ころは、いずれも学校法人の幼稚園さんの取組でした。 

 そこで成果がある、工夫すればいけるんだと、ただ制度上若干の問題がありということでしたので、

それも踏まえて言いますと、私立幼稚園においても、ある程度このような姿というのはあり得るんだ

ろうと思います。しかし、建学の精神とか、あるいは幼稚園の伝統とか、そういうところで、幼稚園

という枠組みに、これは事業者の方が積極的にこだわり、なおかつそこの事業者を選択される保護者



8 
 

の方も当然そこに積極的にこだわれるとするならば、それは残しておいてもいいんではないか。ただ

し、それをこども園（仮称）と呼ぶのはやめよう。こども園（仮称）はあくまでもすべてのものが給

付される。そこを前提にするんだと、今、そういう考え方で案５というのを頭の中にイメージしてい

ます。 

○大日向委員 ありがとうございます。別にここで何か議論することではなく、幼保一体化ワーキン

グチームの方に持っていきたいと思いますが、今日伺った御意見で、多少、５つの案の絵の描き方が

変わる可能性もあるかなということも少し考えさせていただいて、年内のワーキングチームの方にま

た臨ませていただければと思います。ありがとうございました。 

○末松座長 では、短くお願いします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑です。 私もこの間の幼保一体化ワーキングチームに出ていたんで

すけれども、簡単に言うと、認定こども園の良いところという話がされたんだと思います。 

 現実的な話をすると、今、おおよそ 500ですけれども、１年くらい前までは 300くらいですかね。

ですから、逆に考えると、相当の問題があるので幼保一体に似た施設がうまく進んでいないんだとい

うふうに考えるべきだと思うんです。 

 現実的な話をすると、11 月１日の案に対して、一体化よりは、多種多様な選択を望み、現行の幼

稚園や保育所でやれるべきところはやり、しかしながら、それらを除いたところにはどうでも良いと

いうわけにはいきませんね。新しい仕組みが認定こども園の充実化、そこのことも基本的に考えてい

かないと、全体的な日本の枠組みをつくっていけないということに関してはよくわかります。 

 いずれにしても、現行の認定こども園の仕組みをきちんと検証して、もっといいものにしなければ、

数的に考えていくと、今が 500なわけですから、これをモデルにして進めていくということに関して

いうと、財政的なばかりではなくて、やはりきちんとしたインセンティブを与えなければ進まないの

ではないかと、基本的には思います。 

○末松座長 今、最後の言葉が重要ですね。財政的なインセンティブを与えないと進まないんではな

いか。 

○坂﨑委員 いいえ、財政的なインセンティブばかりではなくということです。 

○末松座長 ということを議論するために、詳細な制度設計について道を進めていこうとしているわ

けでございます。 

 では、そういうことで、事務方から説明はこの前にしたのでしょうか。何か補足の説明があったら

言ってください。 

○藤原参事官 前回、濵谷課長の方から御説明申し上げているので、時間の関係上、もしよろしけれ

ば、この具体的な制度設計、資料の１の内容に沿いまして、各委員からも御意見をいただく時間をと

っていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○末松座長 それでは、事務方からそういう話がございましたので、その詳細設計につきまして、御

意見をいただける方は、是非お願いいたします。 

 どうぞ、髙尾さん。 

○髙尾委員 資料１の 26 ページに幼保一体給付（仮称）の価格の設定について、幼児教育あるいは
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保育教育という公定価格を基本とした上で一部価格を上乗せできると、こういうイメージで示されて

おりますけれども、新規参入あるいは保育サービスの多様性と、こういうものを確保するという意味

からは、事業者や地域の創意工夫を促す環境というのは不可欠であろうと思いますので、その点から

も価格の柔軟性を確保することは非常に重要でないかなと思います。 

 資料の１ということでしたが、資料２の９ページ以下に、実は細かくサービス類型を定めて、基準

や価格の設定を行うとなっておりますが、市町村の取組の柔軟性、新たなサービスモデルということ

を考えますと、そのような色々な細かいものをつくって、それで価格を決定するというのは、柔軟性

に欠けるというような欠点があるのではないのかと思います。要するに類型だけを厳密に決めて、そ

れでその基準に合わせて一定の価格を設定するというのは、やはり保育のニーズに対応した多様なサ

ービス提供というのが本当にできるのかなという点で、疑問があります。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、両角さん。 

○両角委員 両角でございます。私は、公的保育契約について、法的な観点から意見を言わせていた

だきたいと思います。 

 資料を見ますと、公的保育契約を導入する趣旨として、利用者の選択可能性を広げることが挙げら

れていまして、これは以前、介護保険で契約方式が導入された時の発想と重なるのではないかと思い

ます。 

 しかし、介護の場合と同様に、この公的保育契約というのは、対等な当事者の間で自由に取引が行

われることによって皆にとってベストの結果がもたらされるという、古典的な契約モデルとは本質的

に違うものだということを忘れてはいけないと思います。 

 契約方式を導入しても、それをコントロールする適切な法制度がなければ、利用者の選択肢の拡大

という目的が達成されないだけではなくて、契約方式を導入したがゆえに新たな問題が生じるリスク

があると思います。必ずしも契約方式の導入自体に反対しているわけではありませんが、それを導入

するためには、まず適切な法制度の整備が不可欠だということを申し上げたいということです。 

 そして、このような福祉サービス契約については、法律の分野でも専門的な研究があまり進んでお

りませんので、これから具体的な制度をつくるに当たって、専門家による調査や研究が不可欠になっ

てくると思います。 

 今の段階で指摘できる点としては、契約当事者の間に情報量とか交渉力に関して非常に格差がある

ので、事業者に対して、利用者である保護者の利益を守るための仕組みが必要です。また、これは公

的な契約なので、サービスの配分の公平性が確保される必要があり、事業者側に応諾義務を課すこと

以外にも、サービスの供給量が不足している場合にどういう優先順位を付けるのか等についても、保

育の必要性の認定にも関わってくるのかもしませんが、手当が必要ではないかと考えております。 

 また、保育契約独自の問題として、サービスを本当に利用するのは保護者ではなく、子どもであり、

子どもは自分の意思で自分が受けたいサービスを選択することはできませんので、子の福祉という観

点からの制度づくりが、介護保険の場合よりもさらに必要なのではないかと考えております。 

○末松座長 ありがとうございます。では、渡邊さん。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊ですが、幼保一体給付（仮称）について、全体について２つ、個別に
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ついて３つほど意見を言わせていただきたいと思います。 

 過去にも同じような意見を申し上げたところもありますが、まず、幼保一体給付（仮称）の新シス

テムにつきましては、地域主権が前提にあったと思います。ですから、その辺のことをきちんとわき

まえた中での対応が必要ではないのかということを、まず、申し上げたいと思います。 

 それから、国による義務づけ、枠づけは必要最小限度にすべきではないかということ。地方が地域

の事情に応じたサービス提供をすることができるように、やはり制度設計をしていくべきではないの

かということを申し上げます。 

 それと、これも財源の問題でありますが、必要な財源の規模や費用負担の議論、私はまだ先送りし

ている面があるんではなかろうかと思います。制度設計の議論を行っていく場合は、あくまでも財源

と併せて行っていかなければ、との意見が出ておりますけれども、わかりにくい面と、それから判断

しにくい面があるかと思いますので、その辺のことを制度設計の議論と財源と併せて行う考え方を示

していただくとありがたいと思います。 

 それから個別でありますが、市町村が担うとされている保育の必要性の認定についてでありますが、

具体的な仕組みは、今のところ不明確であります。この点について、逸早く明確なものを示してほし

いということであります。 

 それから、公的幼児教育、保育契約の下で、市町村が法的な関与を適切に行っていくためには、現

実に利用者や事業者に対して助言・指導できるよう、市町村の権限を明確にする必要があるのではな

いかと考えます。 

 もう一点は、指定制度の基準について、地域の事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と考えます。 

 これは、幼保一体給付（仮称）の具体的な制度設計に対して説明を受けた範囲内で、総括的なもの

と個別のものという形で意見を申し上げました。 

 以上です。 

○末松座長 それでは、岡本さんと菊池さん、そして、北條さん。 

○岡本委員 「幼保一体給付（仮称）」についての連合の考えについては、資料３の３ページに提出

をさせていただいております。この文章すべて読み上げることは時間の関係上いたしませんが、特に

強調をしておきたい点についてのみ発言をさせていただきます。 

 これまでの数回にわたる議論の中で、社会全体で子ども・子育てを支えていく仕組みをつくってい

こうと、こういう考え方については、皆さん同じ考えであると思っています。 

 また、限られた財源の中で、それを有効に使っていくためには、重複をしている施策の統合や見直

し、そういったものが必要ですし、また、透明性とか公平性、それから切れ目のないサービスの必要

性なども意見を同じにするところかなと考えています。 

 その上で、連合として強調しておきたいのは、障がいのある子どもやひとり親家庭、それから低所

得者などが排除されない仕組み、また、児童虐待対策や社会的養護など、子どもの権利保障の仕組み、

親の保育所利用保障、それから最低基準の維持、改善、こうしたことを十二分に意識した制度設計に

するべきだというふうに考えています。 
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 現在、保育所が担っている子育てに係る相談支援や」児童虐待対策などの福祉的機能、これはセー

フティネットとしても欠くことはできません。幼保一体化の目的においてもきちんと基盤に据えるこ

とが必要だと考えます。 

 また、すべての子どもが確実にサービスを利用できるようにするためには、事業者には応諾義務を

課し、参入、撤退に関わるルールをきちんと定めるべきだと考えます。 

 さらに、利用者負担については、負担の公平性を図ると同時に、すべての子どもをカバーするため

に、応能負担を原則とするべきです。生活保護世帯への配慮は当然されるべきであり、いまや年収が

200万円以下という人たちが 1,000万人を超えるような状況になっています。若い世代やこれから子

育てをしようとする人たちが子育てに負担を感じることがないように、低所得者への配慮、これはさ

まざまな視点から検討をしていくべきだということを強調していきたいと思います。 

 最後に、事業者参入に関わるところですが、先日、ニュースを見ていたら、保育所を開こうとして

も、保育士さんが本当に足りないということを取り上げていました。 

 子育てがある程度終わった保育士さんに復帰ししてもらおうとして、いろいろと募集をかけても、

実際には、現在働いている保育士の方たちが応募をしてきたといった内容でした。 

 結局、よりよい状況や労働条件なり処遇を求めて、現役の保育士の方たちが応募をしてきているだ

けで、保育士が絶対数が増えているわけではないという実態が報告されていました。 

 政府の新成長戦略でも子育ては新しい雇用としても期待されているところですが、実際には、今の

労働条件の中で、処遇条件の中で、なかなかそれに手を挙げていく人たちがいないということが、ニ

ュースで取り上げられて、改めて私はそのことを考えさせられたのです。子どもたちを守り、預かっ

てくれる人たちが、きちんとした労働条件・処遇条件の下で働いていくことがなければ、親も安心し

て預けることはできないと思います。 

 その意味で、「幼保一体給付（仮称）」の導入に当たっては、その使途を一定程度制限して、人件費

をきちんと確保するということがなければいけないと思います。働いている人たちの労働条件、処遇

の確保ということは不可欠だと思います。 

 「幼保一体給付（仮称）」は、どこかを少し変えていくということではなくて、まったく新しい制

度設計をしていこうという大きな改革ですから、提案にさまざまな意見のぶつかりがあるのは、ある

意味、必要なことだと思います。 

 ただし、従来のままにとどまっていては、待機児童の問題であったり、子育て世帯の不安であった

り、それから少子高齢化ということを改善することはできないわけですから、何が一番重要なのかと

いうことを見極めながら、急ぐ部分と、それから時間をかけて進めていく部分ということをきちんと

工程表というものをつくって進めていくべきではないかと思っています。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、菊池さん。 

○菊池委員 全保協の菊池でございます。資料は９ページ、10 ページに出させていただいておりま

すので、ごらんいただければと思っております。幼保一体給付（仮称）、多様なサービス等について

細かく書いておりますので、お目通しいただければと思います。 
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 最初のところで、財源なくして、新システムへの移行を断行しないことと、先ほども財源の問題が

ございましたけれども、実は、まだ決まったことではないようですけれども、23 年度の予算編成に

おいて、子ども手当の上乗せに対する財源構成案の１つとして補助金、保育所運営費等の一般財源化

が含まれているように聞いております。 

 この新システムの目指す方向の１つに、子ども・子育て勘定の構築ということが１つあると思いま

すし、それは安定的、恒久的財源の確保であったと認識しております。 

 私は、１回目の会合のときに、関係者の間では不安と期待の両面が混在しているんではないかと申

し上げました。やはり期待の１つの部分は、こういった財源をきちんとつくっていくというところに

あったと思います。 

 そういった状況からしますと、この一般財源化の話は、この考え方は根底から覆す話になりかねな

いと非常に危惧しております。 

 そういう意味では、そういった話が具体的になるとすれば、このワーキングチームの話そのものが

何だったのかという話にもなりかねないわけですから、そういう意味では、きちんと本来、この新シ

ステムの構築の議論の中で目指した方向をしっかりと失わないように進めていただければと思いま

す。この議論の中に保育所運営費の一般財源化の話が浮上することというのは、非常に違和感がある

と思います。 

一般財源化の話は、今日、外の場所でもいろいろ反対の動きをしておられる方々の集まりがありまし

たけれども、そういった方々に火に油をそそぐようなことにもなりかねないという気がしております。 

 財源確保の問題は、大変大きな問題で、非常に重要な、政治的な課題、判断を必要とするものだと

思います。そのことは十分に承知しておりますし、いろんな面で関係者の方々が御苦労されているこ

とについても十分に承知はしておるわけですけれども、これまでも財源の問題については、それぞれ

の方々が、それぞれのお立場で、いろんな御発言があったように記憶しておりますが、この新システ

ムの議論も前提条件が一番大きな課題だったような気がするわけです。そういったことが本当にぐら

つくことのないようにお願いしたいと思います。 

 子ども手当（現金給付）が大事か、現物給付が大事か、別に二者択一を迫るつもりはありませんし、

どちらもこれは大事だろうと思っております。 

 そういう意味では、待機児童ゼロ特命チームでも方針が示され、その中でもありますように、サー

ビスの量の拡大と、質の確保というのが非常に重要です。そのための最低限必要なのは、それに見合

った財源ということになろうかという気がしておりますので、是非ともその辺、よろしくお願いした

いと思います。 

 もう一点です。お隣に全国知事会の方がいらっしゃいますけれども、大阪府を中心とする、共同特

区申請がございます。大部分の都道府県がそこに賛同している。 

 その中で、最低基準の問題、給食の外部搬入の問題、それから家庭的保育事業の規制緩和について

提案がされております。権限移譲を市町村にということになっておりますが、これは質の保障とか、

地域格差等を考えてみますと、非常に問題があるかと思います。いろいろな方がおっしゃっているよ

うに、やはり最低基準については国がという話がございますので、なかなか私どもとしては容認しか
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ねる問題であるということを申し上げておきたいと思います。 

 あと、これは最近の動きですので、あえてこの場で申し上げておきたいということで、少し今日の

本論から外れたことについてお許しをいただきたいと思います。 

○末松座長 ここで、皆さんから、渡邊さんを含め、今の菊池さんも財源について、質の向上とか、

あるいはサービス量の拡大とか、そのためにはすべて財源が必要ではないかと、これについて御懸念

が高まっておられることもあるかもしれませんので、厚生労働省の方から、そこは説明をさせます。 

○小宮山副大臣 今のは一般財源化の話ですよ。 

○末松座長 そうなんですか、渡邊さんとか、みんな財源についてどうだという話があったじゃない

ですか。まあ、言える中で言ってもらって。 

○小宮山副大臣 今のは、一般財源化の子ども手当の話だから香取さんから、あとは村木さんの方で。 

○香取政策統括官 まず、財源の議論については、たしか次回か次々回の会合で、新システムに移行

した場合に、給付規模としてどのくらいの規模になるのかということをお示しすることになると考え

ています。 

 それから、それぞれどういうサービスをどういうふうに用意するかということによって、例えば現

金給付あるいは現物給付あるいは幼保一体給付（仮称）それぞれこういう前提でサービスを充実した

場合に、どれくらいの給付規模になるのかというのは、お示しをするという、たしか前提になってい

たので、そこでお示しをすることになると思います。 

 それから、これは、最初の議論のときにお話ししたことかと思いますが、新システム全体としてど

ういうふうに子どもあるいは子育ての支援のサービスを充実していくかと、それを国や地方自治体や

当事者や企業、それぞれ社会全体で費用負担をしていくという考え方ですので、当然、今の中の財源

のやりくりでできることというのは当然限界がありますので、基本的には新しい財源を政府全体とし

て確保していくということで議論が進んでいるんだと思います。 

 この点については、政府・与党全体として、今、税と社会保障改革の議論をしていて、その中で、

社会保障全体の財源をどういうふうに確保するかと、あるいはその場合にどういう分野にどういう形

で優先的に充当していくのかという議論をしていると。 

 たしか、与党の調査会の報告書は今日でしたか、とりまとめて公表になっていると思います。その

中でも財源確保をする、税制改革をしていった後の、まず、優先的に充当すべき分野ということで現

役あるいは子育てに対する支援ということをうたっていると理解していますので、そういった形で並

行して財源の議論は進んでいるというふうにお考えいただければと思います。 

 もう一つは、子ども手当のお話ですが、子ども手当については、今、幾つかの子ども手当について

の財源の取扱いについての案がお示しをされています。 

 これは、御案内のように、子ども手当の財源の在り方については、それぞれ関わる当事者によって、

さまざまのお考えの違いがあって、全額国庫でというお考えもありますし、それなりに現行の費用負

担を前提にというお考えもありますが、そういった議論の中で幾つか案が示されていると、それぞれ

当事者の御意見を踏まえた形で示されているということなので、具体的な案は、これから予算編成過

程で更に詰めていくということになろうかと思います。 
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 議論の中では、控除から手当へという議論の中で、国の扶養控除を一昨年ですか、廃止をして、国

の扶養控除の財源は、今の児童手当の財源に回っているわけですが、地方税の財源について、どうい

う取扱いを考えるのか。これは直接子ども手当とは関係ないんですが、その話と併せて議論している

ということもあって、そういった全体の財源の中での手当の議論ということで議論が進んでいるとい

うことだと思いますが、いずれにしても、まだ、どうも特定の案でいくということではないようなの

で、もうしばらく政府部内での議論をするということになろうかと理解しております。 

 以上です。 

○末松座長 よろしいですか。わかったような、わからないようなところもありますが、財源を取る

べく努力をしているんだという意気込みは感じていただけたと思います。 

 では、北條さん、その後に山口さん。 

○北條委員 資料３の 13 ページ、14 ページでございます。今日申し上げたいことをおおむね４つに

分けて述べさせていただいております。 

 まず、13 ページの方の前提の部分からであります。また言うのかという、子どもの最善の利益の観

点に立つ、３回目でありますが、この観点というものは当然重視されているんだと思いますが、是非

とも法案を作成の段階では明示をしていただきたいと思います。 

 次の３項目は、大きく言えば同じ問題であります。質の高い幼児教育、保育ということは、保育時

間の長さで表されるものではないと考えます。 

 それから、多様なサービスがあるということによって質の高さを示すものではないと思います。 

 まず、子どもにとって質の高い保育時間とはどういうものなのかということを議論していただきた

いと思います。11 時間とか 13 時間の保育時間、これは言い方としては保育時間ではなくて開所時間

だとおっしゃいますけれども、実はべったり 13 時間保育を受けているゼロ歳児が私の地元には 75％

おるわけですから、こういうことは子どもの最善の利益の観点から言うならば、一般化されてはなら

ないことだと思います。 

 このたびの御議論の中に、ワーク・ライフ・バランスということが入っているわけですので、どう

いうところで子どもの権利というものをしっかり守る手当をしていただけるのかということであり

ます。 

 病児・病後児保育、早朝・夜間・休日サービスというのは、これは必要な方は確かにいらっしゃい

ますからね、それは丁寧にやらなければいけないのは私どもも同じであります。 

 しかし、こういった多様なサービスというのを一般化するということは正しいことだとは思いませ

ん。我が国は法定労働時間を 48 時間を 40 時間に減らし、そして、育児休業期間を徐々に伸ばして、

子どもと親を引き離さない子育て支援策というのを取ってきたはずであります。そのことを是非とも

忘れないでいただきたいと思います。 

 子育て、子の教育の第一義的責任を有するのは、保護者である。これも３回目でありますが、法案

作成の折には明示をしていただきたいと思います。 

 その次の４項目というのが、要するに私どもがさんざん言っております教育の視点ということであ

りますが、人づくりの視点を欠いて制度や給付の議論を行うと、これは順序が逆であろうと思います。
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人づくりの視点として、やはり幼児教育重視というものを国家戦略に位置づけ、ＯＥＣＤ諸国並みに

公的支出を増やすということを行いつつ、今より子どもが幸せになるように、家庭、企業、地域社会、

そして学校、どうあるべきか、こういった国民的な議論を直ちに始めるべきであろうと思います。 

 そうした観点から、教育の一貫した体系、これは現在、学校教育制度としては幼稚園から大学に至

るわけでありますけれども、これを簡単に入口のところをいじってしまうと、体系全体が混乱すると

いうことにつながってまいります。 

 夏休み等の長期休業期間でありますけれども、これも学校教育全体の中で、その意義というものを

位置づけるべきだと思います。 

 忙しさを楽しむ母や夏休みという阿部みどり女の私の大好きな俳句がございますが、やはり長期休

業期間というのは、幼稚園だけではない、小中高、大学、そういうところでどう考えるのかというこ

とを検討していただきたいと思います。 

 次に専業主婦の問題であります。 

 幼保一体給付（仮称）というのが、そもそも個人給付であるというのであれば、原則は日本に生ま

れたすべての子ども全員に一律に給付がされるべきだと。 

 そして、その給付によって、サービスという言葉が、私はふさわしいと思いませんけれども、公的

保育サービスを受ければ、その時間によって支払を行うというのが普通の考え方であります。 

 しかし、現在の制度設計では４時間を必要とするものには４時間、８時間必要なら８時間分、13

時間必要ならば 13 時間分という給付、保育の必要度に応じて給付するというのは、常識から考えて

おかしいんではないかというのが私の思いであります。 

 幼保一体給付（仮称）についての資料でありますが。 

○末松座長 時間の都合上、恐縮ですが、かいつまんでお願いできますか。 

○北條委員 わかりました。ごめんなさい。基本的な論点としては、そこに書いてあることでありま

すが、最初のところの財政措置水準、これは現行より当然高い水準を目指していただきたい。応諾義

務のことは前に申しましたので、省略をいたします。 

 納付金の自己決定というのは、これは幼稚園だけではありません。大学に至るまで、私学の基本で

あります。そのことを是非とも尊重していただきたい。 

 法体系で申せば、私立学校法、私立学校振興助成法、また、私立学校審議会というものがございま

すが、そういうものとの関係をどう整理するのか、そろそろ明確にしていただきたいと思います。 

 ２番目のところでありますが、これは認可と指定という二重の仕組みですね。これがなぜ必要なの

か。現在、社会福祉法人、学校法人は認可によって給付を受けているわけでありますが、そこに更に

指定という概念を持ってくることによって、制度を大変複雑なものにしていく、大変わかりにくいも

のにしていくということではないかと思っております。 

 次のところは、前にも申しましたので、省略いたします。 

 需給調整でありますけれども、これは、実は認定こども園がなかなか進まない１つの大きな理由と

して、認定こども園の認定を求める私立幼稚園の多くが行政窓口で認定を排除されているという実態

がございます。このことが制度としても認められてしまうということにつながっていくと思います。 
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 ３番目の財政措置の問題でありますが、給付の問題を考えていく場合は、一体、現在の給付の仕組

みがどうなっているのかということをちゃんと示すというのが原則だと思います。 

 21 ページのところに数字が載ってきておりますが、これは国の予算レベルでの話でありまして、地

方自治体末端で利用する個々の保護者が負担するコストとはまったく関係のない数字であります。ど

うか、保育所の現実の、地方自治体超過負担を含めたコストというものをお示しいただきたい。そう

しないと、現在の公費負担の格差というものがイメージしにくいということであろうと思います。 

 それから、市町村の上乗せ給付が認められるということは、現在の、例えば公立幼稚園と私立幼稚

園との間の公費負担の大きな格差を温存してしまうことにつながりかねない。そういう使い方はして

いただきたくないということであります。 

 最後に、指定を求めない幼稚園、保育所に対して、現行の財政措置は是非維持ししていただきたい。

そうでないならば、指定を求めない幼稚園、保育所は存続が不可能になってしまうということでござ

います。 

 以上です。 

○末松座長 どうも御協力ありがとうございました。 

 それでは、山口さん。 

○山口委員 山口でございます。私の方からは事業者参入と指定制について意見を述べさせていただ

きたいと思います。 

 まず、事業者参入に関しましてですが、これは私の経験でございますが、いろんな自治体に新たに

株式会社が参入しようとするとき、大抵のところでは大きな反対が起こります。既存の事業者さんが

大体反対されるわけですが、その外部のドキュメントとしては、保育の質が云々かんぬんとよく言わ

れるような内容になっているわけでございます。では、本当の理由は何だと、建前ではなくて、本音

はなんだと、それを市の担当課長辺りに聞きますと、子どもが取られると、そういう話しか出てこな

い。子どもを取られたらどうするんだというようなことを言われるんだということが本音であるよう

でございます。 

 では、株式会社が参入すると、なぜ子どもが取られるのか。社会福祉法人が参入しても子どもが取

られないのに、株式会社だったら子どもが取られるとどうして感じるのかということでございます。 

 それは、今まで社会福祉法人の中であれば、まったく競争が起きなかった。そういう認識の下で事

業をされているんではないのかなと、私は思います。実際に子どもを取られるかどうかは別として、

競争が起こることそのものを非常に嫌っているということでございますので、逆に言うと、競争がな

い限りは質の向上もないと考えております。 

 ですから、この中、事業者参入のところでも株式会社も含めてイコールフッティングという議論に

なっていますが、単に形式だけ整えて給付を同じくするのだから、イコールフッティングだと考えて

いただきたくないと思います。 

 どういうことかと言うと、今回、こども園（仮称）とか、認可とか、いろんな種類ができてしまい

ますと、例えば認可保育所の場合は認可であるけれども、株式会社だとこども園（仮称）の方しか選

択ができないというような制度になってしまいますと、これは事業者にとって、本当に自分の置かれ
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ている制度、例えばこども園（仮称）というものが、将来にわたって同じ制度で進んでいくかどうか

というのが心配になります。そうすると、そういう心配な事業者というのは、本格的に参入しようと

いうふうには考えません。例えば建物１つつくるにしても、20 年、30 年続くようなしっかりしたも

のをつくると考えるのか、腰かけ的な５年か 10 年、10 年後には、もうこの制度はわからないんだと

いう気持ちになりますと、そういった建物しか建てない、またはそういった事業設計しかしなくなり

ますから、そうすると、そういった事業者しか入ってこないということは、いい事業者が入ってこな

いということでございます。そういう意味でも是非将来にわたって社会福祉法人と比べても、本当の

意味でのイコールということが担保できるように事業者が感じるように、名称も含めてイコールにす

べきであるというのが１つでございます。 

 もう一つのイコールフッティングですが、事業者にとっては、それぞれその特色があります。社会

福祉法人には社会福祉法人の特色がある、株式会社には株式会社の特色があります。 

 例えば使途制限であるとか、前から私はよく申し上げていますが、配当はだめだよというようなこ

とをすれば、株式会社の特性というのは活かすことはできません。そうすると、その事業者が参入す

る意味がなくなってしまうわけですから、本当のイコールフッティングを考えていただくのであれば、

その事業者ごとの特性を生かせるイコールフッティングであるべきであると考えております。 

 次に、指定制について、指定主体についてなんですが、私は、指定主体はできれば市区町村ではな

くて都道府県のレベルがいいと思います。それは、政策の策定能力等々を考えましても、そのレベル

の方がいいのではないかと思いますが、仮にそれが市区町村のレベルになったとしても、重要なこと

は、今まで恣意的なローカルルールというものが多く存在しているわけでございますが、そういった

ものを少なくとも排除するという、そういったナショナル・ミニマムというものを今回の制度の中に

必ず盛り込んでいただきたい。これをすることが、これからの保育の質の向上、競争を持った、競争

というのは金額の競争ではなく、あくまでも質の競争、そういったものを起こさせるためにも、こう

いったイコールフッティング等々が必要だと考えております。 

 以上です。 

○末松座長 どうもありがとうございました。では、倉田さん。 

 あと、この後、事務局の方から種々、多様なサービスについて説明させていただきますので、でき

れば、また、少し時間が押しておりますので、よろしくお願いします。 

○倉田委員 全国市長会の倉田でございます。この話がだんだん進んでくるに従って、やはり市町村

の役割、責任の重さというのを痛感いたしております。 

 そういう流れの中で、設置の認可の問題あるいは指定の問題、これはやはり今、子ども・子育ての

新システムの基本制度ですが、我が国の地方自治の基本制度は地域主権にあると、それで、基本の基

礎の考え方は近接性の原理に基づいた基礎自治体優先の原則であると。 

 その原則に立てば、このような新しい制度設計がされて、認定あるいは認可、指定、そのような権

限は当然先端自治体である市町村が担うべきであろうと、このように思っております。 

 したがって、地域格差の問題も出ておりましたし、恣意的な市町村が株式会社の申請を否定するこ

とがあるんではないかという御心配もありましたが、私の住んでいる市では、株式会社に保育所を任
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せました。そのときに、一番嫌がらせをしたのは、府県、私は大阪府ですから、大阪府で、今の知事

の下ではありませんが、ですから、市が積極的に株式会社に任せようとしているのに、いろんな諸条

件でそれを止めようとしたのが府なんです。ですから、私は府県に認可を渡すよりも、基礎自治体に

お渡しいただく方がいいと。 

 ですから、車のアクセル、ブレーキ、ハンドル、この辺までは市町村に渡して、燃料とエンジン部

分は、これは国がきちんと補給してもらわないと走れませんので、そして、少々違反者が出たら違反

切符を切ると、これは都道府県の役割でも構わないのかなと、そんな思いでございます。 

 ただ、気になるのは、やはり超過負担の問題です。後ほど多様な保育サービスが出てきますけれど

も、いろんなサービスを実際にやっているわけですから、その市町村の超過負担というのを生じない

ようなシステムができるのかどうか。先ほど財源の話で、扶養控除の廃止等々によって、市町村民税

に見返りが出てくるわけですね。それを当てにしてもらっては困ります。それを当てにするような仕

組みではないはずですね。市町村税で返ってくるというのは、これは自主財源ですから、おまえのと

ころに金が行っただろ、それを返せというのなら、はなから金は要らないですね。ですから、そんな

形で財源のことは、後ほど出てくると思いますが、基本的な考え方として申し上げておきたいと、こ

のように思います。 

○末松座長 機微な御発言がございましたので、浜田さんにも発言いただきたいと思いますけれども、

一回事務局に説明させていただいて、最後に御意見を賜わりたいと思います。 

 それでは、ちょっと時間の関係で、多様な保育サービスについて事務方から説明させます。そして、

御意見、御質問については、また別途終わりに伺いますので、よろしくお願いします。 

○今里課長 それでは、資料２に基づきまして、幼保一体給付（仮称）についてⅢということで、多

様な保育サービス等の御説明をさせていただきます。 

 １枚めくっていただきますと目次がございまして「Ⅰ 多様な保育サービス」、ここに小規模保育

から始まって、多様な保育サービスに関する「Ⅱ その他の論点」まで８つ項目が立っております。

それから、イコールフッティング等々の事柄を「Ⅱ その他の論点」として大きく整理しているとこ

ろでございます。 

 ５ページをごらんいただきたいのですけれども、この資料で御説明しております多様な保育サービ

スというのは、給付が左側と右側に大きく分かれておりますけれども、右側の両立支援・保育・幼児

教育給付の真ん中のところに、幼保一体給付（仮称）がありまして、それのこども園（仮称）以外の

多様な保育サービスというところに位置づけられるものでございます。 

 具体的な中身としては、小規模保育、短時間利用者向け保育、早朝・夜間・休日保育、事業所内保

育、広域保育、病児・病後児保育等が含まれるところでございます。 

 これを６ページのところでごらんいただきますと、この多様な保育サービスというものが、今の仕

組みでは「現行制度」というところをごらんいただきたいんですが、３段目の四角のところで、多様

な保育サービスは、現在は事業ごとに補助要件を設け、補助という形で実施していることになってい

るわけでございます。 

 これを下の「新たな制度」では、やはり財政措置というところで色がオレンジ色になっているかと
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思いますけれども、多様な保育サービス事業の指定ということで、このサービス事業をそれぞれのサ

ービス事業ごとに指定をしていく形に変えるということでございます。 

 そのオレンジ色のすぐ上のところに、こども施設（仮称）の指定というのがあるわけですけれども、

指定を受けるとこども園（仮称）でのサービスの給付対象となる。多様な保育サービス事業の指定と

いうことだと、これは多様な保育サービスとしてのさまざまな給付を受ける。これが、幼稚園、保育

所、こども園（仮称）の認可、あるいはこども施設（仮称）の指定というところと重なった形ではみ

出ていることが意味しておりますのは、つまり多様な保育サービスそれぞれによって、小規模保育ま

た早朝・夜間・休日保育など、担い手がだれになるのかいろいろ変わってくるわけでありますが、こ

ども施設（仮称）によって行われるものもあれば、この多様な保育サービスを単独で行うような形の

施設が、この多様な保育サービスの中にはずらずらありますけれども混在しているということを、ま

ず押さえておきたいということでございます。 

 例えば例で言いますと、小規模保育などは、主としてそれだけが独立した事業所となると思います

し、早朝・夜間・休日保育などは、こども施設（仮称）を中心に行われることをイメージするという

ことかと思います。 

 ７ページ、「新しい仕組み」とございますけれども、これは基本的にこども園（仮称）の仕組みと

同様のことでございます。 

 ８ページ、その多様な保育サービスの種類について、まずまとめてございます。 

 ９ページに、多様な保育サービスの考え方等の整理表というのがございまして、ここで恐縮でござ

いますけれども参考４－１という資料がございまして、これはそれぞれの多様な保育サービスという

ものを、今年の６月に出ました基本制度案要綱の段階で、ポンチ絵のような形でイメージとしてお示

ししたものでございます。恐縮でございますが今の資料２の９ページと参考４－１の両方をごらんい

ただければと思います。 

 多様な保育サービスの考え方等の整理表の最初に出てきます「家庭的保育」「居宅訪問型保育」と

いうものがございます。これが、参考４－１で申しますと１ページの「小規模保育①」に当たるもの

でございます。基本的に少人数を対象とするきめ細やかな保育を行うということでありますが、今、

行われている家庭的保育事業が保育者の居宅等で行われる家庭的な保育サービス、これを給付の一類

型として位置づける。それから、新たな居宅訪問型保育は子どもの居宅に訪問して、子どもの家に行

って行う保育サービスも給付の一類型として位置づけられることができるのではないかということ

でございます。 

 これは、いずれも原則として少人数を対象とするきめ細やかな保育を、家庭的な雰囲気の中で行う

ということですので、原則としては３歳未満児を対象とするようなものであろうかということでござ

います。 

 続きまして、小規模保育と同じページの「こども園（仮称）連携型小規模保育」と「多機能型小規

模保育」が、参考４－１では２ページの「小規模保育②」というイメージ図に相当するものでござい

ます。 

 こども園（仮称）連携型小規模保育というのがイメージ①で、要は今、分園という形で保育所があ
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りまして、小規模なものはそれでいろいろ小回りの利く整備が行われているわけでございますけれど

も、これを本園・分園という形ではなくて機能によって連携する形でやったらどうかという御提案で

ございます。 

 イメージ②の方になります多機能型小規模保育は、これはどちらかといいますとへき地などにおい

て、放課後児童クラブ等、他の施設との複合的な多機能保育サービスを１つのところでやるというこ

とを考えたらどうかというものでございます。 

 10ページ、最初にあります「短時間利用者向け保育」、これが参考４－１では３ページになります。

これは簡単に申しまして、名は体を表すということで、短時間利用者向けの保育サービスを給付の対

象とするということでございます。ただ、このところで、先ほど申しましたように、こども園（仮称）

で行うことも想定されるようなものでありまして、10ページの一番右端に書いてありますように「提

供の仕組み」ということで、短時間利用者専用に行う施設を一類型として位置づけることが考えられ

るのと同時に、こども園（仮称）でこの短時間利用者向け保育を別類型のサービスという形で、短時

間定員枠を設けて実施することも考えられるということでございます。 

 次に「早朝・夜間・休日保育」、これは参考４－１では４ページです。これは、こども園（仮称）

などで提供することを想定しているものでございます。早朝・夜間・休日、働き方の多様化によって、

必要な場合にはこの保育サービスを提供していくという考えでございます。日中のサービスと組み合

わせて利用することが可能となっておりまして、日中の保育サービスを提供する事業者が提供するこ

とが基本として考えられる。もう一つのやり方としては、こども園（仮称）と連携してサービスを提

供する。つまり日中の保育サービスを提供する者ではない者が連携することによってサービスを提供

することも、夜間・早朝などについては考えられるということでございます。更に、休日については

複数の事業者の輪番制などの仕組みもあろうかということでございます。 

 次の「事業所内保育」は、現在、事業所内保育施設において提供されるサービスを給付の対象とし

ようということでございますが、これは従業員の子どもに対するサービスが、現状この基本的な子ど

も・子育ての給付とは別の形になっているのを、この給付の対象としたらどうかということでござい

ます。詳しくは後ほど御説明をさせていただきます。 

 更に「広域保育」というものもございますけれども、これは市町村の区域を超えてサービスが提供

される場合も給付の対象としていこうと。現在、広域の利用も市町村間の協定により可能ではありま

すけれども、ここがきちっと制度化されておりませんので、なかなか不具合が生じているという指摘

もございますので、ここのところを位置づけようということでございます。 

 また、そのバリエーションとしまして、複数の市町村や事業者が共同して設置するような施設も給

付の対象として考えられるのではないかということです。 

 最後に「病児・病後児保育」、これも補助事業としての位置づけではなくて、給付の一類型として

位置づけるべきではないかということでございます。 

 以上が全体像でございまして、個々のものについては資料の 11 ページ以降でございます。今ほど

全体像のところで若干触れたところもあるので重複いたしますけれども、11 ページから順に見てま

いりますけれども、現行制度は家庭的保育がございまして、２つ目の○にございますように、平成
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22 年４月から法定化されております。これは事業の実施基準を決めて、補助事業という形で実施し

ているということです。更に、自治体単独の事業として実施している場合もあるということでござい

ます。 

 訪問型サービスについては、現在、法律上の位置づけがございませんで、予算補助事業としては、

ベビーシッターの派遣事業などについて、あるいは研修事業としての補助が実施されておりますけれ

ども、これは不定期の利用や早朝・夜間等のニーズの利用を想定しているもので、この給付の位置づ

けというところでは、現在ではかなり遠く隔たっているものでございます。 

 12 ページ「新たな制度」の２つ目の○、これらの小規模保育につきましては、待機児童が３歳未

満時に集中していることですとか、あるいは人口減少地域における保育機能の維持・確保、こういっ

たことを考えますと、家庭的保育、共同実施の家庭的保育、これらをまとめて一つ幼保一体給付（仮

称）の一類型に位置づける。しっかりとやっていくこととしてはどうかということでございます。 

 また、児童の居宅に訪問して行われる保育サービスについても、やはりこの一類型に位置づけるこ

ととしてはどうかという考え方でございます。 

 13 ページ、この場合の対象範囲でございますけれども、最初の○の３つ目にございますように、

原則として３歳未満児を対象とすべきではないか。考え方として３つポツがございますけれども、３

歳以上児については集団における幼児教育を保障する観点、少人数を対象とするきめ細やかな保育、

家庭的な環境の提供といった小規模サービスの特性、待機児童が３歳未満児に多い。こういった事柄

を考え合わせると、原則として３歳未満児ということではないかということでございます。 

 また、２つ目の○でございますけれども、ただ、さはさりながら、地域において保育サービスの供

給が不足している場合、へき地などの人口減少地域、こういった場合には地域の実情に応じて、３歳

以上の子どもも対象ということもまったくだめということではないのではないかということでござ

います。 

 なお、家庭的保育の共同実施についてでありますけれども、家庭的な環境の提供というのがそもそ

もの趣旨でございますので、10 人未満程度のところまでを規模として考えるのは適当ではないかと

いうことで、ここで述べられているわけでございます。 

 14ページ、サービスの提供方法といたしましては、１つ目の○にございますように、こども園（仮

称）と別の類型として一定の要件を満たした事業者を指定する。または、今こういうやり方でやって

いるわけですけれども、市町村自らが事業主体とする仕組み。この２つのやり方を両方合わせ持つと

いうことではどうかということでございます。 

 年齢に応じた適切な集団での育ちの保障でありますとか、代替要員の確保等々を考えますと、連携

するこども園（仮称）を確保することを基本とすべきではないかという観点がございます。 

 15 ページ、これは次の類型でございます。先ほどの小規模保育②というものでございます。こど

も園（仮称）、連携型小規模保育、これはなぜこういったものが出てくるかといいますと、現行制度

にございますように、今は、20 人未満は認可保育所としての公的支援の対象外というルールになっ

ております。他方、分園は 20 人未満でも保育所運営費の対象となっている。ということは、分園な

らいいんですけれども、そうでない場合には認可保育所になれない仕組みになっているわけでござい
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ます。 

 17 ページ、こういった状況を考えてみますと、基本的な考え方として２つ目の○にございますよ

うに、こども園（仮称）などと共同の事務処理をするなどの連携を図って、分園やサテライト施設と

して保育サービスを提供する小規模保育、これをこども園連携型小規模保育（仮称）として一類型と

してはどうか。 

 その場合に、特にこども園（仮称）と連携するということが２つ目の○では大前提になっているわ

けでありますけれども、３つ目に書いてありますように、へき地など人口が減っているところで、今、

20 人いないと公的支援の対象外となっている。この場合、ないわけですから当然こども園（仮称）

との連携が難しいわけですから、この場合は単独の 20 人未満の施設についてはどのように考えるべ

きかというのが論点としてあろうかと思います。 

 対象範囲でございますが、これは家庭的保育の方での小規模で申し上げたこととまったく同様、基

本的には３歳未満児、ただ、市町村判断で３歳以上もあり得るのではないかということでございます。 

 19 ページ、サービスの提供方法として、やはりこども園（仮称）連携型小規模保育というのは、

こども園（仮称）とは別の類型として事業者の指定、それをいろいろな前提にした指定基準を別途設

けることではどうかということでございます。 

 次に「小規模保育②」の多機能型小規模保育でございます。21 ページ、新たな制度の基本的な考

え方ですが、２つ目の○にございますように、これはへき地などの児童人口減少地域ということを基

本的に考えているわけでございまして、これで身近な場所で保育サービスを受けられることが必要だ

ろうと。そのためには、３つ目の○で、保育サービスに加えて地域子育て支援拠点事業であるとか、

放課後児童クラブ等々の他の子育て関連サービスの機能を合わせて持つような多機能サービスとい

うものを、１つの類型として位置づけることとしてはどうかということでございます。 

 22ページ、これの対象範囲ですけれども、基本的にへき地などということでございますけれども、

こういった形のものをへき地以外でも必要とする場合があるかどうかということが一応の論点にな

るかと思われます。 

 サービスの提供方法ですけれども、これもやはり当然多機能型というわけですから、複合施設とし

ての特性を踏まえたこども園（仮称）とは別の類型としての指定基準が必要になってこようかという

ことでございます。 

 23 ページ、短時間利用者向け保育でございます。これは、現行制度の最初の○にございますよう

に、自治体の条例等によって、例えば週３回以下だと「保育に欠ける」と判断しない例である。そう

なりますと、特に需要が増えている地域を中心に、フルタイム中心の受け入れになっているというこ

とでございまして、24 ページの新たな制度の基本的な考え方の最初のところにございますように、

短時間利用者向け保育サービスというものを新システムに位置づけることが基本制度案要綱で言わ

れております。バックグランドといたしましては、２つ目の○にございますように、お子さんが小さ

いうちには短時間勤務を希望することが多いとか、パートで働いている方がいらっしゃるとか、こう

いう方をターゲットにした保育サービスが必要ではないかということで、３つの目の○にございます

ように、これを一類型に位置づけることとしてはどうかということでございます。 
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 25 ページ、対象範囲は当然のことながら、短時間利用者向け保育ですから短時間の保育の必要量

の認定を受けた子どもということであります。保育の必要量の認定というのは、後々の議論となって

くるかと思いますけれども、この認定量との関係について、特に３歳以上について整理することが必

要だろうということでございます。 

 26 ページ、このサービスの提供方法ですけれども、短時間利用者向け保育を専用に行う事業所、

それから、こども園（仮称）が通常の保育と合わせて実施するという２つのパターンが考えられるの

ではないかということでございます。 

 当然、短時間利用者向けを単独でする場合には、こども園（仮称）とは別類型ということになりま

すし、こども園（仮称）においてこれを行う場合は、ちょっとテクニカルな話ですが、３つ目の○に

ありますように、短時間利用者向けの定員枠を設ける形があり得るのではないかということでござい

ます。 

 27ページ、早朝・夜間・休日保育でございます。27ページが現行制度でありますけれども、今は

提供者側から見た仕組みになっているところを、利用者側からの仕組みに変えていくべきではないか

という提言でございまして、28 ページにありますように、２つ目の○の多様な就労形態にあっても

安心して子育てできる環境を整備する必要がある。このために、早朝・夜間・休日保育は、今まで補

助事業として行われている部分もあるわけでありますけれども、こういったものを幼保一体給付（仮

称）の対象として位置づけるべきではないか。ただ、このときに、１日のうちの大部分を施設に預け

る場合が生じるやもしれませんので、この場合は子どもの育ちとか親子の関わり、愛着の形成、更に

はワーク・ライフ・バランス等の観点から、どのように考えるかということで、実際の場合には課題

になってくるかと思います。 

 29 ページ、対象範囲でありますけれども、一番下のポツにありますように、こども園（仮称）な

どの幼保一体給付（仮称）の対象となる別の事業者が提供するサービスと組み合わせて利用できる仕

組みも検討すべきではないかということでございます。当然、夜間保育が夜間こども園（仮称）とい

う形になるのか、どうかですけれども、そういった類型もこども園（仮称）の一類型としてあろうか

と思いますけれども、そのほかの事業者の提供するサービスという形で、複合的に行うことも検討す

べきではないかという論点が提示されてございます。 

 サービスの提供方法としまして、そのことを具体的にするように①②とありまして、こども園（仮

称）が日中の保育サービスを提供する事業者の代表ですけれども、これが引き続きそこで夜間や早朝

のサービスを行うこともあるでしょうし、②としまして、別の早朝・夜間サービス事業者がこども園

（仮称）と連携して提供する。いずれにしても、切れ目のないサービスを提供するという観点が重要

であるということでございます。 

 この場合も指定基準が必要になるわけですけれども、特に早朝・夜間となりますと子どもの安全性

等の確保が大前提となりますので、早朝・夜間保育の特性、夕御飯でありますとか、就寝時間が保育

の時間に入ってくる場合もありますので、こういったものを含むといった別建ての指定基準が必要に

なるだろうということでございます。 

 休日保育につきましては、輪番制と先ほど申しましけれども、複数の事業者で交替でというのがあ
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り得るのではないかということでございます。 

 31ページ、事業所内保育でございます。 

 32 ページですけれども、基本的な考え方の２つ目の○にありますように、現在は主に従業員の福

利厚生の観点から保育サービスの提供ということでありますので、当然のことながら事業主が費用負

担することが基本と。従業員以外の子どもが利用する場合でも、公的な給付の対象ではないという整

理になっているわけでございます。 

 新しいシステムは、個人、子どもに着目して給付を行うということでございますので、指定基準を

満たした事業所内保育施設が、従業員以外の地域の子どもを受け入れる場合は、他の保育サービス、

例えばこども園（仮称）であるとかを利用するのと同様に、幼保一体給付（仮称）の対象とすること

がまずは必要ではないか。 

 更に、すべての子どもに公的保育サービスを保障するという観点からは、その従業員のお子様に対

する保育サービスについても、幼保一体給付（仮称）の対象とするべきと考えられるがどうかと。こ

このところは、若干上の言い方よりは弱くなっているわけでございます。 

 いずれにいたしましても、それらの指定基準を考えてまいりますと、幼保一体化の目的を踏まえま

すと、こども園（仮称）や他の多様な保育サービスと同等の指定基準が基本になるのではないかとい

うことでございます。 

 33 ページ、対象範囲ですけれども、これは実際にそこで、指定基準とも絡んでくるわけでありま

すけれども、ここで提示している考えは、やはりこれを利用される子どもさんたちは、小規模保育サ

ービスというものとは事情が違うということでありましょうから、３歳～５歳を対象とする形も可能

としてよいのではないかということを御提示しております。これは一つの論点かと思います。 

 サービスの提供方法としましては、①と②とございますように、これは指定類型をどういうふうに

設けるかということによって異なってくる２つのやり方があるということでございます。 

 35ページ、広域保育であります。広域保育については、36ページの基本的な考え方、市町村の区

域を越えて利用した場合でも、住所地の市町村が認める場合は幼保一体給付（仮称）の対象としたら

どうか。それから、複数の市町村が連携して設置する保育施設や、複数の事業者が共同で設置するも

のについても幼保一体給付（仮称）の対象としてはどうかということでございます。 

 当然のことながら、ｂに書いてありますように、事業所の所在地の市町村と住所地の市町村が給付

によってあらかじめ調整しておく仕組みが必要になる。それから、複数の事業者が共同設置する場合

等々、優先利用について一定程度認めることが必要になってくるのではないかということが論点して

掲げられております。 

 この塊の最後のところは、病児・病後児保育でございます。病児・病後児保育は、現状、三類型、

病児・病後児保育と体調不良児というものがあるわけで、更にファミリーサポートセンター等でも事

業が行われている。更に、公的補助の対象となっていないながらも、非施設型の取組の利用が受け皿

の不足を補っていることが実態でございます。 

 39 ページ、２つ目の○にありますように、すべての保育所利用児童に利用可能性があるにもかか

わらず、今のところは非常に少ない状況でございます。ここはセーフティネットとして実施個所数の
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拡充が必要である。 

 働き方の見直しによって、子どもが病気の場合には親が休んで看護できる社会を目指すべきである

が、一方で、実際に休むことは困難という親御さんが存在する状況も踏まえると、セーフティネット

としてこの病児・病後児保育を給付の一類型として位置づけるべき。これも補助事業ではなくて、一

類型として位置づけるべきではないかということでございます。 

 40 ページ、対象範囲としましては、突発的・一時的に必要となるサービスであるという点がござ

いますけれども、やはり保育の必要性を認定されている子どもに対して提供されるサービスとして位

置づけるべきではないかということでございます。 

 これは基準としても当然、その下のｃのところにありますように、こども園（仮称）とは別の類型

ということでございますし、タイプがいろいろ考えられるわけですが、それぞれの特性に合った、そ

れぞれの基準の設定が必要ではないかということでございます。 

 41 ページ、多様な保育サービスに関するその他の論点ということで、ここに幾つかまとめてござ

います。 

 まず、家庭的保育を始めとする多様な保育サービス、これは先ほども御指摘がありましたように、

地域の実情に応じて市町村が柔軟にこども園（仮称）と組み合わせて基盤整備を図るという特性を踏

まえると、基本的には市町村が事業者を指定する仕組みとしてはどうかということ。その際、対象範

囲とか対象年齢、提供方法、施設基準、これらについて全国一律のものとするか、それとも地方の条

例で定めるやり方を取っていくかということが論点かと思います。 

 更に、こども園（仮称）と一体的に提供する保育サービス、分園等ですけれども、これはこども園

（仮称）の指定権者と同一とすることが必要ではないかということでございます。 

 ここまでが大きなⅠでありまして、あと数ページ、大きなⅡというのがございます。44 ページか

ら始まる「その他の論点」のイコールフッティングでありますけれども、現行制度は飛ばしまして、

45、46 ページになりますけれども、基本的な考え方としては、既に基本制度案要綱にも出てまいり

ますように、指定制度の導入により、法人主体にかかわらず、一定の客観的な基準を満たした事業者

に参入を認める仕組みとする。 

 イコールフッティングの下、多様な主体の参入を促進するために、使途範囲のルール化、施設整備

費の在り方の見直し、会計基準の扱いといった課題に対応することが必要である。施設整備費につい

ては、前回既に運営費に上乗せということを提起しているところでございます。 

 47 ページの使途範囲のルール化でありますけれども、これについてポイントとなりますのは、１

つ目の○に２つポツがありますけれども、指定基準を遵守し、サービスの質を継続的に確保すること。

これが１つ目のポイントです。それから、経営の安定性の確保があります。こういったことを前提に

して、そのために必要な費用が支払われるような制度設計が、まさに基本的な考え方として必要では

ないかということでございます。 

 これについて、２つ目の○ですけれども、幼保一体給付（仮称）のサービスに対する対価としての

収入については、ここで提示しておりますのは、多様な主体の経営努力により柔軟な経営を可能とす

る観点から、他会計への費用の繰入を認めることを検討してはどうかということでございます。この
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場合、先ほど申しましたように、サービスの質の確保、事業の安定的な運営、この確保が課題になる

ということでございます。 

 この場合には、幾つか考え方として矢印の後に示しておりますように、一定の経済的基礎を有する

ことを指定の条件とするとか、事業が始まった後は定期的な指導・監査を行うやり方ではどうかとい

うこと。それから、サービスの質の担保をしつつ、安定的な運営ということになりますと、例えばサ

ービス従事者の資格、経験年数、退職者の状況、こういったものの項目について、事業者の情報開示

の標準化・義務づけの必要があるのではないか。更に、そのサービスの質を維持・向上させる仕組み

について、システムにどのように組み込むかが課題となると思います。 

 48 ページ、②は施設整備費ですので飛ばしまして、③といたしましては、すべての法人に一律に

社会福祉法人会計・学校法人会計による処理を求めるのではなくて、法人種別に応じた会計処理を基

本とした上で、幼保一体給付（仮称）の事業に関する資金の流れがわかる書類を作成していることを

求めることで、資金の流れの明確化の仕組みが必要ではないかということでございます。 

 あと細かいことが２つございます。切れ目のないサービスの保障ということで、49 ページ、新し

い制度ではサービスの多様化とともに量の確保が必要ということになりますので、例えば育休から保

育サービスへの円滑な利用のためには、早期に保育の必要性を認定する仕組みとか、育休明けにこど

も園（仮称）等の利用予約ができる仕組みなどについて検討することが必要ではないか。 

 それから、実際に切れ目のないサービス利用の実現については、多様な保育サービスを利用するこ

とを支援する観点から、サービスをコーディネートする役割を市町村が担う。それと同時に、ＮＰＯ

などを活用した利用支援の仕組みを検討することが必要ではないかということでございます。 

 最後でございます。「保育の保障上限量を超えた場合における取扱いについて」、これは今の仕組み

で言いますと、①の現行制度にありますように、開所時間が 11 時間を超えて実施する延長保育とい

うものがあるわけでございます。延長保育については、事業を実施している。これを個人給付の形で、

保育の保障上限量を超えた場合にどういう取扱いにするかということでございます。 

 新しい制度では、市町村が保育の必要量を認定するわけであります。例えばこれが定期的にこれだ

け必要だという量が決まっているのであれば、その必要量を認定するのでしょうけれども、突発的な

残業等による保育サービスを利用する場合が当然出てまいります。これは、今、延長保育という形で

対応している部分であります。これをこども園（仮称）等が実施する延長保育事業として実施するの

はどうかということでございます。 

 または、この必要量を超えた部分についても、例えば週単位または月単位といった区分で、必要時

間数を個別に認定する仕組みもあり得るわけでございます。この場合は、柔軟な労働時間への対応が

可能となる一方、認定の事務が非常に煩雑になるということを見て、どういうふうに考えるかという

ことでございます。 

 いずれにいたしましても、最後にございますように、一定の利用時間の限度を設けること、あるい

は認定の保障上限量を超えた場合には、例えば利用者負担の割合を高く設定するなどして、必要以上

に長時間子どもが施設で過ごすことのないような仕組みとすることが必要ではないかということで

ございます。 
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 説明が長くなって恐縮でございますが、以上でございます。 

○末松座長 皆さんから、どうぞ。 

 それでは、こちら側からまいります。 

 まずは、奥山さん、どうぞ。 

○奥山委員 ありがとうございます。子育てひろばの奥山です。意見書を５ページに書かせていただ

きました。多様な保育サービスについては、種類が多くて、どうしようという感じですけれども、こ

れだけ多様な子育てに関して、いろいろなメニューが出てくるということについては、本来求められ

てきていて、今まで実現できなかったことですので、評価していきたいと思っております。 

 私どもは、０、１、２歳の子どもと親を中心とした保護者の方が、日常的に集う場を運営していま

すが、今回のサービス保障の中でも、育休前に予約ができるとか、そういった制度が入ってくること

で、ゆっくり０歳から１歳半ぐらいまで育休が取れれば、その間に幾つかの地域で皆さんが使えるよ

うなサービスを活用しながら、ゆっくり子育てができる。そういったことを保障できるという観点か

ら、非常に大事なことだと思います。 

 一方で、これだけ、サービスが多様になってまいりますと、今、実は私ども『幼稚園・保育園ガイ

ド』というものを出しているんですが、そこで幼稚園と保育所の制度の差だとか違いというものを御

説明するだけでも、かなり大変なんですね。それにこれだけのものが入ってくるとなると、かなりき

め細やかな情報提供が必要になってくると考えます。 

 実は、これは市町村の方がやるということもあると思いますが、ここにはない民間のサービスも地

域にはございます。そういった意味では、その部分も含めて多様なサービスを説明していくという意

味で、こういった地域子育て支援を担っているＮＰＯ等がコーディネート機能を果たすということも

できるのではないかと感じているところです。 

 今日、御説明いただいた中には、３歳未満に特化したサービスと、それとは別の、例えば早朝・夜

間・休日とかが混在していると思いましたので、３歳未満の保育メニューと、それ以外の、いわゆる、

保育所、認定こども園に付帯しているような部分との整理が必要ではないかと感じました。 

 それと、小規模保育のいろいろな類型については、地域事情に応じて市町村が組み合わせしていく。

ただし、それは市町村だけではなくて、前から言っているように多様な事業者、多様なステークホル

ダーが参画していく中で、我が町にはこういった形で進めたいという創意工夫の部分の余地を是非残

していただきたいと感じております。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、浜田さん、お待たせしました。 

○浜田委員代理 知事の尾﨑に代わりまして意見を述べさせていただきます。各委員提出資料の７ペ

ージをごらんください。多様な保育サービスについては、それぞれの地域におきましてニーズが異な

っておりますので、地域主権の観点からも地方が裁量と創意工夫を持って担うことができる仕組みに

すべきであると考えております。その際には、サービスを利用する方々の意見を尊重すべきであると

考えております。 
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 また、財源面でございますが、そうした必要なサービスが、すべての地域で確実に提供できるよう、

必要な費用をきちんと保障する仕組みにすべきであると考えております。先ほどから出ております。

更に都道府県の役割でございますが、市町村間で保育サービスの供給体制などに大きな格差が生じな

いように、広域的な調整や市町村への必要な支援を可能とする仕組みにすべきであると考えておりま

す。 

 その他の論点の方でですが、資料２の 47ページで、先ほど使途範囲のルール化について、「多様な

主体の経営努力により、柔軟な経営を可能とする観点から、他会計への費用の繰入を認めることを検

討してはどうか。」とございます。まさにそのことによって、教育や保育の質の低下を招くことがな

いように、慎重に検討を行うべきだろうと考えております。 

 最後に、施設整備でございますが、「運営費に上乗せする仕組みとしてどうか。」とございますが、

これまでは補助制度によって対応を行ってきております実態からして、施設の整備が行えなくなるこ

とも見込まれますので、幼保一体化給付に上乗せすることとは別に財政措置を講ずるべきではないか

と考えております。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 倉田さん、どうぞ。 

○倉田委員 全国市長会でございます。本当に多様な保育サービス、切れ目のない保育サービスとい

うことをリストアップしていただいて、既に各基礎自治体がやっていることもあろうと思いますが、

本当に多様ですね。多様であるがゆえに、基礎自治体が事業者を指定する仕組みをつくる。そのとお

りだと思っております。 

 ただ、気になるのは、すべてのサービスを幼保一体給付（仮称）の対象に位置づけて、保育の必要

性の認定、公的保育契約、応諾義務の義務づけ、あるいは全国一律のサービス内容を決めて、現場が

適切に対応できるかどうかということですね。ですから、言わば全国一律の基準ではなくて、地域の

実情に応じた柔軟な運営ができるような地域の裁量を可能にしていただく。この辺を求めておきたい

と思っております。 

 先ほど御意見がありました、例えばＮＰＯ等がコーディネーターの役割を担うこともありではない

か。私はありだと思っております。そういった意味では、国の基本制度の中に子ども・子育て会議が

位置づけられていますが、それは地方も会議の名称は別としまして、そのような会議を設けることに

よって、少々自治体に対する不信感もあるようですから、事業者の方も参画していただいて、各基礎

自治体でこのような会議が構成されればいいのではないかと思っております。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 駒村さん、どうぞ。 

○駒村委員 早朝・夜間・休日、病児・病後児の保育については、この必要性は当然あるとは思いま

すけれども、本当に企業の事情と労働市場の需要によって、ひたすら保育サービスを殊さら際限なく

整備していって本当にいいのかどうか。これは全般にそういう問題意識が出ていると思います。特に
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50 ページには、これを防止するために利用者負担の割合を高くするということが書かれていますけ

れども、これは利用者負担だけでいいのだろうかということが少し疑問に思っておりまして、これは

次回、財源に触れることになると思いますけれども、事業主拠出について考え方が初期のところであ

る一定の記述がありますけれども、ひたすら労働市場や企業の需要によってのみ、この保育サービス

がどんどん夜まで伸びないように、やはり企業側にもきちんとワーク・ライフ・バランスを考慮でき

るようなインセンティブを、これは拠出金というものがいいのか、補助金がいいのかわかりませんけ

れども、一定のインセンティブを考えないと、利用者負担だけでこういうものを調整するのはどんな

ものかと思います。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 坂﨑さん、どうぞ。 

○坂﨑委員 坂﨑です。私の基本的な考え方を私の用紙の３番で書いております。わからない点を教

えてください。 

 例えば多機能型の小規模保育、20 人以下、現行の認可保育所の 20 人というのがあって、その 20

人を下回った場合は、こちら移行すると考えるのか。それとも、20人定員で 18人しかいなくなった

んだけれども、それはそれで保育所としてやっていいのかどうかも含めて、こちらに移行するという

ことが基本なのかどうか。それが１つです。 

 短時間利用者向けの保育ということに関して言うと、こども園（仮称）におけるところの短時間の

定員枠を設ける。これは一時預かりとの関係はどうなのか。 

 早朝・夜間・休日の早朝という部分は、現時点でどこを指しているのか。考えられていることがあ

りましたら教えてください。また、現行の延長保育がなくなるということでいいのかどうか。 

 広域保育に関しては、広域保育になった場合においては、普通に入るこども園（仮称）の子ども単

価と基本的に同一であると考えていいのか。 

 最後に、私は過疎地でございますので、過疎地にいて３歳未満児だけの保育所という考え方は、ほ

とんど存在しません。それも含めても、例えば今、20人がどうだ、30人がどうだという考え方です

ので、是非そこの決めを早めにしていただかないと、これができた段階で、過疎地で子どもが少ない

んだけれどもそういうことに対応しない可能性があるので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○末松座長 今のは多分共通していますから、いいですか。クイックアンサーできますか。ではお願

いします。 

○今里課長 幾つか御質問いただきましたけれども、まず、現行の 20人を、今でも 20人を下回って

しまいますと、これは認可保育所でなくなるわけでございますので、これを公的なお金が出るような

形にしていこうということでございます。ただ、それが今、最後の御質問と関連してきますけれども、

多機能型ということのみで受けるのか。それとも単独の 20 人以下の小規模のものを多機能でなく認

めるのかということが論点としてあろうかということでございます。 

 それから、短時間サービスと一時預かりとの関係でございますけれども、一時預かりは働いている

かどうかにかかわらず、すべての方が給付を受けるものでありまして、こちらの短時間の方はあくま
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で短時間の保育の必要量が認定される方を対象としたサービスということで、異なってくると考えま

す。 

○坂﨑委員 就労だということでいいんですか。 

○今里課長 そういうことでございます。基本は就労です。 

 それから、延長保育につきましては、最後のところで保障量の上限を超えた場合はどうするかとい

うところで触れましたけれども、やはり延長保育事業は残す形で考えているのが、この考え方でござ

いまして、ただ、それはあくまでも突発的に残業を行うような場合という形で、逆に夜間とか早朝の

場合もありますけれども、定期的にそういう時間帯を利用する場合の保育サービスをどう給付するか

というのが、早朝・夜間型と分けられるのではないかと考えております。 

 早朝が何時というのは、今のところ特段何時という考えは、これから検討していくことになると思

っております。 

○坂﨑委員 広域保育は。 

○今里課長 広域保育につきましては、考え方として、事業所内の共同設置の場合は指定基準をどう

するかという問題はありますけれども、こども園（仮称）並びで設置されるようなものということに

なりますと、あるいは広域を利用する場合ということになりますと、当然のことながらそれを受ける

サービス、それにかかるコストは変わらないわけでありますので、そういったことを基にして単価は

考えていくものだと思っております。 

○末松座長 よろしいですか。 

 それでは、関口さん、どうぞ。 

○関口委員代理 商工会議所の関口と申します。今日は、多様な保育サービスを幾つかの類型に分け

て案が示されているわけですが、そのサービス類型ごとに客観的な基準を設けて指定する仕組みを検

討となっておりまして、これは事業者側からすれば、それぞれ基準をクリアーして指定するところで

は、若干参入がしづらくなるところもあるのかなと。特にサービスの多様性、あるいは創意工夫性、

こういったことを阻害する要因にもなりかねません。また、利用者側についても利便性を損なうこと

にもなりかねないのではないかと思いますので、あまり過度な細分化はすべきではないと考えており

ます。 

 それから、資料 13 ページでございますけれども、家庭的保育や居宅訪問型保育の年齢制限でござ

いますが、これがちょっとよくわからないんですが、例えば１歳と４歳のお子さんを持っている場合

は、やはりお二人とも同じ保育サービスを受けたいというのが親のニーズではないかと思いますので、

ここで年齢の制限を一律に区分するのは、しない方がいいのではないかと思います。 

 32 ページですが、事業所内保育施設です。これにつきましては、ここに書かれているとおりでご

ざいまして、事業所内保育施設といっても、近隣企業、あるいは地域の子どもを受け入れて、保育サ

ービスを担い手となっているところも多いわけでございますので、是非事業所内保育施設につきまし

ても、従業員の子どもを含めて幼保一体給付（仮称）の対象とすべきと考えております。 

 40 ページにつきましては、病児・病後児保育ですけれども、これはそういった理由で受け入れて

ほしいというところでございますので、できるだけ日常的に保育を受けていない家庭でも、だれにで
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も利用できる仕組みにしてほしいところであります。 

 最後ですが、48 ページに改定基準の扱いのところで、資金の流れにつきましては、明確となる書

類の作成を義務づけではどうかという指摘がございますが、財務諸表等々ありまして、資金の流れが

明確となる書類というのは、これ以外に何が足りないのか、何が必要となるのか、できれば御説明い

ただきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○末松座長 最後の部分について、財務諸表以外。 

○今里課長 45 ページでございますけれども、これは現行なんですが、従前は社会福祉法人会計基

準ですべての作成を義務づけていたわけですけれども、これは先般改善を行いまして、学校法人会計

基準や企業会計基準を、これでやっていただいて、更に資金収支計算書など、または分析表などを足

していただきたいということをやっているわけでございます。これが現状でございます。 

 これはなぜかといいますと、その上の○の２行目にございますように、現在では保育所運営費の使

途制限がございます。人件費、運営費、事業費という形で、それぞれに使うということが原則で、そ

の緩和はあるわけですけれども、これがそれぞれどれに使われているのか確認する必要がございます

ので、このようなほかのものが必要になってくるということでございます。 

 ですから、ほかのものがどういうふうに必要になるのは、実は使途範囲のルール化をどのようにす

るかということに関わってくる問題だと考えます。 

○末松座長 よろしいですか。 

 宮島さん、どうぞ。 

○宮島委員 ありがとうございます。まずは今回、今まで国のお金の支援ですとか、そういう目配り

が必ずしも十分ではなかったさまざまなサービスに対して、ちゃんと支援していこうというところは、

非常にいいと思います。だからこそ、本当に多様なサービスに関しても、ここはちゃんと質がしっか

りしているということの判断基準を与えて、支援を拡大するということの方向と違う心配が出てこな

いようにしていただきたいと思います。 

 例えば、これは考え過ぎかもしれませんけれども、今お話があった、いわゆるベビーシッターです

けれども、３歳未満児に公的支援をするという点そのものは賛成なんですけれども、ベビーシッター

というのはかなりいろいろな年齢の子ども、小学校３年生くらいでも利用されている方がいます。今

回のシステムでシッター会社の方が３歳未満児の方にどんどんよっていって、今かなり自由にやって

いるベビーシッターが、むしろサービスが縮こまってしまうようなことがあったら困る。 

 あとは、この前も質問させていただきました、こども園（仮称）の指定と認可に関してですけれど

も、これも指定をするということは、今までちゃんと基準を満たしながら認可されなかったところに

支援していこうという視点であるという点で、非常にいいと思います。だから、逆に認可と指定のす

き間に特定の事業体ですとか、新たに参入する人たちを押し込めるような結果になってしまうのは、

本来の目的と違うと思うので、とにかく多様な参入や多様なサービスを後押しするような方向に、ど

のシステムも進んでほしいと強く思います。 

 そもそもなぜ私が多様な参入と多様なサービスと、利用者の立場から思うかといいますと、もちろ
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ん、私はこれからこども園（仮称）を経営するつもりはまったくないのですが、やはりどの事業体で

も、これは保育所に限らず、どの産業でも、どの会社でも、今までやってきた人たちというのは、私

の会社でもそうですけれども、新しい変化に対応する能力が少し遅れてしまうのではないかというと

ころがあるんです。それは一生懸命みんなやっていて、自分のやり方にプライドを持ったり、誇りを

持っていれば持っているほど、逆に新しく起こってきたことに関して、なかなか対応しにくいとする

と、常に新しい事業体や新しい考えの人たちを入れていくということは、どの分野においてもすごく

大事なことだと思うんです。 

 先ほども議論のあった延長保育とか病児保育に関しては、常に望むという利用者の立場と、それは

子どもにとってよくないという議論になります。長い延長は子どもにとってよくないと、本当にそう

思います。でも、そのすき間で一番悩んでいるのは、実は親ではないかと思います。実際、22 時ま

での延長保育をやっている保育所でも、私の知る限りでは毎日 22 時まで預けている人はあまり見な

いんですけれども、以前のように女性の就労がある程度固定の時間で終わることが確実だったり、代

替可能な就業というわけではなくて、普段ちゃんと帰れる人でも顧客とのトラブルがあったら、ここ

で席を立って帰ることはできないということを、どの就労する人も抱えている中では、やはりある程

度延長の受け皿があることは大事なんです。 

 ですけれども、ではそうした親が 22 時までの延長を毎日望んでいるかと聞かれると、それはまっ

たくノーで、そのセーフティネットをどう張るかというのは、実は保育制度で一番難しいところだと

思うんです。というのは、事業体の方から見ても、突然いつ必要になるかわからない人に対応できる

体制をつくるというのは、最も難しいところだと思うんです。ただ、これを単に子どもの福祉に悪い

から、病気だったら絶対に帰ってこいとか、どんなトラブルがあっても帰ってこいということではな

くて、何らかのアイデアで、そこの解決をしてほしいんですけれども、この解決の方法は、もしかし

たら本当にいろんなことを考える新しい考えを持った人たちなら解決方法を、財政的にみ合うような

形を考えられるのではないかという期待があります。やはり少しでもいろいろな考えの人たちが、こ

の保育や教育という分野に意欲を持った人たちが参入してくれるような環境を整えてほしいと思っ

ています。 

 もう一つは質問なんですけれども、急に現実的な話ですが、保育の必要性と必要量の認定ですけれ

ども、これは認定されないと利用ができないのか。例えば認定量が超えても、それは自己負担を払え

ば利用できるのかという点。 

 それから、認定の形がいま一つぴんとこないのは、日中の保育が必要だという認定は非常によくわ

かるんですけれども、ではベビーシッターがどのぐらい必要か、休日保育がどのぐらい必要か、まし

てや病児・病後児保育がどのぐらい必要かと言われたときに、少なくとも育休明けの労働者はそれを

自分でも判断できないし、ましてや市町村が必要量を判断するということがどういうふうになるのか

よくわからない。一つひとつディテールに対して認定するというのが、現実的にどういう形になるか、

もしかしたら、やはりそれはざっくり親の勤務時間と収入などで、大体このぐらいという総量を決め

るのが精いっぱいで、一個一個について認定するのは難しいのではないか。まさに自治体の方もおっ

しゃいましたけれども、そう思います。 
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 更にもっと言うと、必要性が認定されたと。だけれども、希望のサービスはどこにもないというよ

うなのは、今、現状としてはありますので、この保障とか必要量の認定をどう考えていくかというと

ころは、ちょっと丁寧な議論が必要かと思っています。もし今お答えいただけるところがあればお願

いします。 

○今里課長 まずは一般論として、認定量を超えた部分の利用は、例えば先ほどの延長のようなもの

が１つの代表的な例になるかと思いますけれども、利用者の負担を高めるかどうかと別といたしまし

て、そういった形での利用は当然出てくるかと思います。 

 ですから、当初認定されなかった部分がまったく利用できないかというと、そういう制度ではいけ

ないということだろうと考えます。 

 認定の仕組みは、御指摘のように非常に難しい側面がございまして、働き方に即したものでやろう

と思えばやろうとするほど、事務的に非常に煩雑になる。あるいは今、御指摘のあったように、現実

には不可能という場合も出てくるわけですから、そこは幾つかの、今までにも保育の必要量の認定と

いうことで、例えば短時間と長時間で大括りで認定するという一つの考え方がありますけれども、こ

れを休日がどうかということについても、１つのアイデアだと思いますけれども、そういう形でなる

べく現実に回るような仕組みで認定していく方向で考えるということかと思います。 

○宮島委員 ありがとうございました。 

○末松座長 よろしいですか。 

 両角さん、どうぞ。 

○両角委員 言いたかったことを大分宮島委員が言ってくださいましたので、かぶるところははしょ

ってお話しいたします。私も基本的には、多様なサービスということには賛成です。そして、早朝・

夜間・休日、病児・病後児保育についても、多くの人に臨時的、緊急避難的にスポット利用する必要

性はあると思っております。現に、今日、夜間保育がなければ、私はここに来られませんので・・・。 

 ただ、私は、働き方の見直しという観点から、雇用法制の整備に関しても、まだまだ取り組むべき

課題は残っていると思っております。特に小学校就学以降の、時間外・休日労働や深夜労働の規制、

あるいは子どもの看護休暇などは、保育サービスの拡充と同時並行的に充実させていかなければなら

い。ただ、雇用法制を整備しても対応できない部分は必ずあるので、それに応える保育サービスは必

要だと思います。 

 また、職業の性質上、子どもがいても早朝・夜間・休日などに働くことが必要な場合もあると思い

ます。そういう方たちについては、一般的な家庭で親が子どもと過ごす週末や夜などではなく、ほか

の時間帯でも構わないので、子どもと過ごす時間がきちんととれるようにすることも、労働法制の課

題だと思います。例えば時間外・休日労働をした場合に、現行法では割増賃金が基本ですけれども、

代休の付与をもっと積極的に使用者に義務づけていくとか、年次有給休暇の確実な取得を促す制度を

作るとか、そういう工夫をすべきではないかと思います。 

 もう一点は、保育者、保育士、保育を担う方たちの問題ですけれども、多くの保育士が妊娠・出産

を機に退職したり、あるいは男性の保育士がこの賃金では家族を養えないので、結婚を機に退職した

りという例が聞かれます。多様な保育サービスを担うためには、もっと抜本的な待遇改善が必要であ
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って、保育士の方は社会全体の両立支援を第一線で担うわけですから、両立支援については何か特別

な措置というか、特別な配慮をしてもいいのではないか、そのくらい重要な職業になっているのでは

ないかと個人的には思っております。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 山縣さん、どうぞ。 

○山縣委員 多様な保育の前段で残した分の意見を言ってよろしいでしょうか。では、３点お願いし

ます。 

 １つは、どのワーキングチームでも共通して使われてきた言葉が、「事業者に対するインセンティ

ブ」という言葉だったんですけれども、そのことは当然否定するつもりはありません。今の宮島委員、

あるいは両角委員の言われた視点というのは、利用者の不安解消ではないかと思っていまして、その

部分がやや少な過ぎるのではないかと思っています。インセンティブという言葉はなじまないかもし

れませんけれども、不安解消とか理解を深めていく手立てがやや、私自身も不足していたと思ってい

ます。 

 利用者の不安は、もう重なりますので詳しくは言いませんけれども、質の話ですね。これは恐らく

こども指針（仮称）がその対応策だろうとは思っていますが、もう一点、今、制度的な関係で言うと、

保育士、幼稚園教諭の制度的な対応の在り方が違っていた。例えば研修時間の確保とか、そういう部

分のずれがある。そういうことを利用者は気にしておられます。そういうところも少し議論したらど

うかと思っています。 

 質の次に、保護者の方々が不安を持っておられるのは量で、これはこども園（仮称）に入れなくな

るのではないか、あるいは待機のままでほったらかしにされるのではないか、そういう話が中心にな

ります。加えて、今日の今里課長と坂﨑委員のところの議論で、これも一部の利用者が言っている話

なんですけれども、小規模が６～19で、こども園（仮称）が 20からと本当に理解していいんですか

という質問を何度か受けています。認定こども園が 60なのに、こども園（仮称）は 20定員までこど

も園（仮称）の幼保一体給付（仮称）の対象になるのか。そうすると、小規模幼稚園辺りは対象にな

るということで、非常にありがたい話だと思いますし、そこら辺りが私自身も十分理解できていない

ということです。 

 ２点目ですけれども、保育の必要性の認定が今ありましたが、私は 14 ページに書かれている提案

に、基本的には賛同するものです。ただ、追加をしますと、その認定方法はやはり従来どおり、保護

者や家庭の状況を中心にした認定であって、子ども視点の部分がやや弱いのではないかというのが、

あえて再度強調したいところです。 

 前回は、子ども仲間が減少しているような子ども過疎地の話をしましたけれども、障害の疑いのあ

る場合とか、より積極的な発達保障が必要のあるお子さんとか、子育ての不安が高く保護者が十分に

保育できないような場合などもしっかりと認定の枠の中に、例外的な認定ではなくてしっかりとした

認定の枠の中に入れる必要があるのではないかというのが、２点目の意見です。 

 ３点目は、多様な保育サービスについてです。先ほど今里課長の話の中に、延長保育は突発的な事
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態に対応と言われましたけれども、若干言葉じりをとらえて申し訳ないんですが、私は、延長保育は

突発的な現状に対応するものではなくて、予想される事態、予測される事態への対応だと考えており

ます。 

 その上で、更に突発的な事態が発生するんだと思います。今日、急遽この時間帯に会議が開かれる

というのは、まさに突発的な事態でありまして、これを延長保育の枠でとらえるのか、一時保育の幼

保一体給付（仮称）という枠でとらえるのか、そこは丁寧に議論していなかった。いずれにしても、

そういう状況が発生すると思います。月単位の認定ではなくて日単位、しかも緊急に対応できるよう

な制度設計が可能なのかどうか、私も正確には分析し切れてないんですけれども、そういうことがあ

るということは事実だと思いますので、その点が１点です。 

 最後になりますけれども、多様なサービスに関する２点目で、今日の説明の中に夜間保育というの

が多様な保育に位置づけられております。現在の保育所制度で言うと、夜間保育所というのは多様な

保育ではなくて公式の保育で、長時間、夜 10 時までの延長制度は多様な保育という２つの制度にな

っていると思います。同じ 10 時までの時間帯でも、保育でやるものと多様な保育でやるものと２種

類があって、夜間保育としてはコア時間帯の設定を工夫すれば、夜間型のこども園（仮称）というの

が、課長の言葉の中にもありましたように、積極的に考えられていいのではないかと考えています。

夜間保育の場合は、むしろ午前中に延長保育が入ってくる。それを早朝保育と呼ぶかどうかは別とし

ては、基本的には延長保育でいいと思っていますけれども、延長保育を午前中に設定するような形で、

コア時間帯を後ろにずらした夜間保育というこども園（仮称）制度があってもいいんではないか。こ

れも意見でして、是非検討いただきたい点でございます。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。渡邊さん、どうぞ。 

○渡邊委員 今ほど、多様な保育サービスについて、いろいろな類型に関する御説明があったわけで

ありますが、基本的に現行制度から見れば、相当拡充された考え方でありますので、おおむね評価に

値するのではないかと考えております。 

 ただ反面、市長会の倉田委員からもお話がありましたけれども、市町村の役割が、コーディネータ

ーということも含めて重要性を増してきますので、その責任を感じざるを得ないのかなと考えており

ます。 

 そんなことを踏まえながら、２、３点意見を申し上げたいと思います。サービス類型が多様にあり、

それに客観的な基準を設けて指定する仕組みになっておりますが、先ほど申し上げたように、現場の

市町村がそれを管理すると言いますか、交通整理すると言ったらいいんでしょうか、そういうことに

なりますと、非常に混乱する危険性があります。できる限りわかりやすいシンプルな形にしてほしい

ということを要望しておきたいと思います。 

 それから、サービスをコーディネートする役割については、市町村が担う仕組みにするという考え

方が示されておりますけれども、このことについては住民生活に密接に関わる私ども市町村が実施し

ていくという役割については最も重要ではないかと評価します。 

 しかし、コーディネートに要する人員の配置や専門知識等を獲得するための研修と体制整備にはそ
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れなりのコストがかかります。十分な財政措置を図っていただく必要があるんではないかと考えます。 

 それから、17 ページにへき地など人口減少地域における現行の認可保育所の関連で、公的支援の

対象外ということが出ていましたけれども、これは対象とされているへき地保育所については、新た

な制度では具体的にどこに位置づけていこうとしているのか、その辺が見えませんので示していただ

ければありがたいと思います。 

 またこれまでへき地保育所を抱える地域においては、これは町村サイドが多いわけですけれども、

財政状況が厳しい中でも集団の中で子どもの成長を保障するために報酬の面を担ってきている現実

があります。少なくとも新制度においては、現状のへき地保育所におけるサービス水準を維持する、

または確保するため、後退することのないような制度設計を考えていただければありがたいです。こ

れは要望でもありますが、そのことを申し上げて終わりたいと思います。 

○末松座長 どうですか。 

○今里課長 現状では、御指摘のように認可保育所とそれ以外が 20 人という人数で分けられている

わけでございます。今の御指摘は、更に 10 人のところまでへき地保育所という仕組みが認可外保育

施設の中でも、特に一定程度の公費が投入されるという仕組みがあるということを踏まえての御指摘

かと思います。 

 ただ、へき地保育所の今の給付と言うべきか、単価に当たる運営費補助の水準というものは、認可

保育所に比べるとかなり低いものになっているのが現状でございますので、そこのところを改善して、

小規模、例えば 10人とか 20人を下回るところについても、そこで子どもがしっかりと育つための必

要な給付水準を維持していく。基本的にこういう考えで設計するということでございます。 

○末松座長 それでは、田中さん、どうぞ。 

○田中（啓）委員 皆さんの御意見を伺いながら考えていたんですけれども、この多様な保育サービ

スの類型は、現在かなり細かいものが入っておりまして、私もなかなかイメージしづらいものが多い

わけですけれども、このような類型を想定して出していただくということは、恐らく基準を標準化し

て、そういう分野に事業者の参入を促すという意味では、非常に意味があると思うんですが、やはり

一方でいろんな方がおっしゃっていたように、類型にはまらないサービスなり事業者を若干排除する

なり、障壁を設けるということになるのかなと。 

 それから、やはりこれもどなたかおっしゃっておりましたが、利用者にとって分かりにくさ、ある

いは市町村にとっての運用のしづらさといったような、若干問題があるような気がいたします。です

から、その辺りをどうしていくかということなんですけれども、現在ある幾つかの類型を少し絞り込

んで、これは全国的に見て標準的なものであろうというものについては、標準化をして、一定の基準

を設けて認定していく。それ以外につきましては、まさに地域性が反映されるようないろいろなサー

ビスがあるわけなので、その他の項目を設けまして、そこについては区分も含めて各自治体が独自に

設定するようにしてはどうかという気がいたしました。 

 恐らくこの給付につきましても、包括交付金で賄うわけだと思うんですけれども、交付金を算定す

る時点で、この細かい区分ごとに需要量を予測して算定することにはならないと思うんです。もう少

し大まかに児童数であるとか、そういう社会的な指標で決めていくと思いますので、この多様な部分
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につきましては、ある程度ざっくり算定するような方針でも、何とかいけるのではないかという気が

いたしました。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、さまざまな御意見、ありがとうございました。最後に、事務局から待機児童ゼロ特命チ

ームというのが最近発表されまして、その報告をさせていただきます。２、３分でよろしくお願いし

ます。 

○村木政策統括官 それでは、お手元の資料４をごらんいただきたいと思います。待機児童ゼロ特命

チームということで、10 月に総理から岡崎特命大臣あてに御指示がありまして、今日の会議の出席

メンバーで申し上げますと、末松副大臣、小宮山副大臣、林政務官などに入っていただいて、特命チ

ームで待機児童をゼロにするための取組を検討いたしました。11月 29日に基本的な考え方が整理さ

れて、総理に報告がされたところでございます。 

 簡単に内容を申し上げます。資料の１ページをごらんいただきたいと思います。これまで、待機児

童を解消できなかったのは、さまざまな理由がございますが、今回、待機児童が大変多くて、かつ、

真剣に取り組んでいる自治体を６つほど選びまして、とにかく何が壁になっているかということを徹

底的にヒアリングして、そこから方法をすくい取っていこうという発想で検討をいたしました。 

 そこで出てきた隘路として、やはり国がつくるときはどうしても全国一律でやりたいという思いが

強い。なかなか地方のニーズにマッチした形でできないということ。 

 特に都市部で待機児童が多いんですが、都市部は豊かだからあまり補助金は上げられないという発

想がどうしても私どもにも、財政当局にもある。 

 保育所というのは、社会福祉法人が多く担ってきてくださったこともありまして、土地や建物はし

っかり法人の方で用意してねという発想がどうしても強い。 

 認可外は、イコール質が悪いところだということで、ここは制度の中に入れないという発想でやっ

てきたということが、さまざまございました。 

 今回、全国一律でいきなりこういうことを全部取っ払ってやるわけにはいきませんが、待機児童が

多くて熱心にこの問題に取り組んでくださる自治体と一定程度選んで、モデル的にそこで実施しても

らって、今までできなかった手法を取り入れてみようという考え方でやっております。 

 どういう手法かということで、２ページに主なものだけ簡単に例を挙げてございますが、例えば今

まで保育所整備の補助率のかさ上げというのは、地方交付税の交付団体はもう無理だからあきらめて

ねと申し上げておりましたが、一定程度の、特別に豊かな自治体を除いてはかさ上げをやってみよう

ではないかということ。 

 それから、建物を借りるものはお金を出しておりましたが、土地には一切お金が出ておりませんで

した。土地を借りて建物は建てるというのも応援できないかということ。 

 それから、いわゆる保育ママですが、自分の御家庭で一人の保育ママがお子さんを見るというのを

ベースに考えておりましたが、今日多様な保育がいろいろ出ましたが、何人かの保育ママが共同でと

いうパターンを少し正面から検討できないか。 
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 認可外でも認可の場合の最低基準を満たすものは応援ができないかというようなことをやってお

ります。 

 「『先取り』プロジェクト」と表題に書いてございますが、先取りには２つの意味が込められてお

りまして、待機児童が 100 人いるから 100 人分つくるということではなくて、実際のニーズは潜在

的ニーズも含めてどれぐらいあるかということを考えて、自治体で待機児童対策のプランを立ててい

ただく、そして今までやれなかった政策手段も含めて実施していただく。これが１つの先取り意味で

ございます。 

 もう一つは、この新システムでやろうとしているもののうちの幾つかのものを先取り的にモデル自

治体で実験できないかということでございます。今日の議論に出ていた保育ママを少し、幾つかのユ

ニットを合わせてやるとか。後でごらんいただきたいんですが、５ページに細かい制度が書いてござ

いますが、認定こども園の定員の引き下げも少し先取りでできないか、あるいは事業所内保育施設へ

の運営費の補助も先取りでできないかということで、幾つかの制度を実験的にやってみようと思って

おります。 

 こういう実験をやった上で、よいものがあれば新システムの中にしっかり組み込むことができれば

と思っております。 

 ３ページを見ていただきまして、これは予算がまだ決まっておりませんが、要望額として来年度

200億、再来年度の話をすると鬼が笑うんでしょうが 500億、そして 25年度以降はよいものを新シ

ステムの中に吸収していくという考え方でございます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○末松座長 どうもありがとうございます。今日も長時間、本当にありがとうございます。私も座長

として一言申し上げたいんですけれども、今日具体的な制度設計、そして多様な保育サービスを含め

て御説明をさせていただきました。そして御議論もいただきました。そのときに、やはりサービスが

これだけあればお金は大丈夫かというお話も賜りまして、そこは重々認識しているところでございま

して、大体今月の半ばぐらいにどれぐらいコストがかかるのかということを、可能な範囲でお示しさ

せていただきたいと思います。 

 その後ぐらいに、先ほどクオリティーという話が両角さん始めいろいろありましたが、クオリティ

ーを上げていく、つまりいろいろな待遇改善とか、そういったものがどのくらいできるのかというこ

とについても、今後題材とさせていただきますので、今後もどうかそこは是非お付き合いを賜りたい。

みんな一体感の中で頑張ってまいりましょう。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。 
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