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子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 
こども指針（仮称）ワーキングチーム 第６回会合 

 議事次第 
 

 

               日 時：平成 23 年６月 13 日（月） ９:30～11:48 

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

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）子ども・子育てに関する指針について 

（２）本ワーキングチームにおけるこれまでの議論の整理 

 

３．閉 会 
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○無藤座長 それでは皆様、よろしいでしょうか。まだ、お一方お見えになってお

りませんけれども、定刻かと思いますので、子ども・子育て新システム検討会議作

業グループこども指針（仮称）ワーキングチーム第６回の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、ありがとうございました。  

まず、本日の委員の御出欠ですけれども、事務局から御報告をお願いいたします。  

○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。  

栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会顧問の池節子様、独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所理事長の小田豊様、大阪市立大学教授の山縣文治様、全国認

定こども園協会代表理事の若盛正城様につきましては、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、全国認定こども園協会より同会副代

表理事の王寺直子様に御出席をいただいております。  

 なお、竹下委員がちょっと遅れていらっしゃるようでございます。  

 以上でございます。  

○無藤座長 ありがとうございます。  

 それでは早速議事に入りますが、まず初めに、事務局から資料の確認をお願いい

たします。  

○藤原参事官 資料の御確認をお願いいたします。お手元の配付資料でございます

が、資料１－１「子ども・子育てに関する指針について（案）」でございます。資料

１－２、その参考資料でございます。資料の２－１「こども指針（仮称）ワーキン

グチームにおけるこれまでの議論の整理（案）」、資料２－２といたしまして、「子ど

も・子育てに関する理念」に関係する参考資料、資料２－３といたしまして「施設

における指導・援助の基準」関係の参考資料。その下でございますけれども、資料

の３といたしまして、委員から事前に御提出をいただいた意見の資料でございます。 

なお、参考資料といたしまして参考の１でございますが、第５回、前回のこども

指針（仮称）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配

付させていただいております。  

 以上でございます。資料の漏れ等、ございませんでしょうか。  

よろしゅうございますか。ありがとうございます。  

○無藤座長 ありがとうございます。  

 それでは、本日は第６回目の会合ということでございますけれども、議事が２つ

ございます。１番目が「子ども・子育てに関する指針について」というものです。

２番目が「本ワーキングチームにおけるこれまでの議論の整理」ということでござ

います。  

 御議論をちょうだいしたいと思いますけれども、その２つ、非常に関連が深いの

で、基本的には２つをまとめながら議論させていただきたいと思います。  
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 それでは、議論に先立ちまして資料がございますので、事務局から御説明をお願

いいたします。  

○濵谷課長 それでは、まずお手元の資料１－１、「子ども・子育てに関する指針に

ついて（案）」でございます。  

 １枚おめくりいただきます。これまで、新システム、それから新たな総合施設（仮

称）の創設など、給付の一体化、あるいはその施設の一体化を図るべきということ

で、制度論については議論が一定の方向性が出たものと思います。そういったこと

に基づきまして、今回のこども指針（仮称）について、位置づけなどの整理をどの

ようにしたらいいかということの案でございます。  

 まず、「子ども・子育てに関する指針について」と１ページにございますけれども、

この指針については、これまでの議論の中でも大きく内容が２つあろうかと思いま

す。１つは、子ども・子育てに関する大きな理念でございます。それからもう一つ

は、幼稚園、保育所、あるいは総合施設（仮称）というようなもの、それから加え

て多様な保育事業も今回新システムにおいて創設されますけれども、そういった各

施設や事業を具体的に行う場合に、施設の設置者や事業者、あるいは現場における

幼稚園教諭、保育士などが具体的に指導・援助する場合の具体的な基準でございま

す。そういった２つがあろうかと思いますけれども、そういった理念と各施設等に

おける指導・援助の基準を具体化する必要があるということでございます。  

 まず第１点、子ども・子育てに関する大きな理念につきましては、これは、こう

いった新システムの事業者や各施設だけではなく、家庭、地域を含めましたすべて

の子ども・子育て関係者、家庭を対象にするものであります。こういったことから、

今回の新システムで言いますと、国におきまして、子ども・子育て新システムに関

し基本指針を策定するということが基本制度ワーキングチームなどで議論されてお

りますけれども、こういった基本指針の中に位置づけてはどうかということでござ

います。  

 下に図がございますけれども、「基本指針」（仮称）とございますが、家庭・地域

を含めたすべての子ども関係者を対象にするということ。その中では、子どもに関

する理念、子育てに関する理念を書き込んでいってはどうかということでございま

す。  

例えば子どもに関しましては、どんな子どもに育ってほしいのか、それから子ど

もを大切にする社会の在り方、子どもの権利の保障、乳幼児期の重要性などでござ

いますし、子育てに関する理念といたしましては、乳幼児期の教育の意義及び役割、

かつ家庭の意義及び役割、集団での学び・育ちの支援の意義及び役割、施設におけ

る教育・保育での意義及び役割、それから子育てを通じた親育ち支援の重要性など

でございます。  

 上の囲みの３つ目の○でございますけれども、具体的な各施設等における指導・
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援助の基準につきましては、これは一般的な理念と異なりまして、法的な拘束力を

持つものとして位置づける必要がございます。その基準に従わない場合には、給付

が差し止めになる、あるいは施設における事業に対するいろいろな公的な関与が必

要になるということでございます。  

 したがいまして、今回の新システムでいいますと、給付における基準としてのこ

ども園等の指定基準、それから幼稚園、保育所、総合施設（仮称）など、各施設法

に位置づけられる施設については、各施設法に基づく基準もございますので、そう

いった施設法に基づく指導・援助の基準として位置づけてはどうかということでご

ざいます。  

 この新システムとして全体をくくる中では、新システムに関する基本指針（仮称）

があり、それを踏まえた上でのこども園（仮称）等の指定基準があるわけでござい

ますけれども、こういったこども園（仮称）の中には、これまでの整理で、幼稚園、

保育所、総合施設（仮称）、あるいはこういった認可を取ったもの以外の客観的基準

を満たしたその他の施設、すべて含まれるわけですけれども、そういった中で具現

化されるということでございます。  

 また、基本的にこれまでの法的な拘束力を持つ基準は施設でございましたけれど

も、今回、多様な保育事業、小規模保育事業者、 19 人以下の施設、家庭的保育、居

宅訪問型保育事業者などの事業も新システムの中では類型化されますので、こうい

ったものについても、指定基準の中で一定の規範的なものを持たせる必要があると

いうことでございます。これがまず全体像でございます。  

 その中で、各施設の基準といたしましては、今回、学校教育と保育、それから家

庭における養育支援を総合的に提供する施設、総合施設（仮称）を、総合施設法（仮

称）に基づいて新たに創設するということでございますので、各施設法といたしま

しては、総合施設法（仮称）に基づく一定の規範も必要となります。これを、「総合

施設保育要領（仮称）」とございますけれども、こういうものを策定してはどうかと

いうことでございます。その中身が２ページでございます。  

 まず総合施設（仮称）につきましては、資料１－２の２ページにございます。こ

れは、これまでのワーキングチームでの御議論に基づきまして、学校教育、保育、

及び家庭における養育支援を一体的に提供する総合施設（仮称）を創設するという

こと。それが学校教育法 1 条の学校、児童福祉法上の児童福祉施設として位置づけ

られ、それぞれの基準を満たすものとしてつくっていこうということでございます

けれども、そういったことでございます。  

 ２ページの一番上の○でございますが、まず総合施設（仮称）は、小学校就学前

の子どもを対象とする学校教育、いわば幼児期の学校教育と乳幼児を対象とする児

童福祉法上の保育を提供することを目的とする施設でございます。したがいまして、

法制度上の定義・用語につきましては、学校教育と保育を提供する施設として位置
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づける必要がございます。  

 他方、現場における具体的な指導方法、援助の方法でございますけれども、学校

教育法における幼稚園につきましても、具体的な指導方法につきましては、学校教

育法第 22 条におきまして「幼児を保育」することとされております。このように「保

育」という用語を使用しております。これは、幼稚園における具体的な指導方法に

つきましては、幼児の発達の段階にかんがみ、まだ幼いということで教育を行うに

当たっては一定の養護が必要であることが理由でございます。これは、「小学校以上

に養護が必要ない」ということではなくて、幼児段階では特に養護が前提となる、

必要となる比重が高いということでございます。  

 このように、施設における子どもに対する具体的な指導・援助の方法につきまし

ては、幼稚園、保育所のいずれも「保育」という用語を使用していることを踏まえ

まして、総合施設（仮称）における具体的な指導・援助の基準につきましては、そ

の名称を「総合施設保育要領（仮称）」とした上で、「保育」という用語を使用して

はどうかという案でございます。  

 そのイメージ図が２ページの下でございます。これまでも出してきた資料でござ

います。発達や学びの連続性を踏まえて教育・養護の位置づけでございます。ちな

みに、０～２歳の「家庭教育又は家庭に代わる施設での教育」と書いてありますけ

れども、これは家庭に代わる施設での教育、保育所の教育でございますけれども、

※１でございますが、保育所で行われる教育につきましては、保育を必要とする子

どもに対し、子どもの生活全体を保障する中で提供される、位置づけとしては家庭

に代わる教育でありますけれども、入所している子どもとの間に愛着関係、信頼関

係を構築することが求められることなど、家庭には求められない専門性を持った教

育ということが前提でございます。  

 また、ここで言います「教育」には、学校教育としての教育のみならず、家庭教

育または家庭に代わる施設での教育も含まれる、広い概念として使っているという

ことでございます。  

 資料１－１、１－２の説明は以上でございます。  

 続きまして資料の２－１でございます。「こども指針（仮称）ワーキングチームに

おけるこれまでの議論の整理」でございます。  

１枚めくっていただきまして、これまでの５回のワーキングチームにおける議論

を皆様の御意見を主たる意見として集約をしたものでございます。  

まず、全体として子ども・子育てに関する理念の部分と、施設における指導・援

助の基準と大きく２つあろうかと思います。  

まず理念の部分については、全般的には、子ども・子育ての理念につきましては、

文化的価値と哲学を示すミッションステートメント、乳幼児期からの教育や良質経

験の重要性、子どもの最善の利益と民主的市民としての子どもの理念、家庭との連
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携、保護者の責務、国や地方公共団体の責務について記述すべきといった意見。  

子ども・子育ての理念は子ども視点の書き方、あるいは実践者視点の書き方、親

視点の書き方、地域視点の書き方が考えられるということでございます。今回の整

理で言いますと、実践者としての書き方に相当するものが各施設における指導・援

助の基準ということでありますし、それ以外の全般的な理念が理念的なものではな

いかということ。  

３つ目でございますけれども、子ども・子育ての理念そのものについては、家庭

や地域のすべての子ども・家庭を対象にするものでございますけれども、家庭教育

を縛るものとならないよう、法的拘束性は持たせないようにすべきといった意見が

ございました。  

子どもに関しましては、子どもは「育てられる」という側面と「育つ」という側

面の両面がございます。「チルドレン・ファースト」という言葉は主体の要素が強い

けれども、子どもをどうとらえるのか、子ども論を検討することが必要といった意

見。これからの乳幼児期の子どもにどうあってほしいのかを述べることが必要とい

った意見。乳幼児期の教育の基本的理念は一人ひとりの子どもは違っていて、それ

でよいということでございまして、一人ひとりのよさや可能性を十分に生かすこと

が重要だといった意見などがございました。  

家庭につきましては、家庭教育の大切さを述べることが必要ということ。家庭の

在り方について何らかの形を示さない限り、好き勝手にすることが個人の権利だと

いうことに対する歯どめにはならないのではないかという意見がある一方で、家庭

にどこまで介入するか、干渉するかは非常に難しい問題であり、あまり家庭への干

渉と取られないようにすることが重要であるといった意見がございました。  

それから、家庭や子育てに優しい社会をつくっていく視点が必要といった意見や、

「子育てはつらい、大変だ」というのではなく、「子育ては楽しい、子どもを育てる

ことによって親も育つ」という、子どもを育てる喜びを意識できるようにすること

が必要だといった意見。保護者に子育ての責任があることと、保護者が自分で子育

てをすることはイコールではないというとらえ方をするべきといった意見と、親の

子育ての第一義的責任を確認した上で、さまざまな立場にある子どもたちの健やか

な育ちを支えていく視点を社会のしくみとして考えるべきといった意見がございま

した。  

それから、地域等につきましては、子どもが育つ場として地域でのネットワーク

づくり、コミュニティづくり。子育ては地域の中での親同士、地域の人たちとのつ

ながりができること。地域の中への参加意識が重要であるといったこと。地域の子

育て支援についてわかりやすく示してほしい、幼児期の教育の特質を書き込むこと

により、子育て関係者間で共通認識を持てるようにすることが必要であるというよ

うな意見がございました。  
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それから１枚めくっていただきまして３ページでございます。  

施設における指導・援助の基準でございます。  

まず、全般といたしまして、基準としては０歳から主として就学前の乳幼児を対

象とすべきといった意見。その際、０歳から 18 歳までを見通すことも必要であると

いった意見がございました。  

それから、基準の構成や内容については、これまではぐくまれてきました幼稚園

教育要領、保育所保育指針の考え方を生かすことが必要であるといった意見や、こ

ういった２つについては、これまで大綱化してきておりますので、それを生かして

大綱化の方向で検討すべきといった意見がございました。  

また、質保障の観点から、施設の基準については法的拘束力を持つ内容・方法を

規定すべきといったこと。それから質をどう評価するか検討が必要。乳児を含めて

良質経験が必要といっても、何が良質経験なのか議論がないままだと、結局預かっ

ているだけということになってしまうということ。保護者にもわかりやすく理解で

きるように記述すべきといったような意見。発達障害、インクルージョン、食育の

重要性などについても御意見がございました。  

それから、名称につきましては、施設で提供する内容を示すものについては、「養

護・教育要領」といった名称、全体としては「子ども・子育て指針」ではないのか

ということ。それから「要領」と「指針」という２つの表現があるけれども、そこ

で新しい形での「保育要領」という名前なども含めて考えてはどうかということ。

こういった御意見がございました。  

４ページでございますけれども、子どもにどのような良質な生活を保障するのか

という観点から考えるべきということ。家庭や地域での生活の連続性を踏まえて、

全体の中で施設で過ごす時間を考えることが必要であるということ。それから、一

人ひとりの子どもの活動を集団として保障するときに、一定の時間、子どもたち全

員が集団として参加しなければならない時間、いわば今まで「コアタイム」と言っ

ておりますけれども、これは確実にあるのではないかといった御意見。  

子どもの経験としてどういう活動の時間を保障することが必要なのか。子どもの

発達に応じた子どもの質を保障するという観点から時間や日数を考えることが必要

ではないか。子ども視点からの時間や日数という御意見。具体的な時間については

４時間あるいはプラスアルファ。それから、親の働き方を考えることが必要。親が

子育てに参加することができるようにすることを考えることが必要ではないかとい

うような御意見もございました。  

５ページは、子どもの発達の特性でございます。子どもの発達は諸領域、つまり

５領域がお互いに関わりあって育っていく。実際の子どもの姿と重ねながら、発達

の諸領域がいかに関連性を有しているかを押さえた上で、総合的にでございますけ

れども、子どもの発達や発達過程を考えることが必要。いわば５領域は教科ではご
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ざいませんので、全体を見ながらの、いわば窓だということでございます。  

幼児期の子どもの発達は、連続的に上がっていくということではなくて、行った

り来たりしながら、しかも個々人によって差がありながら育つということを理解す

ることが必要ではないか。子どものさまざまな側面が相互に一人の人格としてどう

関わっていくのか押さえることが必要。０歳の育ちがあって３歳がある。０歳は何

もわからないのではなく、十分わかっている。０、１、２歳という中で学んでいく

ことを理解することが必要であるということ。子どもの発達をわかりやすく示すと、

親は「「できる、できない」をチェックしなければいけないのか」と思いがちなので、

そうではないということを理解してもらうことが必要ではないかということが御意

見としてございました。あと、解説書の必要性など、大綱化と解説書の関連に関し

ても御意見がございました。  

それから６ページ、教育のねらい、内容でございますけれども、先ほどと関連し

ますが、領域で発達するのではなく、さまざまなことが関わりあって総合的に発達

していくことをまず前提として書くべき。内容については、幼稚園教育要領に指導

する事項が書かれていて、保育所保育指針にはそういったことが書かれていないの

で、整合性を図る必要があるのではないか。養護と教育は表裏一体だが、保育所保

育指針では、養護に関わるねらい、内容、教育に関わるねらい、内容を分けて示す

ことにより、養護はどのようなものか、教育は何を指すかが明確になっているので

はないかということなどの御意見がございました。  

それから、養護のねらい、内容については、「生命の保持」「情緒の安定」は、す

べての年齢に関わる大事なことであり、３歳未満児だけに限定されるものではない

ことを明確にすべきといった意見。長時間同じ場で保育を受けるとなったときには、

養護について基準で丁寧に示すことが重要ではないかといったこと。保育者の一人

ひとりが丁寧に子どもに対応していくことが本質であることを明示することが必要。

そうではないと、教育は「何かさせるもの」、養護は「世話をするもの」といったと

らえ方をされてしまうリスクがあるのではないかといった御意見がございました。  

下から２つ目でございますけれども、幼児期は保護者との関係が子どもの情緒に

大変関係してくるので、その点を明記すべきといった御意見。策定に当たっては専

門家の知見を生かした内容にしてほしいといった御意見がございました。  

それから、家庭・地域との連携、子育て支援でございますけれども、子育て支援

がなぜ必要かという背景を明示することが重要。こうした背景の下に、新しい施設

が果たす役割を明確に位置づけることが必要ではないかといったこと。子育て支援

については、基礎自治体である市町村の役割を明示することが重要といったこと。

要保護児童への対応についての明記の必要性。子育て支援を「サービス」としてと

らえるのではなく、親が親として成長していく、子育てする喜びを味わえるという

意味でとらえることが重要ではないかということ。  
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子育て支援は、きめ細かな地域の拠点ということになることにより、施設が虐待

等の予防にも大切な役割を果たす、いわばアンテナとしての役割を果たすことにな

るのではないか。親のエンパワーメントにつながるのではないかということ。  

就労している親と就労していない親が一緒に何かすることは本当に難しいけれど

も、親同士が親しくなって、一緒に子どもを育てようという意識を持てるようにす

ることが必要ではないか。子どもを一緒に育てていこうというネットワークをどう

つくっていくかが課題ではないかといった御意見がございました。  

また、下から２つ目の○ですが、地域との関わりの重要性はわかるけれども、現

実には働く親は非常に忙しいということ。ワーク・ライフ・バランスを踏まえて考

えることが必要ではないかという御意見がございました。  

親同士のコミュニケーションの必要性、重要性についても御指摘がございました。 

最後でございますが、小学校との連携・接続では、乳児から学びがあり、０歳か

ら幼児期まで、更には小学校から 18 歳までという形の中で、すべてが学びという前

提で解釈していくことが大切。学びの芽生えから、自覚的な学びという子どもの発

達のプロセスと施設の基準との整合性を持たせていかなければならないということ。 

小学校教育の前倒しではなく、子どもの発達に応じた学びとして接続が必要なこ

とを保護者にもわかるようにすべき。前倒しではないということをわかるようにす

べきという趣旨でございます。  

子どもの発達について小学校の教員と理解を共有できるようにすることが重要と

いうことでございます。  

小学校との連携・接続は古くて新しい課題であり、これまでの経緯、経験、積み

重ねも踏まえて検討していくことが重要であるということ。子どもの自立を急ぐ方

向で解釈されないよう、子どもが現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す

力の基礎を培う、今が大事だといった哲学を記述すべきということ。養護の側面を

接続期においても重視してほしいといった御意見。小学校に入って働き始める親が

増えると言われているので、親の自立ということも入れてほしいといったこと。子

どもたちが小学校に安心してつながり、教育を受けられるようなシステム化、ネッ

トワーク化が必要といった御意見がございました。  

主だったもののみでございますけれども、こういった御意見があったものと承知

しております。  

資料説明は以上でございます。  

○無藤座長 ありがとうございました。  

 それでは議論に入るわけでありますけれども、その前に私から若干説明、重なり

ますけれども、補足させていただきたいと思います。  

 お手元の、特に１－１の資料の１ページ、２ページが中心になるわけですけれど

も、これは、これまでこのこども指針（仮称）のワーキングチームで御議論いただ



 

9 

 

いたことのイメージに大枠は沿っているのですが、多少変更もあるわけです。  

 以前のこども指針（仮称）のイメージ、決定したわけではないのでイメージ程度

だと思いますけれども、それにおきましては、最初の部分である程度子育てに関す

る理念的なことを書いて、幼稚園、保育所あるいはこども園（仮称）なり、あるい

は更に家庭での子育てについてもそれを参考にしてもらおう、これが１つあったと

思います。  

 そして第２章と言うんでしょうか、その次に、各施設におけるより専門的な、具

体的な基準について書こうと。それは大体、今の幼稚園教育要領、保育所保育指針

の重なり、共通部分をイメージしていたのではないかと思っております。  

 今回お出しした資料ですけれども、多少修正・変更があるわけですが、それは特

に幼保一体化と基本制度のワーキングチームの方でいろいろ御議論いただいて、ま

だ決定というのではないのかもしれませんが、ある程度の方向性が出たわけであり

ます。  

 それが資料１－１の１ページのところですけれど、つまり、こども園（仮称）と

いう形で、仮称ですが、全体をくくった上で、その中に従来の幼稚園と従来の保育

所とともに、総合施設（仮称）というものをつくっていくんだと。この総合施設（仮

称）というものが、こども園（仮称）のいわば中心というんでしょうか、代表する

といいますか、そういうものになっていくということです。  

 そしてその総合施設（仮称）というのは、まさに幼稚園、保育所合わせた形。つ

まり児童福祉法上の保育所と、学校教育法上の幼稚園を合わせた形にして、それは

根拠法として総合施設法（仮称）なり何なりをつくるんだということであります。  

 その上で、これは従来も説明申し上げてきたと思いますけれども、保育所として

残らざるを得ないところ、新しい言い方で言えば、いわばこども園（仮称）の中の

保育所型とでもいうんでしょうか。そういうものとして残らざるを得ないのは、児

童福祉法のみを根拠とするところとなりますので、主として乳児保育所に該当しま

す。そして幼稚園の方は、学校教育法のみに基づく、これは従来の幼稚園ですけれ

ども、それぞれの幼稚園は、児童福祉法上の保育、つまりいわゆる預かり保育とか、

３歳未満児の保育を幼稚園でも行うという方向であれば、基本的には総合施設（仮

称）の方に移行する。義務づけというのではないでしょうけれども、移行すること

を選ぶことができるし、実際問題としては、恐らくそういう幼稚園のほとんどは総

合施設（仮称）に移行するだろうと見込んでおります。  

 それに対して、今でも幼稚園の中には、３歳未満児を受け入れていない、また預

かり保育をしていない、また保護者、地域にそういうニーズもない、そういった幼

稚園も多分あろうと思いますが、そういうところは学校教育法上の幼稚園のままで

ももちろんいいわけであります。  

 そういう意味で、幼稚園、保育所、総合施設（仮称）が並列する形になりますが、
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実質的には総合施設（仮称）が大方を占めるのではないか。すぐにかどうかわかり

ませんが、何年かの範囲ではそういうことを思っております。  

それとともに、客観的基準を満たしたものは基本的にこども園（仮称）として指

定されるということを考えておりますので、それ以外のもの、従来でいえばいわゆ

る無認可等のものが、もちろん総合施設（仮称）という形に入れるものもあるし、

そうではないものもあるでしょうけれども、いずれにしても客観的基準を満たすと

いうことで、そこにも実際上の指針が必要ですので、基本的には総合施設（仮称）

の基準を当てはめるという形になるのだろうと思っています。そういうのが１ペー

ジ目のイメージです。  

 ２ページ目におきまして、これは従来御議論いただいたものをできる限り反映さ

せたつもりでありますけれども、総合施設保育要領（仮称）ということになるわけ

ですが、従来の議論を踏まえたというのは、例えば「保育」という用語の使い方で

ありますけれども、これもおおむね皆様方の御意見に沿って、改めて用語を規定し

たつもりです。  

 また下の図でありますけれども、これも、「養護と教育」、これは非常に広い意味

で使っておりますけれども、これが０歳から始まって、更に小学校以降までベース

になっているという形をまずとっております。  

 その上で、学校教育法上は、３歳以上の４時間程度の部分が学校教育としての幼

児教育、これは学校教育法をいじるということがない限りは変えにくいのでそうい

う形になっておりますけれども、しかしながら、その３歳未満の部分、これが乳児

保育所に対応する部分ですけれども、あるいは家庭にいらっしゃる場合は家庭教育

になるわけですが、できる限りその間を連続的にとらえようということで、点線で

すか、薄い青になっていますが、多少、線はあるけれども弱いんだよみたいな描き

方です。  

 それからまた、３歳未満の乳児保育部分というんですか、３歳未満児保育の部分、

それをここでは「家庭に代わる施設での教育」と書いてございます。あえてそこは

「教育」という言葉を使っているわけでありまして、これも、これまでの議論を踏

まえて、０歳から教育は始まっていると。その教育は学校教育法上で言う教育とは

ちょっと異なる部分がありますけれども、やはり教育は教育である。そして「家庭

教育」というときとは異なって、より専門性のある保育士が行うものという意味で

の「教育」でありますので、下に小さい字で注記がありますけれども、そういう形

をとったということになります。  

 ２番目の資料で、これまでの主な意見というものを整理したわけであります。そ

の中には互いにもしかしたら矛盾するものもあると思いますが、とりあえずは両論

併記の形で整理してあります。それらをどういう形で今後組み入れるかであります

けれども、今日大枠がある程度御了解いただけたら、最後に申し上げますけれども、
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基本制度のワーキングチームに報告をして、そこに組み入れていただくことになる

んだろうと思います。  

 そしていずれはこの基本指針（仮称）、また、特に総合施設保育要領（仮称）をつ

くらなければいけないわけでありますけれども、そのつくる段階において、主な意

見というふうになっているものをできる限り組み入れていくということで整理した

わけです。  

 その基本指針（仮称）や総合施設保育要領（仮称）を具体的にどうつくっていく

かということはまた最後に事務局からも申し上げてほしいと思いますけれども、基

本的には、この前に法案ができなければ詳細・具体の議論に入りようがありません

ので、そちらを見ながらということになるのではないかと私は思っております。  

 ちょっと余計な補足を入れましたけれども、そういうことであります。  

 それでは、皆様方から、是非御意見をちょうだいしたいと思いますので、挙手を

ください。  

 藤森委員、どうぞ。 

○藤森委員 おはようございます。 

今までの議論の中でとても私は有意義だったと思うのは、乳幼児教育において幼

稚園と保育所が話し合って、私たちが進むべきところは同じところがあるんだなと

いうことをすごく感じました。 

 それから、プライベートというか各団体でも幼保で話し合いが増えまして、今回、

こういう内容について議論できたことをとても感謝しています。 

それから、まとめて今までの議論の整理を読んでみますと、それぞれの人が子ど

もにとってどういうものがいいのかと考えてとてもよかったなと思っています。 

ただ、前回の会議もそうなんですけれども、私としてとても違和感があるという

か、なかなかなじめないのが法律用語というか、言葉をどういうときにどういうふ

うに使うかということが、一般の人の合意とか幼保における認識の違いにとても戸

惑います。それをやはり誤解のないように一つにするというのを今回の作業で本当

は行ってほしかったなと思うのですが、そこまで深められなかったのです。 

そういう中で今回、多分これは法律用語と言葉の使い方かもしれないんですけれ

ども、まず最初の大枠で、今回、私どもがやっていたこども指針（仮称）というこ

と。子どもを育てる上で家庭においても、保育所においても、幼稚園においても、

どこにおいても子どもにとって必要なことは何なのか話し合うという前提で始まっ

たと思っていたのですが、その理念というものが言葉として「新システムに関する

基本指針」という、１ページ目に書かれている言葉の中に入るというのがちょっと

なじめない。「子どもに関する理念」というものが「新システムに関する基本指針」

なのかな。ちょっとその辺の言葉の使い方が、私どもからすると子どもに関する理

念とか子育てに関する理念がこういう言葉でくくられるのかなということをまず一
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つ感じました。 

それからその下も、全体において理念をもともと書いて、そしてその中にそれぞ

れの指定基準で書くというのはわかるんですけれども、私たちがずっと理念だと思

っていた、基本指針だと思っていた保育所保育指針が指定基準の中に書かれている

ので、私たちが今まで基本指針だと思っていたのは指定基準なんだということをち

ょっと思ってしまったんですね。 

私たちの認識では、幼稚園教育要領とか保育指針というものは子どもに関する理

念とか子育てに関する理念の方に含まれていると認識して活動していて、何も保育

所という指定を受けるためにあれが書かれているんだと思っていなかったんです。 

ですから、こういう上と下の分け方、それから左右の分け方が、これは言葉が難

しかったのかもしれないですけれども、非常に違和感を感じました。 

以上でございます。 

○無藤座長 大事な御指摘、ありがとうございました。 

今の点は非常に大事なポイントで、多分ほかの委員の皆さまも同じような違和感

をお持ちの方も多いと思うのですが、一つは「基本指針（仮称）」と書いてある部

分はあくまで仮称ですので、これが最終的にもっと世の中にわかりやすいというの

でしょうか、こども指針（仮称）というのか、また違う名称になるのかわかりませ

んが、当然ながらそうなっていくと思います。 

 もう一つの部分、幼稚園教育要領、保育所保育指針がまったく今のままなのかど

うかということも、これは今後の議論ですけれども、特に幼稚園教育要領なり保育

所保育指針の最初に書かれた部分が総則といいますか、理念といいますか、そうい

うところでありますが、その一番大事な部分は当然ながら最初の基本指針（仮称）

というところに書き込まれていくわけです。 

 そこに小さい字であれこれ書いてありますけれども、それが基本的にはこれまで

も含めるべきだとおっしゃっていただいたところを受けるという意味で書いてあり

ます。 

 ですから、そういう意味では幼稚園も保育所も新たな総合施設（仮称）にしても

ベースとなるところは共通だと思いますので、それについては基本指針（仮称）で

しっかりと書き込んでいただく。 

 ただ、下の方の「指定基準」というのは、具体的な施設を認める際にそれを満た

しているか否かチェックが必要になりますので、それは下に書くということです。

その辺の使い分けをどういう形で具体的にやるかについてはかなり技術的な部分、

法律的な部分で、法令的な整理が必要なようなので、ちょっと今、具体的に細かく

は申し上げられませんが、基本的な方向はそのようなことかなと理解しております。 

 ほかの方、いかがでしょうか。 

どうぞ、松田委員。 
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○松田委員 子育てひろば全国連絡協議会の松田です。 

 まず、この新システムは社会で子どもを育てるということの基本の中で当事者と

か関係している人たち、地域の人たちが参画してつくっていけるシステムだという

ことで非常に期待をしています。 

 その中で自治体ごとの計画を立てて、それを策定した上で実践していくというと

ころにも、地域や当事者が参画していく仕組み、会議がつくられるということも聞

いております。その中でこの指針というものが、自治体でそれぞれ行われていく政

策とかサービスの質と量のよりどころになるというふうに私は思っております。 

 先ほど藤森先生がおっしゃったような、基準とか指定の中のことだけということ

になると、施設の質とかだけではなくて、計画やそれがきちんと行われているかど

うか、基準とか評価にもとても戻っていく指標となるものだと私は思いますので、

そこを外さずに、基本は当事者参画だというところをきちんと基本の方に入れてい

ただきたい。 

 そうなると幼稚園や保育所が新しい施設に変わっていくための指針になってしま

うのではなくて、やはり第一部の部分、大綱化されていくといった中にもきちんと

その視点を入れていただいて、幼稚園・保育所以外にも、以外と言ったら変ですけ

れども、私たちのような当事者に寄り添って家庭や地域、それからそういった施設

をつなぐ寄り添った形での役割を持った者たちがどうやって指針を大綱にしてやっ

ていくかというところにきちんと文言が入っていくのがいいのかなというふうに感

じます。 

ありがとうございます。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

今、松田委員がおっしゃったことはまったくそのとおりでありまして、このワー

キングチームは基本的にこども指針（仮称）といいますか、総合施設保育要領（仮

称）なりなんなりというところの議論なので書いてありませんが、今、御指摘いた

だいたことは幼保一体化あるいは基本制度の方でかなり詰めて議論してきました。 

 特に都道府県・市町村、自治体におきまして、子ども・子育て会議（仮称）、そ

ういうものをつくってもらおうと基本的には考えていて、そこに、もちろん、幼稚

園、保育所、総合施設（仮称）等の方とともに、当事者といいますか、保護者、地

域代表、企業の方も入って、その地域での方針を具体的には決めていただく。 

 また、具体的なこども園（仮称）などの外部からの評価とか指導監督も、その会

議が持つかどうかは別ですけれども、何らかの形で市町村・都道府県の中に位置づ

けていく。 

 そういうことをどこに書くかということは、基本的には多分基本指針をまた別な

部分に書くのではないかと私は理解しておりますが、ちょっとそこら辺、法令的な

ことは私よくわかっておりませんが、いずれにしても何らかの形で示すということ
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になります。 

 ですから、「子ども・子育て新システムに関する基本指針（仮称）」と妙に回り

くどく書いてあるのは、今までこのワーキングチームでこども指針（仮称）として

イメージしたことだけではなくてその他も入るかもしれないので、ちょっと変な言

い方になっているということです。 

いずれにしても、松田委員の御指摘はまったくそのとおりかと思っております。 

ほかの方、いかがでしょうか。 

では、渡辺さん。 

○渡辺委員 基本指針（仮称）が出て、それからその下にこども園（仮称）等の指

定基準が出るんですけれども、まずこれを今日見たときに真っ先に感じたのは、や

はり子ども・子育て新システムの、これはこども指針（仮称）だけではなくて多分

基本制度もそうなんでしょうが、まずはこの基本指針（仮称）をきちんとつくって

から議論がされるべきだったろうという気がするんです。 

 そうでないと、これは僕の感想なんですけれども、やはり待機児対策が中心にな

って、ここに出てくる、子どもに関する理念とか子育てに関する理念、どんな子ど

もに育ってほしいとか、子どもを大切にする社会とか、子どもの権利の保障とか、

総論はすごくいいんですが、では具体的にそれをどう育てるのかというところにな

ると、ただ預かっているだけという話になって、子どもを育てるとか育つ施設にな

るのかというところが結構難しい問題をはらんでいるような気がしています。 

 よく言われるイコールフッティングというのも、もちろん企業が入ってくるとか

というのは全然いいんですけれども、ただ少なくともその中で子どもが過ごす環境

として、きちんと、子どもにとってふさわしいとか、豊かな体験とかができるのか、

先ほど読まれた資料の中にもいっぱい出てくるんですけれども、子どもが本当にそ

このところで自分らしさを発揮しながら社会を広げていくということをどういうふ

うに実現していくか、そのことが保育者の役割も含めて、保育要領なり、この中で

決められていくんでしょうが、そのためにどういう仕組みをつくっていくかという

ことが議論されるということが必要だと思います。 

 そのプロセスの中に、例えば「保育と教育はどう違うのか」ということもあって、

そこは多分、保育者、保育を行う者は小学校以上の教育とは違って、「子ども一人

ひとりに寄り添うんだ、そういう一人ひとりを大事にすることなんだ」ということ

を家庭も考えるし、園も考えるということをいかに実現していくかということが求

められているような気がします。 

 そう考えると、やはり基本指針（仮称）をきちんとつくった上で、ではといった

ときに、今度はこども園（仮称）等の指定基準を考える必要がある。幼稚園は幼稚

園教育要領、保育所は保育所保育指針、総合施設（仮称）も保育要領（仮称）をつ

くりますとしながら、その後にある客観的基準を満たしたその他の施設とか多様な
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保育事業、ここの部分の子どもたちの生活はどう保障されるのかということを議論

する必要がでてくる。 

イコールフッティングという言葉の定義は、僕が間違っているかもしれませんけ

れども、少なくとも大人側とか保育に参入する企業側だけにあてはまるのではなく

て、そこに生活をする子どもたちみんなが、保育の質として、ある程度豊かな環境

が保障されることだと思っています。学校教育法の 22 条が「適当な環境を与えて」

と言って、幼稚園教育要領の基本理念は子どもたちにふさわしい環境を与えるとい

う話であれば、園庭があったり、自然に触れたりとか、少なくとも幼稚園教育要領

とか保育所保育指針で求めているような子どもの育ちというのはそういうものが保

障されて、３歳、４歳、５歳と過ごしていく中で得られるものであって、そのよう

な環境もない中で、「子どもを育てろ」と言われても、多分現場の人間は、「その

環境もない中で子どもは本当に育っていくのか」とか、「人との関わりが難しくな

ってきていて、関わりの難しい子たちが増えてくる中で、本当に丁寧に子ども一人

ひとりに関わっていくことができるのか」、そこのところもきちんと押さえられて

いなければ、「システムは変えました、だけど、子どもたちも、それから保育者も

現場は大変になりました」ということにならないかという危惧があります。少なく

とも基本指針（仮称）をきちんとつくった上で、それをどう実現していくかという

ことに関して、本当にそこのところは今の子どもたちの置かれている現状も踏まえ

た上で、どういうふうに保育を考えていくか、そのことが議論されてほしいと感じ

ています。 

○無藤座長 今、御指摘いただいたことは私もまったく同感なのですが、一つは、

もちろんこの会議を今日やっているところで基本指針がもっと明確になれば具体論

に入れたと思いますけれども、逆に考えると我々が今日まで議論してきたことをこ

れからつくる基本指針（仮称）にできる限り盛り込んでもらうということになりま

す。 

 そして、今後の議論というのは先ほど説明したように法案ができて通ってという

ことの中で考えるのでちょっと今、私はよくわかりませんが、議論の順序としては

当然ながらまずは基本指針（仮称）というものがつくられるだろう。そして、その

上で今度は総合施設保育要領（仮称）その他を具体的につくる。それをこのワーキ

ングチームのメンバーでやるのか、新しく何か会議を構成するのか、それはそのと

きにならないと私はわかりませんけれども、基本的な順序としてはそういう形にな

るのではないかというふうに思います。 

 もう一つですが、１ページ目の「客観的基準を満たしたその他の施設」について

は、基本的には総合施設保育要領（仮称）を準用するという方針です。準用という

のはちょっと微妙で、100％当てはまるのか若干違う部分あるかということは、ちょ

っと細かいことはわかりませんが、基本的には同じようにするということですね。 
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 それから「多様な保育事業」の方はもう少し難しいのです。つまり、例えば小規

模保育所というのは保育所のお子さんの人数が小さい場合ですので、基本的には総

合施設保育要領（仮称）なり保育指針なりを適用して多分いけるだろう。だけれど

も、家庭的保育というのはいわゆる保育ママさん制度ですから、家庭でどなたかが

１人、２人、３人程度のお子さんを預かるイメージですね。そうすると、それは従

来の保育指針にしても新しい総合施設保育要領（仮称）をそのまま適用するのは多

分無理です。しかし、何の基準もないというのは質の保障という意味では好ましく

ないと私なども思いますので、何らかの意味で新しくつくってほしいというふうに

思っています。 

 それをつくるベースは、これからつくられるところの基本指針（仮称）と総合施

設保育要領（仮称）なり、これまでの保育所保育指針なりをベースにしながら、家

庭での預かり保育はどうあるか、これは改めて議論して、何かつくる必要があると

いうふうに思います。そんなふうに今は思っています。 

ほかの方、いかがでしょうか。 

どうぞ、御園委員。 

○御園委員 全国保育士会の御園でございます。 

今まで子ども・子育てのことでこんなに多く議論したことが私はなかったように

思います。この議論がきっとよい方向にいくという前提のもとに２つお尋ねいたし

ます。 

 まず一つは、すべての子どもに質の高い保育を保障するために幼稚園教育要領と

保育所保育指針を統合して新たな指針となる、こども指針（仮称）を策定して、す

べての子どもにこども指針（仮称）に基づく保育を提供するための検討を進めると

いうことをめざし議論が始まったと思います。それが今に至っていると思っていま

す。 

 しかしながら、１ページの図を拝見すると、幼稚園には幼稚園教育要領、保育所

は保育所保育指針、総合施設（仮称）は総合施設保育要領（仮称）をという案にな

っております。これでは利用者も現場も理解できないのではないかと思っておりま

す。 

 特にこども園（仮称）等の指定基準の５つが並んで書かれています。この５つが

横一列に並んで記されている意味がわかりません。今、御説明もいただきましたが

「多様な保育事業」というところに点線が打ってありますね。ここは少し違うんだ

という意味なのでしょうが、新システムの中に類型化をして規範性を持たせると先

ほど御説明がございました。将来は総合施設（仮称）に１本化するという話もござ

いました。 

となりますと、この総合施設（仮称）も並べて書いてあるがためにその意味を余

計わからなくしているのかなと思うのです。総合施設（仮称）は他のものよりも上
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に書いていただいた方がわかりやすいのかなという点が一つです。 

それから、二つ目は子ども・子育て新システムに関する基本指針（仮称）のこと

でございます。「各施設等における指導・援助の要領（指針）については、法的拘

束力をもつものとして位置づける」とあり、一方で基本指針（仮称）は国が策定す

ると書かれており、これらがどのような位置づけになるのかということが理解でき

ません。 

以上でございます。 

○無藤座長 はい。２点御指摘いただきました。 

 最初の点は本当になるほどと思いますので、今後の説明といっても、すぐに基本

制度に報告しなければいけないので数日間で修正できるかわかりませんが、できる

限りやってみたいと思います。 

 ２番目の点は事務局からも補足していただきたいと思います。 

○濵谷課長 まず、総合施設（仮称）に最終的に特化するという御指摘でございま

すけれども、実態として保育所が３歳以上は総合施設（仮称）に移行する、あるい

は幼稚園についても預かり保育をやっているところが移行していくということは、

実態としてはそういう方向かと思いますが、法制度上は総合施設（仮称）に現段階

で１本化するということはなくて、市町村の計画に基づいて地域ごとにそういった

施設の在り方を考えるということが基本でございます。それが１点目でございます。 

 ２点目、これは恐縮です。子ども・子育てに関する指針ワーキングチームですの

で、関連部分のみいわば抜き出してという形になっておりますが、国が策定する子

ども・子育てに関する基本指針（仮称）そのものはやはりこういった子ども・子育

てに関する理念がまず大前提だと思いますけれども、それを大前提とした上で、実

際にはこれは都道府県や市町村が計画策定をするときにいろいろな地域のニーズ把

握方法とか計画の策定主体、策定の仕方をどうするか、あるいは子ども・子育て会

議（仮称）をかませるかなど、計画の策定プロセスなどをかなり、地方公共団体が

計画策定する際の指針としての意味づけも実態的には多うございます。 

 そういう意味ではこういった子ども・子育てに関する理念をベースにしながら、

地方公共団体、特に市町村がこの新システムの実際に事務事業を行って行く際の基

本的な指針になるものとしての、そういう意味ではこの子ども・子育て新システム

全体の指針としての位置づけでございます。 

○無藤座長 ほかに挙手は。 

では、どうぞ。 

○島田委員 日本保育協会の島田でございます。 

 今日のお話をずっと最初から聞いて、子どもたちに対して本当に思いを持って語

られているというのが実によくわかるのですね。 

 ただし、今のこども園（仮称）等の指定基準等でパッと見たときにやはりひっか



 

18 

 

かるといいますか、危惧するといいますか、総合施設保育要領（仮称）という形に

はなっておりますが、先ほども言われましたが、最初はこの国の子どもたちすべて

に良質のものを、そのための指針をつくろうというものであったのが、なぜ幼稚園、

保育所は分かれていくのか。 

 むしろ（仮称）がついておりますが総合施設保育要領（仮称）の中で幼稚園、保

育所を運営していただくのであれば、私はすごく理解がしやすいのですが、そこは

幼稚園教育要領をそのまま残し、更には保育所は保育所保育指針をそのまま残す。

では、総合施設（仮称）の保育要領は一体何なんだよと、その辺りが非常にわかり

にくくなっているなというところが一点危惧するところであります。 

 もう一つ、これは非常に下世話な感覚かもしれませんが、「学校教育」と「保育」

という言葉が法制度上の定義・用語についてのところに出てまいります。「学校教

育」という言葉は、この会議の中ではやはり相当理解できるんですね。そのような

意味合いで使ってらっしゃるんだな、ありがたいなと思う部分もあるのですが、一

般に出た場合に従来型の詰め込み画一的な方向に走ってしまうのではないかな、全

国にこの流れが出たときに流れが一遍にそちらに行ってしまうのではないかな、そ

の危惧だけはどうしてもぬぐい切れないので、重々考えておられるということはよ

くわかるのですが、あえてそのことを申しておきたいと思うのです。 

その２点でございます。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

２番目の点はもしかしたらそういう心配はありますので、それは十分理解しても

らうように努める必要もありますし、従来の私の考えるところの良質な保育所ある

いは幼稚園というのはそういうものではないと思っておりますので、そこを十分わ

かるような手だてを心がけたいというか、具体的に資料として出すという形になろ

うと思います。 

 最初の部分は非常に大事なところですし、私も非常にわかりにくいことは認めざ

るを得ないのですが、先ほども説明がありましたが基本的に、基本制度の方で構成

した枠組みとしてはどうしても、学校教育法、児童福祉法を根本から変えない限り

はですけれども、従来型の学校教育法に基づく幼稚園と児童福祉法のみに基づく保

育所が残らざるを得ないわけです。 

 そういう意味で併記されておりますが、私どもが目指すところはあくまで幼稚園、

保育所を一体としたもの。それを今、仮に総合施設（仮称）と呼んでおります。で

すから、法令的にも、あるいはごく一部においては従来型の幼稚園、保育所が残る

のであろうとは思いますけれども、できる限り大部分の幼稚園、保育所がここで言

う総合施設（仮称）になっていただくようにしていきたい。そのためにも指定基準

というものをもちろんつくると思うんですね。 

 どこかの資料にあるんだろうと思いますが、総合施設（仮称）への移行を促進す
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るためのさまざまな手だて、具体的には補助金の在り方ですけれども、それも考え

るということかと思っています。 

 それからもう一つは総合施設保育要領（仮称）の中身ですけれども、ものすごく

簡単に言えば幼稚園教育要領と保育所保育指針の共通部分を基本とします。ですか

ら、幼稚園、保育所のこれまでのものの共通部分というのは、幼稚園教育要領と保

育所保育指針の重なりは保育所保育指針で言うと第３章でしたか、いわゆる５領域

の部分が書かれておりますが、その辺りを中心にして補足していくということであ

ります。 

 そういう意味では、総合施設（仮称）と看板の名前は違いますが従来の幼稚園、

保育所を合わせるという理念そのものは同じで、我々がこども園（仮称）として思

い描いていたものの形になるのだというふうには思っています。 

 ただ、おっしゃるようにわかりにくいので、もうちょっとわかりやすい図式とい

うんでしょうか、それも何か必要だなとは改めて思いました。 

 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 現実的な選択として、やはり時間をかけて現場が融合していくという

諸外国の事例を本当に参考にしていただいている、苦労してつくっていただいた文

章であるということを評価したいと思います。 

 また、指針で示すべきものと理念で示すべきものというもののすみ分け等につい

ても一定整理されたのではないでしょうか。 

 当然、時間の経過の中で幼稚園、保育所、総合施設（仮称）というものが子ども

にとってのベストの施設という形で移行していく、その流れのベクトルを示しても

らったということで私は一つの形として評価をしたいと思います。 

 ただ、幼稚園というのが、特に私の幼稚園は先達たちが義務教育と呼ばれた部分

の前の就学前の早期からでも教育が成り立ちますよという形で、その重要性をずっ

と訴えてきて広げてきたという歴史の中で、そのことがここの中で大きく一歩踏み

出したということに対して素晴らしいなというのと同時に、あまのじゃくなところ

がありますので、みんなが施設でないと駄目なんだというベクトルがあまり強く出

るということに対しては、義務教育ではありませんから、どこか施設ではない良好

な環境の中に子どもがいるということも許されるんですよというような部分が記述

されないと、早期から施設に入らなければならないというような形になるというこ

とは、まずいのではないだろうか。あくまでも施設の基準またはベクトルがいい方

向に向いていった中で親が選択していく、そのことの中で子どもの環境がよくなっ

ていくという方向性を忘れないでいくということが大事だろうと思っています。 

以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

特に最後におっしゃっていただいた点は大事ですけれども、一つはお手元の図に
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ありますように、基本的には３歳未満については保護者側の選択として家庭で育て

る、あるいは保育所、あるいは今後の総合施設（仮称）ですがそこに預けるという

ことが許される、つまり保護者の選択に応じられるように市町村として整備してい

く、こういうことです。 

 そして３歳以上は「小学校以降の教育につながる学校教育」と書いてありますが、

この中身としては具体的に言えば、今で言えば幼稚園、保育所、今後の総合施設（仮

称）が該当しているわけです。これは、市町村としてはすべての３歳以上のお子さ

んが通える施設を用意するという計画を立てるということになります。ただし、保

護者が、別に義務教育ではありませんから、「うちは４歳からやりたいんだ」とか、

「５歳からやりたいんだ」とか、「いや、そもそも行かせないんだ」とか、それは

もちろん保護者の選択ですのでもちろん認められるわけですけれども、市町村側と

しては一応３歳以上についてはどこかに行けるように整備はしますよと。そういう

意味合いでつくってあるものでございます。 

 どなたか。 

では、お願いいたします。 

○王寺委員代理 全国認定こども園協会の王寺です。 

皆さんの御意見を聞いておりますと、同じような形なんですけれども、私どもも

幼保一体化ワーキングチームでのこれまでの議論を踏まえて、こども園（仮称）の

指定を受けた施設のうち、学校教育、保育及び家庭における養育支援を一体的に提

供する園を総合施設（仮称）として位置づけることが話し合われています。 

 背景には、全国一斉にすべての幼稚園、保育所、認定こども園などを総合的な機

能を有する施設に移行するのではなく、それぞれの自治体がその現状に応じて判断

し、今後策定される事業計画において地域の実情に即したものとなるための配慮が

あると理解しています。また、３歳以上の幼児とその家庭を対象としている保育所

については総合施設（仮称）移行するとされ、財政措置の一体化などにより総合施

設（仮称）への移行を促進することとされています。 

 このような点を考慮すると、現在の幼稚園や保育所は、今後将来的に少子化の進

行などにより今の機能では対応しきれない社会構造が予想される。そういう状況か

ら、総合施設（仮称）に一定の時間はかかると思うんですけれども収れんされてい

くのではないかと私どもは考えております。 

 そういう考えの中で、このこども指針（仮称）の在り方について、今後の地域に

息づく施設の在り方は、決して一本化への方向は明確ではなく、総合施設（仮称）

が生み出される一方で、こども園（仮称）のさまざまな在り方、０～２歳の保育機

能や一時保育、乳児保育、または病後児保育など、機能などによる運営の個性化が

生まれてくると思います。また、先ほども、地域性から事業計画を策定されるとい

うことですので、それは多様化であるとともに、格差となることも予想されます。 
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 そこで、保育の質を担保するのは、新しく策定されるこども指針（仮称）と施設

整備や人的配置の基準によることとなると思うんです。それで、施設がこども園（仮

称）で一本化されない制度であるなら、基準や指針など基本になるものは、決して

ダブルスタンダードやトリプルスタンダードではなく、先ほどから座長もおっしゃ

っていただいているような一本の指針として位置づけていただきたいということが

私たちの願いです。 

 もう一つ、先ほどから、今度の指針は各家庭に広く、また、地域にどう広く発信

していくかということを考えますと、幼稚園教育要領や保育所保育指針に加えて、

家庭や地域における子育てを踏まえたものとして、一本でなすべきであると私ども

は考えています。 

 以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

 まさにおっしゃるとおりでありますけれども、基本的にここで言う総合施設（仮

称）というのは、今、王寺委員代理は全国認定こども園協会の代表でございますけ

れども、いわば認定こども園の幼保連携型、それがおおむね総合施設（仮称）のイ

メージでありますので、基本的に認定こども園は総合施設（仮称）にそのまま移行

していくと思いますけれど、そういうものにほかの保育所、幼稚園も大体はなって

いくのではないかと思っています。何度も同じことを申し上げますが、したがって、

総合施設保育要領（仮称）というのは、現在の幼稚園、保育所のいわば良質な部分

をしっかり支えられるように合わせていくんだということを考えます。 

 その際に、ちょっと御指摘がありましたが、質の保障をどうしていくかというこ

とですけれど、現在、幼稚園教育要領や保育所保育指針において質の保障に関わる

記載があるわけで、それについてしっかり保持していこうというのが第一です。 

 ２番目は、総合施設（仮称）につきましては、特にその指導監督強化等につきま

して、最終的には都道府県が責任を持っていただく。具体的には恐らく市町村でし

ょうけれども、そういう形になりますので、そういう意味で、しっかりと地域のこ

ども園（仮称）などについての質を保障するように行政でやっていただくというこ

とが２番目です。 

 ３番目には、質の保障といっても、今、議論しているのは、いわば文言というか

言葉のレベルですよね。具体的なところで改善していくには、実を言えば財源が必

要であります。別なワーキングチームの方で、質の保障の議論とともに、財源がど

のぐらいかかるかという話まで出ておりますが、ここで申し上げる話でもないです

けれども、私が聞き及んでいる範囲で言うと、前回もう一つのワーキングチームで

議論した、「このぐらいかかるよ」という経費と新聞等のニュースで出てくる話と

で、いささかではないくらいの違いがあるので、その辺は、今日政務官がいらっし

ゃっておりますから、あとわずかの日数なんでしょうけれども、ぜひぜひ頑張って
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いただくということしか私の方からは言えないのであります。皆さん方もできると

ころで、ぜひぜひ働きかけをお願いしたいと思います。 

 では、お二人、まず荒木委員、そして岡上委員、お願いします。 

○荒木委員 本当に何回も回を重ねていく中で、皆さんの御意見がこうして集まっ

てきて、子ども・子育て新システムに関する基本指針（仮称）という形の中に理念

を組み込むということが、とてもわかりやすいし、ここで明確にされるということ

は素晴らしいなと思いました。今までの議論という資料の中に書かれていたところ

に、その理念の意見がたくさん出ておりましたので、そこが明確にされることを望

んでいきたいと思います。それが大前提になって、地域におりて計画的に進められ

るというところでは、逆に言えば質の保障というところにつながるのではないかと

思います。 

 その下に指定基準という形で５つの流れになって、点線もありますけれども、こ

れは結局、現場の施設のパターンというか、それに合わせてこういう裏付けがあり

ますよという図式かなと思います。幼稚園があり、保育所があり、総合施設（仮称）

があり、それぞれに幼稚園教育要領があり、保育所保育指針があり、総合施設保育

要領（仮称）があるというところだと、とてもわかりやすいというか、現場として

は、やっている自分たちの一番必要なニーズのところの指針がはっきりしていると

いう意味では、私はこの図は理解しやすいなと思いました。 

 「満たしたその他の施設」というところも、だんだん総合施設（仮称）の保育要

領（仮称）になっていくだろうということで、将来的にはそこが一番大きくなる存

在になるだろうというお話ですけれども、今、現実にさまざまなニーズに応えるた

めに、幼稚園も保育所も総合施設（仮称）もというような、３つの施設の固まりが

あるわけですから、この図のような形で進められていくのは、当事者、現場として

はありがたいことだなと思います。 

 ただ、今までの議論の中で、こども指針（仮称）ワーキングチームという形で、

名前がまだはっきりしていなかったんですけれども、今日出されたような総合施設

保育要領（仮称）というものを、保育所保育指針と幼稚園教育要領をあわせ持って、

そして必要なことを入れ込んでというものを、これから法案が通っていったら明確

に作って進んでいくんだろうと理解したんですけれども、それでよろしいでしょう

かということと、この案はわかるなというような気持ちがございます。 

○無藤座長 御質問の部分はそのとおりということであります。 

 今、御指摘いただいたことも大事な判断のところなんですけれど、これ全体が非

常にわかりにくい部分があるという御指摘もあり、私もそう思っているんですね。

それは、世間から見たときとか、あるいは今日マスコミの方もいらっしゃるでしょ

うから、そういうところから見たときとか、あるいは幼保一体で１つになるんだよ

という思いで見たときには、幾つにも分かれているように見えるとか、保護者の方
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々にとっても一般論として見るとわかりにくいということがあるので、その辺の工

夫を考えなければならないと思います。 

 ただ、同時に別な案として、例えば「こども園保育要領」みたいなものをつくり

ますね。その中に、幼稚園とか保育所とか総合施設（仮称）とかいろいろ書いてあ

って、そこを見ると、幼稚園については幼稚園教育要領を見ろとか、保育所につい

ては保育所保育指針を見ろとか、総合施設（仮称）は総合施設保育要領（仮称）を

見ろと書くこともできなくはないと思うんですけれども、それが現場側から見ると

使いにくいのではないかということです。つまり、現場の保育者はいずれかにいる

わけです。自分がいるのは、総合施設（仮称）なり、幼稚園なり、保育所なり、そ

の他施設なりです。 

 そうすると、自分の園を運営する、保育する場合に、どれを見ればいいんだとい

うときに、幾つも見ていかないと必要なところにぶつからないというのもややこし

いので、自分はとりあえず総合施設（仮称）にいるなら総合施設保育要領（仮称）

を隅から隅まで一生懸命勉強すればいいとか、幼稚園にいるなら幼稚園教育要領を

見ればいいとか、そういう方が、現場側からは混乱が少ないかなという意味でも、

こういう案になっています。なかなか一長一短ですので、どちらがいいか難しいと

ころがあるとは思っております。 

○荒木委員 見方によって現場に混乱がないようにという思いを伝えたいと思いま

した。 

○無藤座長 では、岡上委員。 

○岡上委員 全国幼児教育研究協会副理事長の岡上でございます。 

 私も今日のお話を伺っておりまして、最初は、こども指針（仮称）で始まったけ

れど基本制度で分けられたことを考えると、ではこども指針（仮称）はどうなるん

だろうという不安を持っていたんですけれども、今日の御説明を伺って、すごくす

っきりとわかりやすいと思いました。 

 そうは思ったわけですけれども、名称は、ぜひそれぞれの項目のところを工夫し

ていただきたいと思いました。事務方の説明を伺っていたときはとてもよくわかっ

たんですね。ところが、質問を伺っていると、「なるほど本当にそう感じる」と思

うことがありました。特にこども園（仮称）等の指定基準というところでは、指定

の基準が教育要領なり保育要領だとなるとすごくわかりにくく感じました。説明の

中では客観的基準を満たしたものはこども園（仮称）になるけれども、その中の具

体的な指導・援助の基準は以下のようになると説明してくださったんですね。それ

はすごくよくわかったんです。 

 逆に言うと、こども園（仮称）等の指定基準というところも、施設における指導

・援助の基準という括弧書きがあれば誤解されないと思います。括弧書きなのか何

なのかわかりませんけれども、私としては説明の方がとてもよくわかったなと思い
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ましたので、子ども・子育て新システムに関する基本指針（仮称）のところも、特

に大事な一般の方々にもわかる大事な理念といいますか、哲学ですので、名称を工

夫していただきたいということが１つでございます。 

 それから、総合施設（仮称）に行く行くは収れんされていくだろうという予測で

すか。課長さんのお話の中で、幼稚園も保育所も法令上残っているということの確

認もございました。行く行く総合施設（仮称）が増えていくということを考えまし

ても、「特に共通部分をまとめていきますよ」とおっしゃられて、そのときに、良

質の保育ということを必ず注目していきますというお話があったので、よかったな

と思いました。共通部分をまとめるということだけに頭がいって良質の保育という

ことが忘れられないようにという思いでございます。 

 もう一つ、指定基準というところで、評価も大事というお話が先ほどの御発言の

中にもありました。この指定基準に基づいて私ども現場の者は実施するわけですし、

実施すれば必ず評価をして改善につなげてまいります。私どもはよくＰＤＣＡサイ

クルと言うんですけれども、そういった基準があるだけでなく、それを実施する人

が良質の保育が実施できるように、実施したものを評価していくシステム、そして、

その評価を改善につなげる。そのためには、そういったことができる保育士、教員、

いずれもの資質が重要になってきますので、そういった意味でも、今ほど財源に関

するお話がございましたけれども、必ずそういったところで教員、保育士の研修が

必要だろうと思います。そのことも忘れずに、どこかの制度なり、あるいは総合施

設保育要領（仮称）の中にもそういったことを必ず記載していただき、良質の保育

が必ず確保されるような制度としてつくっていただきたいな、そんな気持ちでおり

ます。 

以上でございます。 

○無藤座長 まさに幾つか御要望いただいた方向で考えております。 

 付け加えますと、１つは研修のこと、もう一つは、質を保障し担保していくこと

なんですけれども、これは当然、総合施設保育要領（仮称）なり何なりに、現在の

幼稚園教育要領あるいは保育所保育指針に書かれている辺りの部分は保持すると申

し上げたわけですが、同時に先ほど申し上げましたけれども、すべての総合施設（仮

称）について、あるいはそれ以外の施設についても、市町村、都道府県の指導監督

ができる仕組みになります。 

 その際に、指定基準というのは、最初に指定される部分は、例えば面積とか、施

設・設備とか人員で基本的には指定されます。それは客観性があります。だけれど

も、その上で指導監督ということは、単に面積が足りているというチェック、ある

いは会計上大丈夫というチェックだけではなくて、保育の質にも注目して行政とし

て責任を持ってほしいということになります。その際の保育の質の基準というもの

が、ここで言っている総合施設保育要領（仮称）なり何なりということになります
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ので、そういう意味では、単に総合施設保育要領（仮称）というのは面積とか人員

を書いているだけではなくて、中身の質をきちっと書くということです。 

 それと同時に、さっきも申し上げたように、財源については私どもの及ぶ範囲で

はないんですけれども、希望としては、申し上げたようにかなりの額の御要求だそ

うですけれど、その中でも特に重視していただきたいのは、直接保育の質に関わる

分ですので、例えば研修をどう保障していくか。研修というのは、「研修をやりま

すよ」ということ、あるいは「研修をやりなさいね」と義務付けるだけではなくて、

具体的に言えば、研修に出るためには人手、代わりになる方が、保育士がいなけれ

ばいけないということです。お金がかかるわけです。そういうことであるとか、指

導監督をきちっと行うようなこととなりますと、何らかの財源と組織、子ども・子

育て会議（仮称）のようなものも必要ですので、そういうことも念頭に置いている

ということであります。 

 それでは、竹下委員。 

○竹下委員 皆さんの意見をいろいろ聞いて、基本的な流れとしては、今までの議

論をきちっと積み重ねられてきて、一定の成果が出つつあるのかなという形で私は

大変評価しています。その上で、このような図に表していただいて、わかるような、

わからないようなという感じで、働きながら子どもを預けている親としては、例え

ば次に子どもが生まれてどこに預けようかと考えたときに見たときには、すごく難

しいなと思います。 

 ３つぐらい言いたいことがあります。１つは、無藤座長もおしゃっていましたけ

れども、質と量がきちっと保障されるのかというところがまずあると思います。こ

れだけ、いわゆるこども園（仮称）という形で５つぐらい選択肢がある中で、親は

子どもの最善を求めて果たして選べるのかどうか。そういうときには、まずは十分

な量があること。どれに対しても十分量が保障されている。また、自分の住んでい

る地域に根ざした施設がきちっとあるということ。 

 ２つ目に、正しい情報が提供されるということ。それぞれの施設の特徴であると

か、「ここは元保育所だから」とか、「元幼稚園だから」とか、「ここは元何」と

かみたいな、みんな元情報を一生懸命探り合ってみたいになるとどうなのかなと。

「ここは元何とかだから、ここは働いているお母さんが多そうとか少なそう」みた

いな、そういう裏情報サイト、ツイッターで出回るみたいな、そういうのを想像し

て、すごい大変だなと。今でも結構大変なのに、これからどうなるんだ。見た目は

皆さん総合施設（仮称）という看板は立っていて、でも、「あそこは元何々よ」み

たいなのがツイッターで大変だなというのを、近未来を想像して考えてしまいまし

た。正しい情報が提供されるということですね。 

 もう一つは、機会の平等がある。私、３人目は３月生まれだったんですけれども、

皆さんにご愁傷様と言われてしまうような感じで、何月に生まれると入りやすいと
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か、入りにくいということがないような、機会の平等ということです。 

 私も実際そうなんですけれども、複数の施設を渡り歩いた渡り鳥みたいな感じな

んです。保育ママさん、無認可園、認可園、認証園という形でいます。もちろん育

休期間もあるので家庭での子育ても経験しています。そういう渡り歩く親もあって、

最初から総合施設（仮称）なら総合施設（仮称）で一貫して同じ場所に行く人もい

る。親は子どもの最善を求めていますので、子どものためなら引っ越しもするし、

お金も幾らでも出す用意もあるということで、何とかして子どもをいい環境で育て

たい、自分も何とかして仕事を続けたいと思っています。 

 そういうときに、ここでいうと基本指針の理念に関するところなんですけれども、

理念はしっかり共通して、みんなこれは共有しましょうということを、今、保育要

領とか保育所保育指針をよく読ませていただいて、こんなに共通しているんだとい

うことがわかって結構安心した方なんですけれども、そういうことはちまたではあ

まりわからなくて、「幼稚園と保育所は違うのよ、幼稚園は先生が指導するし、保

育所は面倒を見るのよ」みたいな、「お互い理念は結構違うのよ」と、うわさでは

聞くんですね。 

 でも、こんなに理念は共通しているじゃないですか。そういうところをもう少し

みんなに知ってもらうように、共通しているところはこんなに共通していて、みん

な子どものことを考えて、最善の子どもの利益を求めています、それに対して皆さ

ん努力しています、ただ、その努力の仕方とか実現の仕方が違いますと。 

 私、個人的には、５つでも６つでも多様化してほしいと思います。子どもが病気

がちの子もいればそうでない子もいるし、たくさん預けたい人もいれば預けられな

い人もいるということで、多様化をどんどんしていただきたいんですけれども、き

ちっと共通しているところは、こんなに共通しているというところをもっとアピー

ルしてもいいかなと思っています。 

 以上です。 

○無藤座長 幾つか御指摘いただき、また、御懸念を出していただきましたけれど

も、それらについて、別なワーキングチームでかなり議論を重ねました。多少御紹

介したいと思います。 

 １つは財源問題にも触れましたけれども、基本的に量的な部分、つまり待機児童

をなくすということ、これはしっかりやるという大方針なので、そこに村木さんも

いますけれども、そこはちゃんとやりますということのようであります。ですから、

３月生まれだと困っちゃうとか、そういうことはなくすということ。これが第一で

す。 

 ２番目は、地域によっては極めて多様な施設なんですね。更に家庭的保育も選べ

る。いろいろ出てくるわけです。そうすると、保護者として混乱する可能性が高く

なります。そのためにということなんですけれども、１つは、情報公開を、項目も
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ある程度決めて義務付けるということです。どこまで細かく義務付けるか、それは

これからの議論ですけれども、例えば先生方の資格とか、経験年数とか、園の来歴

等々を含めて情報公開してもらう、これが第一です。 

 もう一つは、各市町村に保育コーディネーター（仮称）というのは仮称ですけれ

ども、そういう種類の人を置いてもらう。保護者がそこに行って、「我が家は何歳

の子を何月から預けたいんだけれども、ここに住んでいるんだけれども、どうした

らいいんですか」みたいな。そうすると、「あなたの場合だったら、これとこれと

ここは可能性がありますよ」といろいろ教えてくれるとか、その方の希望に応じて

ここがいいんじゃないですかみたいな調整をする。そういう役をぜひ市町村で置い

てほしいと。特に都会の、たくさん施設があるようなところですね。それは既に横

浜市では実施しているそうですので、十分可能ではないかと思います。 

 もう一つは、幾つかの施設を渡り歩くと言うとよくないんですけれども、例えば、

一番小さいときには家庭的保育、保育ママさんだ、次に今度はいわゆる乳児保育所

だ、３歳になって総合施設（仮称）に移るとか、幾つか移動することは当然ながら

あり得るわけです。図にありますような連続性という意味で、これは理念としても

ちろん連続だというだけではなくて、具体的な連続性。例えば、乳児保育所に預け

ているお子さんが近所の総合施設（仮称）に移る場合に、乳児保育所でその子が経

験したことを総合施設（仮称）の方で十分理解できるような何らかのつながりをつ

くるとか、家庭的保育ということはつまり保育ママさんになる方が家庭にいらっし

ゃるわけだけれど、それと近隣の総合施設（仮称）と何かつながりをつけるとか、

そういう意味での連続性は保障していきたいということであります。基本的には、

そういうことで御懸念に対してできる限り対応しようということです。 

 ちなみに、これは一体化のワーキングチームで出たんですかね、総合施設（仮称）

における保育をする先生の仮称は「保育教諭」となっていて、足して２で割りまし

たけれども、しかし、足して２で割っただけではなくて、「教諭」という意味は、

学校教育上の学校教育を行うという意味で教諭、先生ですよね。同時に、ここの説

明にありますように幼児期を対象とする指導、それは保育、養護と教育を合わせた

という意味での保育なんだという意味で、それを強調する意味で「保育」。残そう

という意味で、仮ですけれどもそういうことを考えています。 

 では、秋田委員どうぞ。 

○秋田委員 繰り返しになる点も多いかと思います。１つは、５回の会議の繰り返

しの中で、１つの基本理念に向かってつくられている基本指針であるとの共通の了

解がいろいろな立場の方から得られている。そして、こども園（仮称）の指定基準

も、この図を見ると５つの施設がそれぞれ現行法で位置付いていますから、その法

律で守られることは極めて重要なことだと思っております。 

 ただ、最終的にはいろいろな施設の形は残るものの、御園委員が言われたように、
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図としては、幼保一体化ワーキングチーム等でも話をされてきたのは、総合施設（仮

称）がある一つの理念型になっている中心部分というのでしょうか、今、現行の５

つを並列されている図を、少し工夫をしていただきたい。総合施設（仮称）も総合

施設保育要領（仮称）ですが、先ほど無藤座長が言われたように、幼稚園教育要領

と保育所保育指針を基盤とするとか、「客観的基準を満たしたその他の施設」につ

いてもそれを準用するとか、多様な保育事業においても基本理念は共通するという

ような、共通部分が見えるとよいと思います。この図の中に、それぞれ現行法は違

うので、明らかにそこは現行を守らざるを得ませんけれども、通底しているところ

の共通性がもう少し図に表れると私どもはわかりやすくなるという印象は持ちます。

御園委員も言われましたし、島田委員も話をしてくださったし、それぞれが言われ

ている部分と同じと私自身は思って伺っておりました。 

 「子ども・子育て新システムに関する基本指針（仮称）」の語です。この「新シ

ステム」という用語が私の中でも藤森委員が言われたように、「子ども・子育て指

針」とか、「子ども・子育て基本指針」というような形で議論してきて、システム

だけを問題にするのではなく、あくまでも子どもを中心にした在り方から議論をし

てきたので、この用語については今後の検討かと思うのですけれども、もう少し柔

らかく親しみのある名称にならないのかというのが１つです。 

 そして、きっとこれは図の中に書き込むだけの余裕がないので入っていないと思

いますが、「子どもに関する理念」のところで、どんな子どもに育って欲しいかと

同時に、子どもはいつか大人になるので、どんな大人に育ってほしいのかという姿

も記入が必要であります。この理念部分に質の重要性が書き込まれることによって、

指定基準の方で質のチェックの重要性が対応し、それから、「子育てに関する理念」

のところでも、先ほど竹下委員がお話になったように、各施設間の連携のような、

地域の中での連携、子育ての意義や過程と、それぞれの場の重要性だけではなくて、

地域の中での連携が基本理念になることが書き込まれ、それが指定基準では横に地

域の中でつながりが見える形で、指針の中の基本理念が具現された共通性が指定基

準、名称は違うかもしれないし、細かなところは違っても通底している形の表現に

なると、よりわかりやすくなるのではないかと考えております。 

 「子育て」の中で１つ、今、伺っていて入れていただきたいと思うのは、総合施

設保育要領（仮称）の方では注記の１に入っているんですが、親と連携しつつも保

育は専門家の仕事であるという部分、多様な保育事業も含め、保育ママさんも保育

ママさんの研修があり、専門家であるというところの専門性を「子育てに関する理

念」の中で書き込む、基本指針（仮称）の中に入れていただく形で、個別の各指定

基準と基本指針（仮称）の中の基本理念が対応して見える形になると、よりわかり

やすくなるのかなと、皆さんのお話を伺っていて思ったところでございます。 

 もう１点は、先ほどからお話がございましたが、総合施設保育要領（仮称）、こ
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れはまだ仮称ということでございますが、このワーキングチームでずっと話してき

て、「保育」という言葉を学校教育法でも保育所保育指針でも使い、それが名称と

してここに書かれていることの意味は大変大きいと思っていますので、一つの新シ

ステムの中で行われていく、特に集団の場で行われていく行為は「保育」であると

いうところを、保育要領として名前を考えていただけるとよろしいのではないかと

思っております。 

 以上です。 

○無藤座長 すべての御指摘、全くそのとおりだと思いますので、そういう方向に

させていただきたいと思います。 

一通り委員の方々に発言していただきましたが、更に重ねてということで。 

どうぞ、藤森委員。 

○藤森委員 １つがちょっと具体的な、単純な質問かもしれないんですが、ゆくゆ

く総合施設（仮称）になって、とりあえずは幼稚園、保育所とか形が残るはわかる

んですね。急速に１つというのはあるんですけれども、その中の保育所保育指針と

幼稚園教育要領がそのまま残るというのがちょっとわからなくて、一緒にしたもの

をつくるんだったら全部をそろえてもいいような気がするんですね。先ほど言った、

いわゆる指定基準の違いの面積とか、施設設備とか人員なんかの違いというのは何

も指針に書かれているわけではないので、もう今回はすべての内容を１つにして、

設備とか、そういうところの指定は違うところで決めてもいいのかなというのが１

つ。 

 もう一つは、告示化されている大臣によっているのかなという気がしているとき

に、今度の新しい教育要領がどの大臣からの告示になるのか、３つに分かれている

指針とあれが残っている意味もあるのか、裏でどうやろうとしているのかなという

のをちょっと考えました。 

○無藤座長 最初の部分なんですが、おっしゃるように１つにまとめて、それを幼

稚園なり保育所なり、総合施設（仮称）で参考にしてもらうという案は検討したん

ですけれども、２つまずい点があると思います。 

 １つは根拠法が、幼稚園、保育所でどうしても異ならざるを得ないので、ここら

辺で法令的にややこしくなるというのがあるんです。もう一つは現場側の問題とし

て先ほど出ましたけれども、例えば幼稚園として残る部分というのは、３歳未満や

預かりはしてないところですね。それでも総合施設（仮称）について、当然ながら

書き込まれるわけです。そうすると、幼稚園の人は総合施設保育要領（仮称）１本

ですと、「ここからここまでを読んで、あとは無視しなさい」みたいな指示を入れ

なければいけなくなるわけなんですね。何か書いて現場が混乱する場合もあるので、

幼稚園の人は文書化したらとにかく隅から隅まで読みなさい、総合施設（仮称）の

人は隅から隅まで読みなさいという方がシンプルだというのが、もう一つの理由と
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してあります。ただ、もちろんおっしゃることも別案としてあるので、それもまた

もうちょっと検討したいと思っています。 

 告示化も今、事務局の方で検討していただいております。つまり、総合施設保育

要領（仮称）はつくられたら当然告示されますが、幼稚園教育要領、保育所保育指

針もどのぐらいの手直しかはわかりませんけれども、手直しされるでしょうから、

もちろん改めて告示ですね。それが、例えば管轄が文科省、厚労省、内閣府と別々

になるのか、あるいは１本になるのか、あるいはそれら３つが別にしてもまとめて

告示するということは、私はよくわかりませんが、例えばそういうようにするとか、

あるいは特定の内閣府の方で全部まとめるようにするとか、その辺は法令上のイメ

ージもまだはっきりしないようでありますし、そもそも今後の国における管轄をど

う整理するかというのは、たしか前回の基本制度ワーキングチームかどこかのとこ

ろで副大臣のおっしゃった範囲では、できる限り内閣府に１本化したいとはおっし

ゃっていましたけれども、まだ決定ではないのではないかという気がしますので、

その辺も含めて検討していくことかと思います。しかし、基本的には御指摘のよう

に、できる限りつながりがわかりやすくなるようにしたいということだろうと思っ

ています。 

 それでは、ほかの方で何か。渡辺委員、どうぞ。 

○渡辺委員 私は全国認定こども園連絡協議会というところを代表して参加してい

るんですが、この会ができたきっかけは、「総合施設」が三十何園できたことです。

「総合施設」から認定こども園になって、こども園（仮称）が出てきて、また総合

施設（仮称）に戻っていくというと、ちょっと名称的には複雑な思いがあります。

認定こども園ができていく過程の中で、やはり市町村も含めてなかなか進んでいか

なかった。その問題もずっと抱えながら認定こども園にしたいんだけれども、でき

なかったという園もあったりすると、いろいろ議論は聞きながらも、総合施設（仮

称）というのは認定こども園とどこが違うのかなとか思ってしまいます。結局幼稚

園とか保育所とか、いろいろな施設をまとめていって乳幼児のことを考えながら、

総合施設（仮称）という名前にしていくのがいいのかなとも思います。そういうと

ころでは保育要領（仮称）という、「保育」の言葉が残ったことに関しては、私も

すごく大事なことだと思います。その一方で、総合施設（仮称）という１つの形に

なっていくという形はわかるんですけれども、やはり（いままで認定こども園のと

ころで議論されてきたような）いろいろな問題がどこまでクリアされていくのかな

という思いもあります。 

○無藤座長 まず総合施設（仮称）という名称はあくまで仮称ですが、といって、

別案はまだ思いついていません。総合施設（仮称）という名前ではいかないと思い

ますけれども、いい案が出てこないとそれはわかりません。 

 もう一つは、今の認定こども園とどこが違うかですが、実質的にはほぼ同じだと
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思いますけれども、重大な違いが１つあります。それは認定こども園が、なぜあま

り普及しないかということについて、私も関わって調査なり、ヒアリングなり、い

ろいろ文科省・厚労省の方でしていただいたわけでありますが、一番大きな問題は、

やはり幼稚園は学校教育法で保育所が児童福祉法であるだけではなくて、補助金シ

ステムがそれぞれ違うわけですね。そうすると、どうしても会計としては２種類が

並行せざるを得ない。幾らそろえても根本は変わらないわけですけれども、今度の

総合施設（仮称）については総合施設法（仮称）になりますし、補助金は市町村で

一体になっていますので、そういった実情の不便は完全になくなるわけです。 

 そういう意味で、実態として幼稚園・保育所を合わせた保育の展開は、今までの

認定こども園の継続・発展だと思いますが、運営としては極めて楽になるというか、

明確になると期待しております。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○松田委員 ありがとうございます。子育てひろば全国連絡協議会の松田です。 

 ２つ目の議題にも入っていくのかもしれないんですけれども、子育て支援という

部分に関してです。まず、先ほど無藤先生が御紹介してくださっていたコーディネ

ーターの件は、たしか基本制度ワーキングチームの方では、地域子育て支援拠点に

子育て支援コーディネーターを配置するという形で示されてきているように思って

います。これは、私ども地域子育て支援拠点のネットワークでも大変重要に受け止

めております。 

 保育や施設のサービスが、どれがあって、これがいいのではないかという相談に

乗るということだけではなくて、やはり地域の側の親や子どもに近い側にあって、

どこの施設でもない地域の拠点で、寄添い型の支援という形で、こういった形のサ

ービスがどうあったらいいかということを一緒に考えていくという部分において、

やはり子育て支援の専門性というものが必要なのではないかと考えます。 

 今の形ですと、子育て支援とかいろいろなところをつないでいくといったことが、

主に２部の方に書かれています。もちろん、今度の総合施設（仮称）というところ

の中の機能として、この部分が大事なんできちんとやりなさいよということで、こ

の中に示されていくこともすごく必要だとは思うんですけれども、それ以外に理念

の方にきちんとそれらをつなぐ、もしくはそういったところが計画や質の評価とい

ったところにも関わりながら、客観的に見ていく第３の場として必要になっていく

重要性があるということを、この指針の中にもきちんと盛り込んでいただけたらと

考えます。 

○無藤座長 そのとおりにしたいと思いますが、一言加えると、確かに総合施設（仮

称）において子育て支援というものが、今までの認定こども園もそうですが、いわ

ゆる保育と並ぶ柱として重視されるわけです。これは従来の幼稚園・保育所以上に

子育て支援に力を入れることになります。 
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 それはここで説明を省いておりますけれども、地域における子ども・子育て会議

（仮称）において、当然、子育て支援を含めていくわけですが、その際に、例えば

今、厚労省の方で赤ちゃん訪問事業、赤ちゃんのいる家庭を市町村側が訪問してい

ろいろ助けるということです。それが展開されておりますけれども、そういうもの

も含めて子育て支援なんですね。そこを新しい総合施設（仮称）が担うとは限りま

せん。別のところがやるかもしれませんけれども、いずれにしても市町村としてそ

こに責任を持つ。また、家庭に対する支援と総合施設（仮称）のつながりをかなり

付けようという方向になりますので、松田委員の御指摘の方向でやれるのではない

かと期待しております。 

 どうぞ。 

○島田委員 質のことが随分話に出ておりまして、やはりこうなってくると先ほど

からお金のことが随分出ておりましたけれども、これはどうしても避けて通れない。 

 今、ちょうど私がいます山口県の防府市というのはマツダさん、いわゆる自動車

工業界の関係で、７月、８月、９月の日曜日の保育をしてくださいということで、

ちょうど村木さんもいらっしゃいます。本当に最低基準の厳しさというのは、本当

に厳しいなと思っています。「１日、日曜日を保育する。７月、８月、９月のその

ときだけ来てください」といっても都合のいい人はなかなか見つからないわけでご

ざいまして、どうしても職員で回していかざるを得ない。 

 私たちの市で、大体 300 人ぐらいの希望がある。それをどう振り分けるかという

ことでこの間も会議をやったんですが、もう小さいことは言うなよと。今回は国難

という言葉を使えばそれかもしれませんけれども、初めて雇用と子育て支援がクロ

スする話ではないかと言ったんですよ。雇用と子育て支援というのは近くにありま

したが、決してクロスすることはなかったんで、初めて現実的にクロスするわけだ

から、やれるだけやってみようといってやったのはいいんですけれども、７月から

実習をするんですが、実際に最低基準の中で、あの職員配置で回そうと思ったら本

当に厳しい。 

 このことだけはどうぞ御理解をしてやっていただいて、お金のことを言うわけで

はないんですけれども、例えば今度、幼稚園の方は総合施設（仮称）になれば給食

施設を補助しよう。では、保育所はどうなんだ。例えば年長さんで 20 対１という配

置だったときに、子どもが 40 人いる。では、40 人を先生が２人で見ればいいのか。

そういうことでは質の問題は担保できないんだろうと思いますね。やはりもう一部

屋きちんとした部屋があったりすると、随分違ってくる。 

 そのようなことは多分書かれてないような気がいたしまして、どこの話なのかは

わかりませんが、できたらその辺りも条件の中に入れていただくといいますか、考

え方の中に入れていただいて、今の最低基準はやはり直面すると本当に厳しかった。

でも、雇用と子育て支援というのが初めてクロスするところと私はとらえています
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が、その中でしっかり受け止めていきたいし、今後もこれを糧にしていきたいと思

っておるところです。 

 以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。私も本当に心配もし、希望もする部分なんで

すが、１つは、ここには書いてありませんけれども、基本的な施設・設備等、ある

いは配置基準等につきましては現行の幼稚園・保育所もより高い方をできる限り基

本とするという方針です。しかし、それだけではなくて先ほどの財源のことももち

ろん大きいんですが、ともかく頑張っていただいて、保育士、幼稚園教員の配置基

準について何らかの改善を進める。０～５歳まですべてでうまくいくかというのは、

やってみなければいけないというか、予算交渉ですから私は何とも言えませんけれ

ども、少なくとも今のような一部のひどい状況について、是非改善を図っていただ

きたいということは基本制度などのワーキングチームでもかなり強い要望として出

ているので、事務局側、または政務官、副大臣も十分に理解して、多分今日も交渉

されているだろうと思いますが、是非頑張っていただきたいと思っています。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○王寺委員代理 渡辺委員の後で言おうと思って手を挙げたんですが、たくさん入

ってらっしゃったんで、私も総合施設（仮称）というのに疑問を思っております。

子どもの姿や、子どもというものがないと何の「総合施設」なのかということがあ

りますので、その名称については同じような意見です。 

 もう一点、先ほど無藤先生から説明を受けたんですけれども、各施設において指

針、要領、保育指針があることがいいという説明のときに、例えば幼稚園の先生は、

０～２歳は読まなくてもいいというときに私はちょっと、「えっ」と思っていたん

ですが、０～２歳の姿があって３歳があるとこの間も私自身が現場で感じていたの

で、０～２歳のことも、やはり幼稚園の先生は読むべきである。ですから、施設に

よってそういう子どもの育ちは違うことではなく、例えば家庭の０～２歳も、保育

所または総合施設（仮称）の０～２歳も同じ育ちをしていて、同じような思いで子

どもを育てていくということの観点において、こども指針（仮称）というのがある

のではないかなと私は思っていましたので、やはり１本でお願いしたいなというこ

とを思います。 

 以上です。 

○無藤座長 最初の名称は、是非いいアイデアがあったら事務局にお寄せください。

最初はこども園（仮称）と思っていたわけですが、こども園（仮称）が全体の名称

になりましたので、何か違うものが必要なんですね。それは是非お願いします。 

 ２つ目のことですけれども、現場にとって詳細に読むべきものはわかりやすい方

がいいと申し上げたのは、関連するところを勉強しなくていいという意味ではない

わけですね。例えば幼稚園の方はおわかりだと思いますけれども、文科省の方で各
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幼稚園に幼稚園教育要領を配付しているんですが、その配付には保育所保育指針と

小学校学習指導要領が含まれている。また、小学校の教員に配布したものには幼稚

園教育要領と中学校の資料、要するに、前後か隣を入れるという形で文科省として

は配付しています。それはもちろん勉強してくださいということです。 

 それと、まさに専門的に保育する場合にただ読むのではなくて、一言一句具体化

しなければならない部分とは、やはり分けて提示した方がいいのではないかという

のが私などの考えなんです。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○御園委員 これまでの指針の話の中で、第一部の総則のところで「家庭を含むす

べての子育て関係者を対象とし、法的規範性を有しないものとして策定」という言

葉がございましたが、現在、保護者の様子を見ていて、親になって初めて抱いたの

が自分の子、中高生になっても子どもを見たことも抱っこしたこともないという人

が非常に多くなっています。ですから、こども園（仮称）あるいは総合施設（仮称）

は、人が育ち、育てる場として人類普遍の価値である子育てを共有して、継承して

広げることを通じて、社会に貢献できるような役割も担うところになっていかなけ

ればいけないのかなと思います。 

 それとともに、現在、保育所では保育者養成校の実習生あるいは看護学生、ある

いは小中の教員、いろいろな方の体験学習や実習をお受けしています。そしてまた、

小中高生等も職場体験学習あるいはいろいろな形で来ています。そういうことから、

新しく作る指針のなかには、次世代育成についてどんな形かでも示されたらいいか

なと思っています。 

 以上です。 

○無藤座長 貴重な御指摘をありがとうございます。最初の部分は本当におっしゃ

る理念が大事だと思います。 

 基本指針（仮称）と呼んでいる部分について、法的拘束力を入れることはやはり

難しくて、例えば「親は必ず抱っこしなさい」と書くのは変なので難しいと思いま

すから、一般理念を示すしかないとは思います。 

 ２つ目のことは、これまでどのワーキングチームでも議論されておりませんが、

いずれどこかで私も議論してほしいと願っています。多分、この子ども・子育て新

システムが法令としてできた次の段階は当然、何か別のチームをつくって養成の問

題を議論するんだろうと思うんですね。その折に、まさに御指摘のこと、つまり養

成というのは従来の保育所・幼稚園教育をどう合わせるかということだけれども、

同時に必ず実習をするわけです。 

 逆に言えば、幼稚園・保育所、今度は総合施設（仮称）ですが、言わば実習生を

受け入れて指導する義務があるわけです。その義務規定とか、その際に手間がかか

るわけですけれども、そのための補助とかは、現行は極めてあいまいです。ないに
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等しいと言ってもいいんですが、そこら辺をしっかりしてくれないと私は養成校の

教員でもあるので、幼稚園・保育所にお願いする立場ですけれども、困るわけです。

ひたすら幼稚園・保育所の善意にすがっているわけでありまして、何か制度化して

ほしいなと私も願っています。 

 どうぞ。 

○荒木委員 全国国公立幼稚園長会ですけれども、今の話に関連しまして、幼稚園

の方も職場体験などはかなり受け入れております。幼小の接続もあって、高学年と

幼児との交流というのももちろんありますし、中学校の職場体験、高校生の職場体

験、あらゆる世代と関わることによって人との関わりを子どもたちが経験できるよ

うに、そういう力を持てるようにということで、指導と合わせて受入れを互恵性の

ある活動になるようにとしております。 

 そこに、先ほど秋田先生が基本指針（仮称）のところに「どんな大人になってほ

しいかという言葉も」とか、「社会・地域との連携も抜けないように」というお話

がありましたが、そこにいろいろなことがつながっていくのかなと思います。次世

代育成計画の中で最近の年月の中では、そうした職場体験や交流ということは、今

どんどん広がってきていると思いますが、そこは大きな理念の中に必ず入っていく

べきだなと思います。 

 公立幼稚園の立場だと、実習生の受入れは必ず教育委員会を通して入ってきてい

ますし、実習生を受け入れることで幼稚園教諭の方も力をつけるという、お互いに

いいことにもなってきますので、ともに学ぶためにもこのような機会をしっかり入

れていくということは大切だと思います。 

○無藤座長 ありがとうございました。 

 秋田委員、どうぞ。 

○秋田委員 今の一連のことにつながって、養成の問題とどんな子どもに育ってほ

しいかということで、子ども・子育て新システムは学童クラブ等も、放課後の問題

も入ってくると考えております。その意味で、家庭・地域を含めたすべての子ども

・子育て関係者というのが、どうもイメージとして、子ども・子育てが乳幼児期の

家庭と保育の関係者にととらえられがちであります。だが、特にこれが内閣府なり

に所属するようになるとしても、総合施設（仮称）は今後、学校教育法と児童福祉

法の両方に位置づく施設であるということがあります。 

 今日は、前川審議官、徳久審議官もお越しになっておられますから、これは形に

なった以後の問題ですけれども、学習指導要領を出すときに幼稚園教育要領がつい

ているように、これもやはり子ども･子育ての基本指針が、その特定の要領や指定基

準の要領だけではなく、小学校以上の教育とつながっていく形を見通してやってい

く。 

 また、基本指針（仮称）の対象にも子ども・子育て関係者、教諭等を入れていた
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だけるとよいかと思います。今回、首長の方の担当で市区町村も動きますけれども、

それでも教育委員会が重要な役割を担うと考えていますので、そうした方も対象に

なる「基本指針」という意味合いをつけ加えていただけるとよろしいのではないか

と考えます。 

 以上です。 

○無藤座長 ありがとうございます。 

 特に後の方の指摘は多分そういう方向で、既に他のワーキングチームで出てきた

と思います。 

 最初の方の学童保育については、学童保育をどう位置づけるかの議論そのものは

他のワーキングチームでしたわけですが、そこでの教育の在り方とか小学校とのつ

ながりについては十分議論されていないし、そもそもそういう議論をするような議

題になっていなかったように思います。ですから、それは私の発言する権限のこと

ではないんですけれども、これは私の個人的な意見ですが、「学童保育指針」みた

いなものが当然あるべきだと思います。それは厚労省にお願いするんですかね。内

閣府にお願いするんですかね。いずれどこかで、是非検討していただきたいと個人

的には思っております。 

 さて、いかがでしょうか。どうぞ。 

○田中委員 田中です。 

 幼児教育センターの機能といいますか、先ほどから実習であるとかさまざまな議

論がされておりますが、そういう部分は幼児期にどういう教育がされるべきなのか

という視点でのまとめというのが必要かなと。子育ての支援という部分はかなり明

確に打ち出されておりますけれども、幼児期の教育はどうあるべきなのか、そして

それをシステムとしてどう構築していくのかということを、やはりもう一点加えて

いただきたい。 

 そのことが、私は幼と小の接続という部分に関して、幼稚園教育要領のところで

も議論されたわけですけれども、一定、質の違いがあることを前提としながら、ど

う接続するのかというような部分があったと思います。全く同質の小学校の下請け

でないというようなことはずっと言われておりますが、では、質の違いはどこにあ

って、幼児期に特に教育的側面の中で大切にしなければならないものは何だろうか

ということを丁寧に書き込んでいきながら、幼児期の教育センターという機能とい

うものを新たな施設も十分果たさなければならないということを明記してほしいと

思います。 

○無藤座長 その点は、まさにおっしゃる方向にしたいと思います。主な意見のま

とめの最後の方に小学校との連結・接続についていろいろ書いてありますけれども、

その辺は昨年度の文科省による幼児期の教育と小学校教育の接続というものをここ

でも紹介したと思いますが、それを踏まえながら書き入れるということであります。
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したがって、その総合施設保育要領（仮称）はもちろんですけれども、幼稚園教育

要領や保育所保育指針の方にしても、もうちょっとその部分を拡充するという方向

になると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。今日は特に御意見がなければ早く終わってもいいとい

うことになっているんですが、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○和田政務官 政務官の和田でございます。今日も熱心な御議論をありがとうござ

います。時間が余ったらと思っておりましたので、少しお時間をいただいて発言し

たいと思います。 

 今日の御議論の中でいろいろお聞きしていまして、それぞれの立場から非常に熱

心に子どものことを考えていただいているのはよくわかりました。ありがとうござ

います。少し内容に入る前に大きく皆様方に感謝しつつ、皆様方の地位がこれから

の我々にとって非常に重いものでもあり、貴重なものであることを少し概念整理し

ていきたいと思います。 

 こういったワーキングチームはいろいろな名前が付きますが、とにかく世の中の

皆様方にお集まりいただいて審議する場というのが、少なくとも政権交代以降、か

なり変容を遂げていることをもう一度、認識していただければというふうに思いま

す。私自身、役所機構を経て、今ここに座っておりますが、旧政権下では、むしろ

こういった場は役所並びにその上に立つ政治家、それらがやろうとしていることに

対して、最終的にお墨つきを得る場だというようなことが世間でもよく言われてき

ましたし、私自身も結構その自覚を持ってやっておりました。 

 しかし、政権交代して以降、少なくとも今の与党にいる政治家の大多数の意識と

しては、こういった審議をしていた場はまさに世の中の集大成として、どのような

御意見がどのぐらいの分布であるのかということを聞かせていただく場だと思って

います。 

 何が申し上げたいかというと、皆様方こそ一つひとつのテーマについて、国民意

思を決定していただく当事者だということでございます。こちらにいらっしゃるお

二人の先生を初め、そちらにいらっしゃる各委員の方々が、それぞれ自分が子ども

に向き合ってきた立場とすれば、かくあるべきだということをむしろ自由におっし

ゃっていただくべきなのであって、もっと言えば、こちら側に私を含めて我々は座

っておりますけれども、本当にその議論の結果、やはり世の中を変えるべきだとお

っしゃるのであれば、我々は法改正もいとってはいけない立場でございます。 

 今日の御議論を聞いておりまして、例えば法律に書いてある用語の問題について、

幾つか御意見がありました。本当にわかりにくいのであれば、やはり法を変えよう

とおっしゃっていただいてよろしいのではないかと思っています。私、こう言いな

がら、現実の立場もわきまえなければいけない役所側を担当していますので、そう
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やっておっしゃっていただきながらも役所側の方から「そうおっしゃってくださる

んですけれども、我々に限界がございます」という御説明を差し上げることもある

でしょう。しかし、国民の皆様方の集約された御意見が本当に法改正ということな

のであれば、それは、例えば数年間をかけて、いろいろな諸所の法律が今日、問題

になりました。学校教育法の児童ということも、その他の法律も変えていかなけれ

ばいけません。それはある程度、タイムスパンがかかることでございますが、本当

にその意思が皆様方の御議論の結果、出てくるのであれば、それをきちんと受け止

めるのが私どもの政務の役割だと思っています。 

 行政機構として言えば、内閣府にしましても、厚生労働省、文部科学省にしまし

ても、それぞれ与えられた法律の中で仕事をするのが日本国憲法以下の法制の枠組

みでございますので、それを説明させていただきますが、法律は国民のためにある

のであって、国民の皆様方の使い勝手が悪いのであれば、それは変える方が自然な

のでございます。ですから、それを変えることは私ども立法府におる者の役目でご

ざいます。 

 今まで私も何本か法律を書いてきましたけれども、本当にそれが国民の御意思な

のであれば、我々が責任を持って法律を書かなければいけないと思っていまして、

今までは行政府の中にありました内閣法制局以下、法制の解釈権限を基に「なかな

か変えられません」ということをたくさん言ってまいりました。それは私自身もあ

るときはその一員でしたので反省いたしますが、本当の意味で、ここの御議論の結

果です。一人の当事者ということでおっしゃっているだけではだめですが、この議

論の結果、本当に法律を変えた方がよいということになるのであれば、それは我々

がきちんと受け止めさせていただきたいと思います。 

 ですから、これから最後のとりまとめまでの間に、そういったところも視野に入

れていただきながら、将来宿題を与えていただく形でも私は結構だと思って、今日、

お聞きいたしました。そういった意味で、皆様方が本当に国民の代表であること、

もっと言えば、１つお願いしたいと思いましたけれども、それぞれ幼稚園の当事者、

保育所の当事者、そして親の当事者、そういった方々がいらっしゃるわけですが、

御自身の立場を越えて自分が別の当事者だったらどのように子どもに向き合うべき

なんだろうか。子どもというのは大人全体を見ていますので、幼稚園に行っていれ

ば幼稚園、保育所に行っていれば保育所、家庭で育てられれば家庭というふうに、

子どもに一人を見よというのは無理な話でございまして、そういった意味から、自

分の立場を越えていただいて御議論いただく。例えば国会議員であれば、自分の選

挙区に帰って選挙区の方々の御意見を聞くことも大事ですけれども、本当の意味で

議論をしなければいけないのは国民全体の立場でございます。それと同じようなこ

とが皆様方にも言えるのではないかと思いまして、そういった意味で皆様方のお立

場、ここに選ばれて座ってらっしゃるのは非常に重いものだということを御認識い
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ただければと思います。 

 それから、諸所で出ました財源論。私は財務省におりましたもんですから、今ま

で子どもの分野に財源を配置できなかったことは、その一員としても反省し、申し

訳ないと思っています。これからしっかり自分自身、活動の重点に置いていきたい

と思いますが、その財務省の経験を踏まえて申し上げますと、こういうことが言え

るのではないかと思います。 

 社会保障の分野に通じて、とにかく国費の投入が随分必要になっていることは御

存じのとおりであり、それは厚生労働省やほかの関係省庁を中心に、しっかり御用

聞きいただいて実現するよう動いていくわけですけれども、財務省とてそれを必要

でないと思っているわけではないわけでして、どうやって限られた財源の優先順位

をつけて配分するかということでございます。財務省の向こう側には国税の納税者、

つまり、納税者は皆様方ですから皆様方がいらっしゃるわけですが、どのように配

分するのが一番御納得いただけるかという視点を持って配分すべき立場にあって、

そのように 100 点満点はとれていないと思いますが、それに努力している役所でご

ざいます。 

 そういった意味では、この御議論を子ども・子育てに対する国が出すべき費用が

相当部分あるということは当然認識しつつ、しかし、ほかの分野の方々も同じよう

におっしゃります。年金も医療も介護も、ほかの諸所の制度の要求もございます。

何が一番重点的に配分する決定的な要素になるかというと、この分野がまとまって

いるかどうかでございます。つまり、子ども・子育て分野において皆様方の御議論

の結果、「これでいくんだ」とみんなが統一した気持ちを持っていただいて、これ

が国民の意思だということを提示していただければ、それはほかの分野よりはるか

に優先度が高いという認定をせざるを得ないということにつながるんだと思います。 

 ですから、私は今日の細かな御議論を申し上げるつもりはございません。つまり、

この御議論の結果、こういう方針でこの数年間、子どもをしっかり育てていきます

ということを、このグループ全体で意思統一をしたんだということが受け取れるよ

うな結果を、導き出していただければいいと思います。それさえあれば、私自身も

担当政務官として、本当に自分の職をかけて頑張らせていただきたいと思います。 

 子どものことが、ほかの世代に向けての社会保障と比べて少なくてよいとは決し

て思いません。思いませんが、それをしっかりと世の中に反映させていくためには、

この世代のことを考えているグループが、もう一致結束して予算要求しているとい

う姿が世の中に投影されるべきではないかと考えていますので、そういった意味に

おきまして、皆様方のいろいろなお立場がおありなのはよくわかっていますけれど

も、できるだけ統一していただければと思います。 

 以上です。 

○無藤座長 貴重な御説明と方向、あとは本当に政務官、副大臣の御努力を大いに
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期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、そろそろ整理ということにしたいと思いますけれども、本ワーキング

チームは昨年９月からスタートしておりますが、毎月ということではなかったので

ありますけれども、６回にわたって会議を開きました。皆様からさまざまな貴重な

意見をいただいてまいりました。それは、先ほどの資料で整理されているとおりで

ございます。その資料を基に、今日はまた、まとめての枠組みを示したわけでござ

いますが、こども指針（仮称）といいますか、基本方針（仮称）、また、その他の

保育要領等でありますけれども、その在り方がかなり鮮明になってまいりました。 

 幾つか表現の仕方や、また別のまとめ方があるのではないかという御指摘を今日、

ちょうだいしております。おおむね大きな方向としては御賛同いただいたと理解し

ましたけれども、幾つかの点についてはまだまだ整理をしなければならない部分が

あります。また貴重な御指摘の中で、今後の法案づくりに是非生かしていただきた

いと思います。その後の具体的な要領作成、基本方針作成で、多分、国でやるであ

ろうということも多くあったと思います。 

 しかしながら、今、政務官から御説明いただいたようなことがあります。つまり、

この幼保一体化を含む子ども・子育て新システムというものが、聞くところにより

ますと、６月中にとりまとめられるところの税と社会保障の一体改革に歩調を合わ

せていくといいますか、そこに組み込んでいただくためには一定のまとまった結論

にする必要がある。それによって初めて要求が力を持つというのは、まさに政務官

の御指摘のとおりのように思います。 

 そういう意味で、これまでの議論、また、本日さまざまな御意見をちょうだいし

たわけで、それを踏まえまして、このこども指針（仮称）ワーキングチームという

ものを一旦中締めという形にさせていただきたいと思います。残念ながら、ではな

いな、まだ終了ではないんですね。もしかしたら続くかもしれないんですけれども、

残念なのは私だけです。 

 本ワーキングチームでのこれまでの議論を、今度は座長として私が基本制度ワー

キングチームに報告するということを指示されてございます。そういう意味で、本

日いただいた御意見をできる限り組み込んだ形で資料を修正いたしまして、基本制

度ワーキングチームの御報告にしたいと思います。 

 その際、皆様方委員お一人お一人に確認してという期間的ゆとりがあるかないか

はわかりませんので、この際、座長の私に御一任いただいて、できる限りわずかな

期間でも何人かの委員については御意見を伺うように、事務局から連絡が行くと思

いますけれども、座長に御一任ということでいかがでございましょうか。 

（「はい」と声あり） 

○無藤座長 では、よろしいということで、ありがとうございました。 

 それでは近々なんですけれども、次回の基本制度ワーキングチームがございます
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ので、座長として責任を持って本ワーキングチームの議論の報告をさせていただき

たいと思います。 

 もう 12 時にかなり近くなりました。本日の会合はこれにて終了いたします。今日

は本当にありがとうございました。 


