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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 
幼保一体化ワーキングチーム 第１回会合 

 議事次第 
 

 

                   日 時：平成 22 年 10 月 14 日（木） 9:30～12:09 

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

 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  （１）会議の運営について  

（２）子ども・子育て新システムの基本制度案要綱について  

（３）幼保一体化の検討について  

（４）意見交換  

 

３．閉 会  
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○藤原参事官 皆様、お待たせいたしました。それでは、定刻となりましたので「子ども・子育て新

システム検討会議作業グループ 幼保一体化ワーキングチーム」の第１回会合を開催いたしたいと思

います。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す。 

 本ワーキングチームは、子ども・子育て新システム検討会議作業グループの下に位置づけられてお

りますので、作業グループ主査の指名によりまして、座長を大日向委員とさせていただきたいと考え

ておりますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○藤原参事官 ありがとうございます。それでは、大日向委員、どうぞよろしくお願いいたします。

ここからの司会を座長よりお願いいたします。 

○大日向座長 ありがとうございます。座長の御指名をいただきました大日向と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、本日は、子ども・子育て新システム検討会議作業グループより、

末松義規内閣府副大臣、林久美子文部科学大臣政務官、田嶋要経済産業大臣政務官が御出席くださっ

ておりますので、一言ずつ、ごあいさついただければと思います。 

 まずは、末松副大臣からお願いいたします。 

○末松副大臣 皆さん、おはようございます。子ども・子育て新システム検討会議作業グループの主

査を務めております、内閣府副大臣の末松義規でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 去る６月に、少子化社会対策会議におきまして決定されました子ども・子育て新システム基本制度

案要綱を受けまして、平成 23 年通常国会での法案提出を目指して、具体的な検討を行うために、今

般、子ども・子育て新システム検討会議作業グループにおいて、３つのワーキンググループを開催す

ることといたしました。 

 この幼保一体化ワーキングチームにおきましては、幼稚園、保育所、そして認定こども園の垣根を

取り払って、そして新たな指針に基づいて幼児教育と保育をともに提供する、仮称でございますが、

こども園という形の機能の在り方、こういう幼保一体化を進める上で、具体的な形をどういうふうに

やっていくか、ここの議論を深めていただきたいと考えております。 

 このワーキングチームの議論を踏まえて、私としても全力でもって新しい仕組みができるように努

力をしてまいりたいと思います。 

 委員の先生の本当に忌憚のない御意見を心からお願い申し上げて私のごあいさつとさせていただ

きます。 

 よろしくお願いします。 

○大日向座長 ありがとうございました。続きまして、林文部科学大臣政務官、お願いいたします。 

○林政務官 皆様、おはようございます。御紹介いただきました、文部科学大臣政務官を務めさせて

いただいております、林久美子でございます。 

 この幼保一体化の問題というのは実に古くて新しい問題なんだと思っております。帝国議会の頃か

ら議論が重ねられてきた問題でもありながら、なかなかそれが実現されてこなかった。 

 そうした中で、やはり時代も変わり、保護者の就労形態も変わってきた、社会が大きく動いてきた
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中で、とにかく子どもたちの視点に立って、チルドレン・ファーストという視点で、すべての子ども

が質のよい教育、そして保育を年齢に応じてしっかりと受けていくことができる、まさに屋台骨の部

分のテーマであると思っております。 

 これまでの幼稚園、保育所のよいところは十分に生かしながら、とにかく子どもたちにとってより

よい環境をつくっていくために、皆様方の御意見や御指導をいただければありがたいと思っておりま

す。 

 どうぞ、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、田嶋経済産業大臣政務官、お願いいたします。 

○田嶋政務官 おはようございます。御紹介いただきました経済産業大臣政務官の田嶋要でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 経済産業省としては、このテーマも成長戦略の１つというふうに見てございまして、日本の子ども

たちの就学前の教育環境、保育環境を更にいいものとしつつ、働きたいと思っているお父さん、お母

さん方に、しっかりとそういった場が提供できるようにということで、それが今、いろいろな意味で

閉塞感の強い社会を変えていく、そしてもう一度日本が成長軌道に乗っていく、そういうための大変

重要な方策の１つであると認識いたしております。 

 そういった観点から、経済産業省からは、私が参加をさせていただきます。どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

○大日向座長 ありがとうございました。なお、本日は、泉前内閣府政務官も御出席くださっておら

れますので、御紹介させていただきます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。まず、委員の皆様の御紹介を事務局からお願いいたしま

す。 

○藤原参事官 それでは、委員の皆様を事務局の方から御紹介させていただきます。五十音順に御紹

介をさせていただきます。 

 まず、初めに、東京大学大学院教授の秋田喜代美様でございます。 

 全日本私立幼稚園連合会政策委員会委員長の入谷幸二様でございます。 

 続きまして、全国国公立幼稚園長会副会長の大橋由美子様でございます。 

 それから、ただいま座長をお引き受けいただきました恵泉女学園大学大学院教授の大日向雅美様で

ございます。 

 引き続きまして、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

尾﨑正直様でございますけれども、本日は、代理出席ということで、高知県の教育次長の東好男様が

出席いただいております。 

 続きまして、国立特別支援教育総合研究所理事長の小田豊様でございます。 

 淑徳大学教授、柏女霊峰様でございます。 

 ＮＰＯ法人マミーズ・ネット理事で、長野県短期大学講師でおられます、金山美和子様でございま

す。 

 全国市長会より、東京都三鷹市長、清原慶子様でございます。 
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 フジテレビジョン、アナウンサーの木幡美子様でございます。 

 日本経済団体連合会より、ベネッセスタイルケアチャイルドケア事業部長の佐久間貴子様でござい

ます。 

 全国保育協議会保育政策検討特別委員会委員長の佐藤秀樹様でございます。 

 全国私立保育園連盟常務理事の菅原良次様でございます。 

 日本労働組合総連合会総合政策局長の中島圭子様でございます。 

 なお、当初御案内していたときから、内部の人事異動がありまして、第１回から中島様に御出席を

いただくことになりましたので、御報告を申し上げたいと思います。 

 続きまして、保育園を考える親の会代表の普光院亜紀様でございますが、本日は、代理出席という

ことで、事務局の方から野村史子様が御出席をいただいております。 

 続きまして、ＮＰＯ法人全国認定こども園協会副代表理事の古渡一秀様でございます。 

 白梅学園大学教授の無藤隆様でございます。 

 大阪市立大学教授の山縣文治様でございます。 

 日本こども育成協議会副会長の山口洋様でございます。 

 全国町村会常任理事、新潟県聖籠町長の渡邊廣吉様でございます。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。皆様、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、当ワーキングチームの事務局の御紹介をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、引き続き、御紹介だけさせていただきます。 

 内閣府政策統括官共生社会政策担当の村木厚子でございます。 

 文部科学省大臣官房総括審議官の前川喜平でございます。 

 厚生労働省政策統括官社会保障担当の香取照幸でございます。 

 内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官の岡田太造でございます。 

 総務省大臣官房審議官財政制度・財務担当の平嶋彰英でございます。 

 文部科学省大臣官房審議官、徳久治彦でございます。 

 厚生労働省大臣官房審議官雇用均等・児童家庭・少子化担当の石井淳子でございます。 

 経済産業省大臣官房審議官経済社会政策担当の井内摂男でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○大日向座長 続きまして、本ワーキングチーム開催要項第４項に基づきまして、座長代理の指名及

び議事の公開について定めたいと思います。 

 座長代理につきましては、私から無藤委員にお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と声あり） 

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、無藤委員、座長代理席にお移りください。 

 無藤委員、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議事の公開についてです。本ワーキングチームでは、公開にて行うこととしておりま
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す。 

 また、会議の後に、速やかに会議資料を内閣府のホームページ上に公表し、議事録も作成、公表し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、続きまして、事務局から本日の資料の確認及び３

つのワーキングチームの要項について御説明をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、まず、資料の確認でございますが、一番上の次第のところに配付資料１～

７、参考資料１～６と振ってございますが、御確認いただければと思います。 

 資料１、検討体制。 

 資料２、基本制度案要綱。 

 資料３、今後のスケジュール。 

 そして、資料４－１と４－２でございますけれども、幼保一体化の検討経緯。それから参考資料。 

 資料５、幼保一体化ワーキングチームの当面の検討スケジュール。 

 資料６、こども園（仮称）の主要論点。 

 資料７が、本日、委員の皆様方から御提出をいただいております資料を集めたものになっておりま

す。 

 また、参考資料として配付をいたしておりますが、参考の１ということで、子ども・子育て新シス

テムの検討会議について。 

 参考２、検討会議の体制図。 

 参考３と参考４が基礎資料ということで、幼児教育・保育を巡る現状のデータ編と施策編。 

 参考５、基本制度ワーキングチームの方での検討のスケジュール。 

 参考６、こども指針（仮称）の方の検討の事項とスケジュールということで、参考配付をさせてい

ただいております。何か漏れとかがございましたら、事務局の方に言っていただければと思いますが、

よろしいでしょうか。 

○大日向座長 資料を御確認いただけましたでしょうか。 

 それでは、続きまして、子ども・子育て新システムの基本制度案要綱及び今後のスケジュールにつ

いて御説明をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、引き続きまして、資料１でございますけれども、ワーキングチームの要綱

について簡単に御説明いたします。資料１、別紙１から別紙３ということで３つのワーキングチーム

の要綱を付けておりますが、資料１の１枚目にありますとおり、今回、新システムの基本制度要綱に

基づきまして、来年、国会への法案提出に向けまして、新システムの検討会議、これは関係閣僚から

なる検討会議でございますが、その下に副大臣、政務官クラスの関係省庁の副大臣・政務官クラスの

作業グループを設置しておりますけれども、その下に、ワーキングチームを設置し、今後、検討を進

めるということになっております。 

 １つ目の基本制度ワーキングチームの方は、制度の基本骨格ですとか、給付設計の在り方ですとか、

費用負担ですとか、こういった大きな制度の全体について御議論いただくワーキングチームでござい
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まして、９月 24日に第１回会合を開催させていただいております。 

 そして、本ワーキングチームが幼保一体化ワーキングチームということで、こども園（仮称）の機

能の在り方など、専門的に検討をいただくということになっております。 

 また、３つ目にこども指針（仮称）のワーキングチームとありますけれども、こちらの方は、去る

９月 29 日に第１回の会合を開催いたしておりまして、こども指針（仮称）を専門的に検討いただく

というような３つのワーキングチームを開催させていただきたいと考えております。 

 いずれも副大臣、政務官クラスの作業グループの下に置くということになっておりまして、幼保一

体化ワーキングチームやこども指針（仮称）ワーキングチームでのいろいろな御意見は、基本制度ワ

ーキングチームの方にお返しをしながら、最終的には作業グループの方に検討事項等、状況等を御報

告していくという中で、法案のまとめに向けて検討を進めていきたいと思っております。 

 ５ページの別紙の２のところに、本ワーキングチームの開催要項をお付けしております。制度案要

綱の中に幼稚園・保育所・認定こども園の垣根を取り払い、幼児教育と保育をともに提供するこども

園（仮称）に一体化するというようなことが記載されておりまして、これを受けまして、こども園（仮

称）の機能の在り方など、幼保一体化の具体的な仕組みを検討するということで、このワーキングチ

ームを設置、開催させていただきたいということでございます。 

 委員の皆様の名簿につきましては、その裏側ですけれども、６ページに五十音順で記載をさせてい

ただいております。 

 制度案要綱については、以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。先ほどは失礼いたしました。少しはしょってしまいましたが、

その次に子ども・子育て新システムの基本制度案要綱及び今後のスケジュールについて、御説明をお

願いいたします。 

○藤原参事官 大部分の先生方は、もしかしたら、二度目になるような方も多いと思いますので、本

当にかいつまんで制度案要綱について御説明をさせていただきます。 

 資料２でございます。今年の６月 29 日、少子化社会対策会議決定ということで、子ども・子育て

新システムの基本制度案要綱をまとめたところでございます。 

 １ページ目でございますけれども、大きな１番目の柱でございますが、総論ということで、目的、

方針を書いてございます。 

 目的としては、すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会。 

 出産・子育て・就労の希望がかなう社会。 

 仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会。 

 新しい雇用の創出、女性の就業促進で活力ある社会。こういった社会を目指すのだということの下

で、以下の方針の下に制度を構築とありまして、４つほど並べております。 

 子ども・子育てを社会全体で支援をすること。 

 利用者本位を基本として、良質なサービスを提供すること。 

 サービスの提供に当たっては、地域主権を前提として多様なニーズに応えること。政府の推進体制

を一元化すること。 
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 こういった方針の下で、以下のような新システムを実現ということで、推進体制、財源の一元化で

すとか、社会全体による費用負担、基礎自治体を中心とした役割分担、幼稚園・保育所の一体化、多

様な保育サービスの提供、ワーク・ライフ・バランスの実現と、こういったことを実現していくんで

すよという大きな理念のようなものが１枚目に書いてございます。 

 ２ページ目、大きな２番目の柱、基本設計ということで、基本的な新システムの設計を記載してお

ります。 

 子ども・子育てを社会全体で支えるために、基礎的な自治体が制度を実施し、国・都道府県がこれ

を重層的に支える仕組みであること。 

 それから、所管や制度、財源が、現在、ばらばらに分かれておりますが、これを再編成して、幼保

一体化を含めまして、制度・財源・給付について、包括的、一元的な制度を構築すること。 

 お金の流れといたしましても、現在、いろいろな予算あるいは国庫補助金や労使の拠出からなるさ

まざまな財源を一本化いたしまして、市町村に対する包括的な交付がされるような仕組みを導入する

こと。 

 そして、すべての子どもや子育て家庭を対象とした基礎的な給付、１階建ての給付と２階建てとし

ての両立支援・保育・幼児教育のための給付、こういった２階建て形式での給付を保障するんだとい

うような基本設計をここで記載をしております。 

 ３ページ目が給付設計でございますが、そのうちの１階建ての部分、基礎給付でございますが、す

べての子ども・子育て家庭を対象とするサービスがここに含まれることになりまして、子ども手当の

ような現金給付ですとか、個人への現物給付としては、一時預かりのような、そういったサービスに

ついて、現物給付を考えていくと。 

 また、この両者を市町村の決定する枠組みの下で、個人の選択に基づいて子ども手当と個人への現

物給付を組み合わせるということを可能とするような仕組みを検討するというようなことを記載さ

せていただいております。 

 そして、本幼保一体化のワーキングチームでの主な検討事項となりますのが、２階建ての部分にな

るわけですが、４ページ目でございます。２番目が両立支援・保育・幼児教育給付と仮称で長い名前

で恐縮でございますが、１つ目の○に書いてありますように、幼保一体給付や育児休業給付など、幼

保一体化を含めて仕事と子育ての両立支援や保育サービス、幼児教育を保障するために妊娠・出産・

育児休業、保育サービスの利用、放課後対策まで切れ目のないサービスを提供するというのが、この

２階建ての給付の趣旨でございます。 

 そのうちの大きな柱といたしまして、（２）の幼保一体給付というものがあるわけですけれども、

そのうちのコアになりますのが、こども園（仮称）ということになりまして、５ページの①でござい

ますが、幼稚園・保育所・認定こども園の垣根を取り払い、新たな指針に基づき、幼児教育と保育を

ともに提供するこども園（仮称）に一体化し、新システムに位置づけるとございます。ここの新しい

こども園（仮称）の機能の在り方について、このワーキングチームで御議論をいただくということで

ございます。 

 これ以外にも、２階建ての給付の幼保一体化給付の中には、小規模なサービスですとか、短時間向
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けのサービスですとか、休日、夜間に備えたサービスですとか、事業所内の保育サービス、広域の保

育サービスや、次のページに行きまして、病児・病後児の保育のサービス、こういったさまざまなサ

ービスを準備するのだということを記載をいたしております。 

 この２階建ての給付の仕組みといたしましては、親のさまざまな就労状況に応じることができるよ

うに、客観的な基準に基づく保育の必要性を認定し、サービスを利用する地位を保障するということ。 

 それから、選択可能な仕組みにするために市町村の関与の下で、利用者と事業者の間で、公的な保

育契約制度を導入するということ。 

 そして、これに当たっては、給付を保障したり、利用者の支援をするために、市町村の責務の明確

化を図るということ。 

 そして、実際に費用を確実に保障するためには、公定価格を基本としながら、現物を給付するとい

うこと。こういったことを記載しておりますし、また、その下でございますけれども、多様な事業者

の参入による基盤整備ということで、各サービス類型ごとに事業者を指定し、その指定された事業者

がサービスを提供いただくというような指定制の導入、そして、子ども・子育てビジョンの目標達成

に向けて、各サービスを集中的に整備をするんだということ。 

 そして、イコールフッティングによる株式会社・ＮＰＯ等の多様な主体の参入促進のために、質を

担保するための客観的な基準を設けた上での指定制度を導入するというようなことがここに明記を

されております。 

 また、７ページには、これ以外の放課後児童給付ですとか、市町村の独自給付のようなものもこの

２階建ての中に位置づけていくんですよということが記載をされております。 

 ８ページ目、大きな柱になりますが、費用負担のところには、幾つか大きな制度の在り方というこ

とが示されておりますけれども、まず、費用負担については、社会全体で必要な費用を負担しましょ

うということ。 

 そして、特に２階建ての方の両立支援、保育・幼児教育の方については、事業主や個人の皆さんに

拠出をいただくということを検討したいということ。 

 そして、すべての前提になると思いますが、国や地方の恒久財源の確保を前提として実施をすると

いうことをここで明記しております。 

 後段の大きな５番目の柱の幼保一体化でございますけれども、再掲になりますが、先ほど書かれま

したこども園（仮称）に一体化するということを記載するとともに、幼稚園教育要領と保育所の保育

指針を統合した新たな指針、こども指針（仮称）を創設をするということとともに、両者の資格の共

通化を始めとしたこども園（仮称）としての機能の一本化と、こういったものを推進をするというこ

とを書かせていただいております。 

 でも、新たな指針については、３番目の方のこども指針（仮称）のワーキングチームの方で検討を

具体的なところは進めていくということになろうかと思っております。 

 最後に９ページ目でございますが、実施体制の一元化、子ども家庭省（仮称）の創設に向けた検討

ですとか、その他のところにありますのは、やはりこれまでばらばらだったものを１つにまとめよう

というときに、できれば、地方公共団体や労使の皆様、子育て当事者の皆様、ＮＰＯ等の子育て支援
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に携われておられる方々、こういったステークホルダーの皆様方に、政策プロセスに入っていただい

て、ＰＤＣＡでチェックをしていただくような、そういった子ども・子育て会議（仮称）を設置する

ということを検討するということにしております。 

 以上のような内容のシステムに関する法案を、来年の通常国会に法案を提出し、25 年度の施行を

目指すということを明記させていただいております。 

 制度案要綱については、以上でございます。 

 その後ろに横紙の１枚紙で、今後のスケジュール、資料３とございますが、今、申し上げました制

度案要綱を深堀りしながら法案に向けて３つのワーキングチームで議論を進めていくということに

なるわけですけれども、基本制度ワーキングチームについては、月２回程度、幼保一体化とこども指

針（仮称）につきましては、月１回程度開催いたします。 

 それぞれ幼保一体化とこども指針（仮称）での検討状況を基本制度ワーキングチームの方に中間報

告をしながら、最終的には作業グループの方もできれば月に１回程度開催をするということにしてお

りますので、随時御報告、御相談を申し上げて、最終的には、３月の予算非関連の法案ということで

提出を目指しておりますので、そういった法案提出に向けて、法律案の大綱をとりまとめられるよう

に検討を進めていきたいというのがスケジュールでございます。 

 簡単でございましたけれども、以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。ただいま御説明がありました、基本制度案要綱とスケジュ

ールにつきまして、ここで御質問がありましたらいただきたいと思います。 

 幼保一体に関連した御意見等、いろいろおありかと思いますが、それはこの後、十分時間を取りま

すので、ただいま御説明いただきました基本制度案要綱とスケジュールについての御質問のみいただ

きたいと思います。挙手の上、御質問いただければと思います。いかがでしょうか。 

 よろしゅうございますか。御質問がないようですので、それでは、続きまして、幼保一体化の検討

経緯などにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 幼児教育課長でございます。それでは、お手元の資料４－１、まず、幼保一体化の検討

経緯について御説明を申し上げます。 

 １枚めくっていただきまして、まず「１．幼稚園と保育所の連携の取組について」でございます。 

 もう一枚めくっていただきまして、３ページでございます。 

 先ほど林政務官からお話がありましたけれども、幼稚園、保育所の一体化につきましては、戦前あ

るいは戦後の学校教育法の改正時あるいは昭和 46 年の審議会の答申など、古い歴史があるわけでご

ざいますけれども、ここで書いておりますのは、当面ここ 10 年程度の連携の取組についてでござい

ます。 

 まず、最近では、平成 10 年に施設の共用化指針ということで、幼稚園と保育所、施設を合築する

際に、どこまで共用化していいかというような指針を出しております。 

 また、教育内容、保育内容の整合性の確保については、今般の平成 21 年から実施の改訂もそうで

すが、平成 10 年度の改訂から双方の関係者が改訂に参加し、できる限り整合性の確保を図るという

取組を行ってきております。 



9 
 

 また、幼稚園教諭・保育士の資格については、既に約７割から８割の方々が両方の資格をお持ちで

ございますけれども、受験要件の緩和などなど、その促進の取組を進めております。 

 また、幼稚園・保育所の連携あるいは幼稚園・保育所と小学校の連携についても重要な課題でござ

いまして、事例集などを作成してきております。 

 これが、まず、連携の取組についてでございます。 

 続きまして、各種審議会の答申等を踏まえた制度の流れでございます。「２．これまでの幼児教育

の振興及び次世代育成支援改革の流れ」でございます。 

 ５ページ、幼保一体化に関連いたします２つの大きな流れがございます。１つは、幼児教育の振興

の流れ、もう一つが次世代育成支援改革の流れでございます。 

 まず、幼児教育の振興の流れから御説明申し上げます。 

 平成 17 年１月の中央教育審議会におきまして、幼児教育に関する包括的な答申が出ております。

その内容については、おおむね３点でございます。 

 まず、幼児教育について幼稚園教育のみならず、これは普遍的なものととらえ、保育所等で行われ

る教育あるいは地域における教育、家庭教育も含む幼児が生活するすべての場において行われる教育

を幼児教育と定義づけるということ。 

 それから、さまざまな家庭・地域社会の教育力の低下なども踏まえますと、家庭、地域社会、それ

から幼稚園などの施設の三者が教育的な観点から総合的に連携しながら幼児教育を推進すべきでは

ないかというのが２点目。 

 ３点目といたしましては、発達や学びの連続性という観点から、幼稚園・保育所、それから小学校、

中学校、高校、大学と、そういった発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育を充実すべきではないか

と、こういう答申をいただいております。 

 これを踏まえまして、平成 18年度から平成 20年度の上の欄でございますけれども、教育基本法の

改正におきまして、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを新た

に規定いたしておりますけれども、この中には保育所等における教育も含むということになっており

ます。 

 また、幼稚園から大学までの体系的・組織的教育の確保も規定されております。また、この教育基

本法の改正を踏まえまして、学校教育法におきまして、子どもが最初に入学する学校として、幼稚園

をまず最初に規定する。それから、幼稚園が義務教育及びその後の教育の基礎を培うものであること

を明確化すること。 

 それから、先ほどの家庭や地域の教育力の低下を踏まえまして、家庭及び地域の幼児教育を支援す

るよう努めなければならないという規定を新たに設けております。 

 また、これも踏まえまして、幼稚園教育要領におきましても、幼稚園教育と小学校教育との連携・

接続すべきこと。家庭・地域との連続性、連携・支援すべきことが規定され、また、幼児期の教育に、

保育所における教育も含まれるということも踏まえまして、保育所保育指針においても幼稚園教育要

領との整合性を図り、同時に改訂がなされていると、こういう流れがございます。 

 今、申し上げたところにつきまして、かいつまんで資料をさっとめくっていただきたいと思います。 
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 まず、中央教育審議会の答申、７ページからでございます。 

 ７ページの一番上、人の一生における幼児期の重要性。人の一生において、幼児期は、心情、意欲、

態度、基本的生活習慣など、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である。 

 第２節、幼児教育の範囲。幼児とは、小学校就学前の者を意味する。幼児教育とは、幼児に対する

教育を意味し、幼児が生活するすべての場において行われる教育を総称したもの。具体的には、幼稚

園における教育、保育所等における教育、家庭における教育、地域社会における教育を含み得る、広

がりを持った概念としてとらえられる。 

 家庭・地域社会・幼稚園等施設。この家庭・地域社会・幼稚園・保育所等の施設における教育は、

それぞれに有する教育機能を互いに発揮し、バランスを保ちながら幼児の自立に向けて、幼児の健や

かな成長を支える大切な役割を果たしている。 

 さっと飛んでいただきまして、10 ページでございます。子どもの育ちの現状、近年の子どもの育

ちについては、基本的な生活習慣や態度が身に付いていないなどの課題が指摘されている。 

 子どもの育ちの変化の社会的背景、核家族化、少子化、都市化、情報化など、これらのことが複合

的に絡み合って子どもの育ちに影響を及ぼしているようになっている。 

 それから、地域社会の教育力の低下。 

 次の 11ページ、さまざまな要因による家庭の教育力の低下がこの辺りに記載されております。 

 こういった背景を踏まえまして、15 ページでございます。これが、本審議会の答申でございます

が、今後の幼児教育の取組の方向性。家庭・地域社会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教育

の推進。 

 幼稚園等施設、これは保育所も含まれます。これにおいては、これまでの役割に加え、家庭や地域

社会における教育力を補完する役割、失われた育ちの機会を補完する役割。 

 家庭や地域社会が、自らその教育力を再生、向上していく取組を支援する役割、幼児教育の牽引力

として家庭や地域社会を支援する役割を担うことが求められる。 

 ２番、幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実。 

 家庭・地域社会・幼稚園等施設におけるそれぞれの教育機能が連携することにより、日々の生活の

連続性、発達や学びの連続性を確保する。その成果を円滑に小学校に引き継ぐために、幼児教育の充

実を図る方向性。 

 日々の生活という観点からは、幼稚園等施設での生活と家庭や地域社会における生活の連続性が確

保されていることが必要。 

 幼児の発達や学びという観点からは、幼稚園等施設の教育を通した学び、更には小学校以上の学習

へと連続的につながっていくことが必要と指摘されております。 

 これを踏まえまして、18 ページ以降でございますけれども、関係法令の改正がなされたというこ

とでありまして、先ほど御説明しましたけれども、19 ページにおきまして、まず、発達や学びの連

続性という観点から学校、幼稚園も小学校と同じ学校でございますけれども、幼稚園から大学までの

体系的・組織的教育の確保が必要なこと。 

 それから、幼児期の教育として、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるということ
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が規定され、この中には家庭、幼稚園、保育所等における教育等が幅広く含まれるということで規定

をされております。 

 また、これを受けまして、20 ページでございますけれども、これも先ほどの関係の資料でござい

ますが、学校教育法におきまして、子どもが最初に入学する学校として、最初に小学校の前に規定さ

れる。義務教育及びその後の教育の基礎を培うものであることを明確化する。 

 ３番でありますが、家庭及び地域の幼児教育支援に関する規定が新設されるといった改訂がなされ

ており、また、これを受け、教育要領の改訂におきましても、幼稚園と小学校教育との円滑な接続と

いう観点から教育内容におきまして、集団性、幼児同士が共通の目的を見出し、工夫、協力して遊ぶ、

「協同的な学び」と通称しておりますけれども、小学校につながる集団的な教育を、特に５歳児に意

識して行うこと。 

 幼小連携ということで、幼児と児童の交流、小学校の教師との意見交換、合同の研究機会を設ける

などが明記されております。 

 また、家庭・地域との連続性・連携・支援という観点からも、保護者との情報交換の機会、保護者

と幼児との活動の機会を設けるなど、保護者の幼児期の教育に関する理解を深める取組。 

 更には、保護者以外の地域の親の方々も含めて地域に対する施設の開放、子育て相談、親子相談な

どを行い、地域の幼児教育センターとしての役割を果たすべきことが規定されております。 

 ちなみに、21ページ、22ページは、預かり保育は子育て支援の現在の幼稚園の実施状況でござい

ますけれども、それぞれ７割、８割程度が実施されておりまして、努力義務でございますけれども、

既に多くの幼稚園がこのような取組を行っているということでございます。 

 23ページ、保育指針でございます。保育指針の改定の基になった検討会の報告書でございますが、

これも保育所における質の高い養護や教育の機能が求められている。特に、昨年 12 月に制定された

教育基本法に幼児期の教育の振興が盛り込まれるなど、就学前の子どもに対する教育機能の充実が課

題。その保護者に対し、就労状況や子どもとの関係等を踏まえた適切な支援。更には、地域の子ども

やその保護者に対する子育て支援を担う役割が一層高まっていること。 

 その下の２番の下線ですが、改定の内容といたしましては、保育所は、その特性を生かし、家庭や

地域のさまざまな社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援、地域にお

ける子育て支援など保護者に対する支援等を行う役割を担っていることを明確化すべきと指摘され

ております。 

 また、24 ページでございますが、保育の定義といたしまして、養護と教育の充実ということで、

保育に携わる者の間に共通の理解を形成し、養護と教育の充実を図るため、「養護」とは、「子どもの

生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が援助や関わり」であり、「教育」とは、「子どもが

健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助」であること。実際の保育にお

いては、これらが一体となって展開とされるべきことが提起されております。 

 また、小学校との連携につきましても、就学に向けて、小学校との積極的な連携を図るよう配慮す

ることが求められること。保護者に対する支援として、家庭や地域との連携を図りながら積極的に支

援すべきことなどが盛り込まれております。 



12 
 

 これを受け、25ページでございますけれども、保育所保育指針について、平成 21年３月に厚生労

働大臣告示として告示されております。 

 先ほどの保育の定義や小学校との連携あるいは教育の内容等については、すべてこの指針に反映さ

れているということでございます。 

 ちなみに 26 ページにおきまして、幼稚園教育要領と保育所保育指針の内容を比較した表でござい

ますが、この 21 年改定から、幼稚園教育要領はもともと大臣告示で大綱化されたものでございます

けれども、保育所保育指針についても同様に告示、大綱化され、形式的にも同じような形になったん

だということと、内容的には基本的な考え方、計画的な環境を構成すること、遊びあるいは生活や遊

びを通して総合的な指導を行うこと、一人ひとりの発達の特性に応じた教育を行うこと、教育課程あ

るいは保育課程を編成し、それに基づいた指導計画を作成して柔軟な指導を行うべきこと、教育の内

容としては、健康、人間関係、環境、言葉、表現という、いわゆる５領域をねらいとして、総合的に

指導すること。それから小学校との連携など、ほぼ教育面に関しては同様の内容、整合性を持ったも

のとして告示、大綱化されております。 

 以上が教育関係の幼児教育の振興の流れでございます。 

 続きまして、恐縮ですが、先ほどの５ページの図に戻っていただきまして、左の平成 16 年度、平

成 17 年度のところで、中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会児童部会の合同の検討会議と

ございますが、これがいわゆる認定こども園につながった答申でございます。これは、教育関係、社

会保障関係が合同で提言したものでございます。 

 内容でございますが、幼児教育の観点と次世代育成支援の観点からの検討。双方の観点から検討す

ること。 

 親の就労事情に関わらず、幼児教育、保育の機会を提供することが基本であること。 

 加えて子育て家庭への相談、助言、支援、親子の交流の場を提供することが重要という提言がなさ

れまして、これを踏まえまして、真ん中でございますが、18年 10月からすべての子どもに質の高い

幼児教育、保育、子育て支援を総合的に提供する認定こども園制度が創設されております。 

 なお、認定こども園制度につきましては、その後、さまざまな課題が指摘され、右でございますが、

昨年３月に認定こども園制度の在り方に関する検討会の報告書が出ておりまして、財政支援の充実及

び二重行政の解消、保育制度改革の方向性を踏まえた具体的な制度検討を推進すべきことが提言され

ております。 

 この認定こども園関係の流れの資料が、27ページからでございます。27ページが両審議会の合同

検討でございます。 

 28ページ、平成 16年 12月 24日の合同会議の検討会の概要でございます。かいつまんで申し上げ

ます。 

 子どもを取り巻く環境の変化と子どもの育ちの課題。 

集団活動や異年齢交流の機会の不足。 

パートタイム労働等の就業形態を始めとする生き方の多様化に伴う多様な教育保育ニーズへの対

応。 



13 
 

 子育てを取り巻く環境の変化と、家庭や地域の子育て力の低下。 

 仕事等と子育ての両立支援の必要性などが背景にあり、29 ページでございますが、２に「理念」

とありますが、当時、認定こども園については、総合施設と言っておりましたが、総合施設の在り方

については、子どもと親と取り巻く社会環境が変化する中で、子どもの視点に立ち、生涯学習の始ま

りとして、人間形成の基礎を培う幼児教育の観点、そして、社会全体で次代を担う子どもの育ちを支

える次世代育成支援の観点から、言わば両面から検討を進めることが必要であるとされております。 

 また、その際、子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考え、子育てをする人が子育て

に喜びを実感できるような社会を形成していくとの基本的認識に立って検討することが重要である

という指摘がなされております。 

 こういった基本的な考え方に立ちまして、認定こども園制度は創設されたわけでございますけれど

も、恐縮でございます、38ページでございます。 

 こういったすべての子どもに対する質の高い幼児教育・保育の提供。それから子育て力、地域、家

庭における子育て力の低下を踏まえ、地域における子育て支援を行う機能、この２つの機能を総合的

に行うというのが認定こども園制度でございます。 

 ちなみに御案内かと思いますけれども、認定こども園については、幼稚園・保育所をベースに幼稚

園・保育所の両方の認可を持つ幼保連携型、幼稚園の認可のみを持つ幼稚園型、保育所の認可のみを

持つ保育所型、両方とも認可がない地方裁量型の４つがございますが、政府として、2,000件目標で

ございますけれども、現在、この４月１日現在、532件とまだまだ目標には届いていない状況だとい

うことであります。 

 39 ページでございます。こういった認定こども園はなかなか進まないということで、アンケート

調査をした結果がこれでございます。 

 実は、認定こども園を利用している保護者の８割近くあるいは受けた施設の９割以上が推進してい

くべきとの回答がなされております。 

保護者の立場からは、上の参考のところにございますが、保育時間が柔軟に選べる、就労の有無に

関わらず利用できる。教育活動が充実する。異年齢交流ができる。子育て支援活動が充実するなどな

どの高い評価になっております。 

ただ、行政が取り組むべき課題といたしまして、その下にありますが、言わば２つございます。 

文科省、厚労省の連携。言わば二重行政、縦割り、それから財務状況の改善。特に幼保連携型、双

方認可がありますと、認可園としての私学助成、就園奨励費、保育所運営費が出されますが、認可外

の部分について財政支援が全くないということが課題として指摘されたところでございます。 

40ページ、そういった課題を検討するために、認定こども園の在り方の検討会、21年３月に報告

書をまとめておりますが、41ページにその報告書の概要がございます。 

結論といたしましては、評価は高いが、なかなか進まない理由としては、財政支援が不十分である。

縦割りで事務が煩雑であるということで、当時のこれまでの運用の改善としては、安心こども基金と

いう形で、平成 22年度までの間の措置として、特に認可外部分への財政支援を行うこと。それから、

二重行政の解消ということで、補助金の窓口等を一本化する。安心こども基金については、特に補助
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制度で一本化するというような運用改善を行ってきたわけでございます。 

ただ、一番下、今後のスケジュールとございますが、これまでのこのような改善はあくまで運用上、

予算補助上の改善でございまして、制度的、恒久的な改善にはなっていないということで、そういっ

た認定こども園制度のそのものの在り方については、保育制度改革の方向性を踏まえ、今後、具体的

な制度設計を推進するということで、言わば保育制度改革と同時に併せて検討するという課題として

認識されていたということであります。 

 42ページ以下は、さまざまな運用改善、それから安心こども基金の関係の資料でございますので、

割愛いたします。 

 なお、安心こども基金につきましては、47ページでございますけれども、今般の 10月 8日の第２

次緊急総合経済対策におきまして、積み増し及び事業実施期限を平成 23 年度末まで延長することが

決定されております。 

 なお、幼保一体化を含む法案を平成 23 年通常国会に提出する準備を進めることもこの閣議決定の

中に盛り込まれております。 

 以上が、幼児教育と次世代改革の双方の視点に立った流れでございます。 

 最後にもう一度恐縮でございますけれども、５ページに戻っていただきまして、次世代育成支援改

革の流れでございます。 

 一番下の赤いところでございます。社会保障審議会少子化特別部会が平成 19年 12月に設置され、

平成 21年２月に第１次報告、12月にこれまでの議論の整理をしております。 

 ２月の報告においては、保育制度改革、すべての子育て家庭に対する支援など。 

 それから、議論の整理におきましては、育児休業～保育～放課後対策という切れ目のないサービス

保障、すべての子育て家庭への支援、利用者中心、潜在需要の顕在化及び量的拡大、多様な利用者ニ

ーズへの対応など、特に財政の一元化を中心とした、社会的に支え合うと、そういう思想に至った仕

組みが提案されております。 

 この関係につきましては、恐縮でございますが、48ページからでございます。 

 １枚めくっていただきまして、49 ページでございます。もともとは「子どもと家族を応援する日

本」重点戦略、平成 19年 12月の少子化社会対策会議決定に基づきまして、社会保障審議会少子化対

策特別部会における検討を経て、昨年２月 24 日に第１次報告、その後、議論のとりまとめがなされ

たというものでございます。 

 ちなみに、この社会保障審議会特別部会におきましては、本ワーキングチームの座長である大日向

先生が部会長ということでございます。 

 50 ページでございます。少子化対策特別部会におけるこれまでの議論のポイントということで、

昨年の議論の整理をまとめたものでございます。 

 少子化対策としては、すべての子どもの健やかな育ちを基本に置きつつ、保育、放課後児童クラブ、

地域の子育て支援を始めとする、サービスの抜本的拡充が必要。少子化対策は持続可能な我が国の社

会を構築するための未来への投資であり、社会全体で費用を負担する仕組み、財源確保が必要である

とともに、ニーズに応じて質の確保されたサービスが増えていくような子育て支援のための包括的、
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一元的な制度づくりが必要とされております。 

 これに基づきまして、育児休業～保育～放課後対策への切れ目のないサービス保障。すべての子育

て家庭への支援。利用者中心。潜在化した需要を顕在化。多様な利用者ニーズへの対応。女性の就労

率向上を踏まえた潜在需要に対応した量的拡大。地域の実情に応じたサービス提供。安定的・継続的

に費用確保などなどが提言されておりまして、今般、提案されております子ども・子育て新システム

の骨格とほぼ同じ内容がこの議論のポイントとして提言されるというものでございます。 

 ちなみに、その中で大きな比重を占めます保育制度改革につきましては、51 ページでございます

けれども、潜在需要の増加の対応、利用者中心、量的拡大、多様なニーズへの対応ということで、必

要な子どもに例外なく保育を受ける地位を付与する認定制度。 

 市町村が実施責務の下で利用者と保育所が公的保育を契約すること。 

 多様なサービスメニューを提供すること。 

 客観的な基準に基づく指定制の導入により、多様な事業者の参入促進を図ることが内容として盛り

込まれております。 

 最後に、これまでこのような流れを踏まえまして、今般、57 ページでございますけれども、幼保

一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築に至っているということで

ございます。 

 次世代育成支援の構築に向けた検討経緯。今、政府部内の経緯を申し上げましたけれども、政権与

党の政策との関連で申しますと、まず、民主党マニフェスト 2009におきまして、２つ目のポツです

が、縦割りになっている子どもに関する施策の一本化し、質の高い保育環境を整備すると、こういう

ものが基になりまして、昨年 12 月８日の閣議決定におきまして、幼保一体化を含めた保育分野の制

度・規制改革。また、新成長戦略においても同様の記述がなされ、子ども・子育てビジョンにおいて

も、保育サービス、放課後児童クラブなど、今後の子育て支援策の総合的な推進のために策定すると

いうことで、５年間の数値目標が策定されるというような経緯を経まして、今般、子ども・子育て新

システム検討会議で閣僚レベル、副大臣、政務官レベルの作業グループの議論を経て、基本制度案要

綱に至っているということでございます。 

 最後に、61 ページ、今回の子ども・子育て新システム基本制度案要綱、幼保一体化部分の抜粋を

しておりますけれども、これまでの流れから申しますと、質の高い幼児教育・保育をすべての子ども

に保障するという流れが２つ目の○、幼稚園教育要領と保育所指針を統合した、また、小学校にもつ

ながる整合性・一貫性を確保した新たな指針を創設するという流れ。 

 それから、ここにはございませんけれども、全体の給付、新たな新システムの下で、幼稚園・保育

所を通じた幼保一体給付（仮称）を創設するという流れが、言わば次世代育成支援改革の中での財源

としての包括的、一元的な制度を構築すると、そういう流れに乗るものだというふうに流れからする

と理解をいたしております。 

 以上が検討経緯でございます。 

 続きまして、資料５でございます。 

 幼保一体化ワーキングチーム当面の検討スケジュール（案）とございます。 
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 第１回は本日でございますけれども、幼保一体化の検討経緯について、それから次に御説明いたし

ます主要論点について御紹介をさせていただくということでございます。 

 第２回、11月上旬でございますけれども、「こども園（仮称）について」ということで「幼保一体

化の目的について」あるいは「こども園（仮称）の基本的位置づけについて」を御議論いただきたい

ということでございます。 

 第３回は、11 月中旬予定でございますが、第２回の引き続きのほか、こども園（仮称）の具体的

な制度設計について御議論いただきたいということでございます。 

 第４回につきましては、第２回、第３回まとめた、残された議論、引き続きの議論というようなイ

メージでございます。 

 なお、※印にございますが、本ワーキングチームでの検討状況につきましては、基本制度ワーキン

グチームに報告をすることとされております。 

 また、関係の審議会、中央教育審議会などでございますけれども、これは適宜報告をするという位

置づけでございます。 

 最後に資料６、こども園（仮称）の主要論点（案）でございます。 

 まず「１．幼保一体化の目的」。 

 「２．こども園（仮称）の基本的位置づけ」。学校教育法、子ども・子育て新システム等における

こども園（仮称）の位置づけ。学校教育法における学校としての位置づけをどうするか。児童福祉法

における児童福祉施設としての位置づけ、あるいは社会保障における第２種社会福祉事業としての位

置づけ。現行の保育所は第２種社会福祉事業でございますけれども、位置づけをどうするか。また、

子ども・子育て新システムにおける位置づけをどうするかということ。 

 ２つ目の基本的に、次に大きな論点としては、多様な形態の在り方。３歳以上児の短時間利用のみ

の施設、現行の幼稚園の基本系でございますが、こういう施設の在り方。あるいは逆にあまり数は多

くありませんが、３歳未満児のみの、いわゆる乳児保育所的なものの扱いをどうするかということ。

これが基本的な位置づけの論点として掲げているものでございます。 

 また、具体的な制度設計といたしましては、こども園（仮称）についての所轄庁の許認可の主体、

設置廃止の手続をどうするか。指導監督、評価・情報公開、質の担保、設置基準、国における所管の

在り方、経過措置の在り方、その他、職員の身分、認定こども園からの移行等々が考えられるかと存

じます。 

 資料の説明は、以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。ただいまの御説明を踏まえまして、ここからは幼保一体化

につきまして、委員の皆様より御意見をいただきたいと思います。 

 なお、本日は、初回でございますので、御自由にフリーディスカッションとしたいと思います。 

 本日、レジュメを御用意いただいている委員におかれましては、御発言の際に、併せてレジュメの

内容についても適宜御紹介いただければと思います。 

 それでは、手をお挙げいただいて御発言いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、柏女委員、お願いします。 



17 
 

○柏女委員 淑徳大学の柏女でございます。提出資料の７ページに、私の意見を２ページにわたって

掲載をさせていただいております。 

 第１回目でもございますので、新システムの全体に対する意見というのをかいつまんで述べさせて

いただきたいと思います。 

 特に２行目に書かせていただいておりますけれども、内閣府に設置された障害者制度改革推進会議

総合福祉部会の合同作業チームである、障害児支援検討チームが、10月 26日から開始されることに

なっております。 

 ここでは、障害児保育の在り方等についても議論がされることになっておりますが、子ども・子育

て新システムの幼保一体化ワーキングチームとの関係などについて、是非平仄を合わせていく必要が

あるのではないかと思います。 

 また、社会保障審議会、これは厚労省のものですが、社会的養護専門委員会でも社会的養護を必要

とする虐待等の事例について、政策について議論が行われておりますので、こうした小検討会、審議

会との円滑な制度実施のためには連携をしていくということが必要ではないかと思っています。 

 その上で、８点について御意見を提出させていただいておりますので、簡潔に意見を述べさせてい

ただきいと思います。 

 １つは、財源の確保、一元化策についての十分な検討ということですが、特に４行目の事業主拠出

金の在り方がシステムの成否を左右するのではないかと考えておりますので、これは基本制度ワーキ

ングチームで十分な御議論をお願いできればと思っています。 

 ２番ですが、新システムの実施体制の在り方ですけれども、さまざまなサービスが用意されますと、

一部の親子に対しては、子育て支援サービスの計画の策定などが必要とされるのではないか。つまり、

子育て支援プランなどを作成していくシステムが必要なのではないかとも考えています。 

 既に石川県等において先駆的な実践が行われておりますので、さまざまな検討の中で、こうした先

駆的な事例にも学びながら行っていくことが必要ではないかと思っていまいす。 

 ３番目は、幼稚園、保育所の社会的な役割を混乱させない仕組みを創設していく必要があるのでは

ないかと考えています。 

 歴史的な経過の中で、それぞれ固有の役割と機能を担ってきている現状にかんがみますと、例えば

２行目ですけれども、こども園（仮称）がインフルエンザが流行したから、あるいは台風が接近して

いるからといって休園したのでは、親と子の生活を守ることはできないばかりか、社会のライフライ

ンとしての役割も果たせないということになります。こうした視点を十分に勘案していくことが大事

ではないかと思います。 

 ４番目は、事業者が安定的、意欲的に事業展開できる仕組みということを考えていく必要があるの

でないかと思っています。 

 恐縮ですが、１枚おめくりいただければと思います。それについては、給付単価なども月額単価制

としていくといったようなことが大事ではないかと思いますし、また、保育料の未納等に対する市町

村の関与なども検討していくことが大事ではないかと思います。 

 ５番目は、子ども家庭福祉・保育の質の確保や向上に関するインセンティブが働く仕組みとしてい
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くということが大事ではないかと思います。 

 個人給付の仕組みが考えられておりますけれども、例えば経験豊富なベテラン保育者を多数雇用し

ていたり、また、研修制度が充実している事業者に対する付加給付、こうしたものも検討すべきでは

ないかと思いますし、この際、保育士等の配置基準や待遇も必要な改善を行うべきだろうと思ってい

ます。 

 ６番ですけれども、担い手である保育士資格の再構築ということです。 

 今回の幼保一体化のチームの議論の中で、幼稚園教諭と保育士の資格の共通化が議論のテーマにも

しかしたらなるのかもしれないと思っておりますが、その際、もしもこれが一元化という形になるな

らば、就学後のケアワークを担う新たな子ども家庭福祉の専門職あるいは子育て支援専門職の資格創

設や養成も視野に入れていかなければならない。保育士は、就学前が援助の対象ではありません。18

歳までが援助の対象ということになりますので、今でも３万人近くの保育士が就学後の子どもたちの

支援に携わっています。そうしたことも勘案していくことが大事ではないかと思います。 

 ７番目です。特別な支援が必要な子どもと保護者を確実に救済するソーシャルワーク機能の担保が

図られなければならない。この新システムの整備は、被虐待児童や障害を有する子ども、貧困家庭の

子どもが確実にサービス利用に結び付く仕組みとして整備をされなければならないと思っています。 

 もちろん、事業者に入所の応諾義務を課すということは考えられるわけですけれども、しかしなが

ら障害児保育の加算が貧弱な場合に入所が断られてしまったり、そうしたことも想定されますので、

ソーシャルワーク機能やコーディネート機能を担うことのできる、事業者主体に対する支援も併せて

考えていくことが必要なのではないかと思います。 

 ８番目ですけれども、大きな懸念として社会的養護や障害児福祉、一人親家庭福祉などが新システ

ムから置き去りにされているということがあるかと思います。 

 先ほどの御説明では、この新システムについて、言わば社会連帯的な仕組みと考えられていると御

報告がございましたけれども、新システムの給付の中に、こうした 100人のうちの１人の問題が排除

されているということについて、やはりしっかりと考えていかなければならないのではないかと思っ

ています。 

 新システムは、１％の子どもたちの問題を排除せず、障害児福祉サービスや社会的養護サービスも

取り組むべきだとも考えています。それが社会的排除を生まない仕組みにつながっていき、共生を実

現することにつながるのではないかと考えています。 

 それを代表するものが、最初に申し上げました障害児保育給付をどうするのかということにも１つ

表れてくるのではないかと思っています。 

 少し長くなりましたけれども、私の意見として申し上げさせていただきました。御勘案していただ

ければ、ありがたいと思います。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、清原委員、お願いします。 

○清原委員 ありがとうございます。全国市長会から推薦されて発言させていただきます、三鷹市長

の清原です。 

 今日、特に発表の要旨については準備しておりませんので、これから簡潔にお話をさせていただけ
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ればと思います。 

 １点目、すべての子どもへの良質な成育環境について保障していく上で、これまでの幼稚園の実践、

また保育所の実践を含め、新たに幼保一体化の取組を検討していくということは大変有効な方向性だ

と認識しております。 

 ２点目に、それでは、例えば三鷹市のような自治体では、どのような試みをこども園（仮称）に向

けてしてきたかということを御紹介します。 

 三鷹市は、16.5平方キロに人口が約 18万人の典型的な、いわゆる都市の市の１つです。そういう

中で、公立幼稚園をすべて閉園することにいたしまして、幼稚園教育は、私立幼稚園にすべて委ねて

おりますが、公立幼稚園を閉園するに当たり、そのうちの１つをいわゆる「こども園」として幼稚園

型と保育園型と両方が共存する取組を平成 19年４月１日からしております。 

 これは、市内の社会福祉法人に委託をして進めているわけですが、その中で、明らかになってきた

ことは、やはり幼児教育の経験を保育の実践に生かしていくことの重要性と、保育が今まで果たして

きた、これからお話しいたしますが、有効な支援を幼稚園教育とともに、反映していくことの重要性

です。 

 併せて、昨年度から、私立幼稚園の１つが、これは 16 園のうちの１つですが、認定こども園とし

てスタートいたしました。その中で、幼稚園教育を実践されてこられた私立幼稚園の皆様の実践の中

に、保育に対する意欲が生まれていきているということは大変重要だと思っていまして、今回の「こ

ども園」に向けての取組が保育園、幼稚園相互からやはり重要な１つの未来形として認識されつつあ

ると考えております。 

 そこで、３点目に、それでは、こども園（仮称）を考えていく上に当たっての課題を列挙させてい

ただければと思います。 

 １点目は、地域によるニーズの実態や課題が相違しておりますので、それに対して的確な対応をし

ていくことが必要です。三鷹市のような都市部では、待機児が最重点課題になっておりますが、中山

間地を含め、過疎地域では、保育所中心であったり、その維持が課題となっております。 

 都市部では、三鷹市の場合、幼稚園に就園しているものが全体の２、そして保育所が１ということ

でございまして、実際には、待機児不足といっても、幼稚園にかなり幼児教育、そして低年齢の保育

が依存しているという実態があります。 

 ２点目、幼児教育の質の充実です。資格の一元化はもちろんのこと、研修の充実、新規の職員の養

成のみならず、経験者をどのようにこども園（仮称）型にしていくかという課題があります。 

 ３点目、保育時間が長時間化することになります。幼稚園には夏休み、冬休み、春休みがあります。

そのことのメリットを生かしてきたわけですが、こども園（仮称）になった場合、この長時間化にど

のように対応していくか、大きな課題だと考えます。 

 ４点目、養護の部分の機能です。保健師や看護師を保育所では配置したり、健康維持あるいは病児

保育にも取り組んでいるわけですが、幼稚園の中では、そうした実践がまだ少ない中、一体化したと

き課題となります。 

 ５点目、給食の提供です。保育所では、おおむね給食を提供しておりますが、幼稚園では、まだ事
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例がすべてではありません。栄養士や調理環境の整備など、また、アレルギーへの対応を含めて給食

の問題も大きいと思います。 

 ６点目、先ほど柏女先生もおっしゃいました障害児や被虐待児など、すべての子どもといった場合、

保育所では実践の事例があり、幼稚園でも一部受け入れていただいていますが、こども園（仮称）と

なった場合、公平に、公正に、一人も受け入れる先がないことがない形をどのように保障していくか

ということが課題です。 

 ７点目、経営の視点です。公立、私立、更に今後、株式会社やＮＰＯ等に担い手を拡大していくと

き、経営の質ということも問われてきます。平準化すべきなのか、競争環境の中で競っていただくに

しても、保育のサービス、子ども支援というのが、非常に公益性、公共性が高いサービスでございま

すので、経営の視点から、どのように質を保ちつつ維持していくか、それは大きいと思います。 

 最後に、市長会から出ておりますので、地域主権との関係から申し上げます。今回の子ども・子育

て新システム基本制度要綱の中でも大変重要なポイントとして、地域主権を前提とした住民の多様な

ニーズに応えるサービスの実現とあります。 

 しかし、地域主権といった場合、こうしたこども園（仮称）の取組に積極的な自治体もあれば、そ

うでない自治体も当然自治の観点から出てまいります。そこで、ナショナル・ミニマムとしての子ど

も・子育て支援と地域主権というものをどう両立させていくか。更には、今後議論の対象になると思

いますが、財源の問題ももちろん重要になってきます。 

 したがいまして、私も市長会代表として自治体の視点から発言を努力いたしますが、いずれかの機

会により幅広い自治体の声をヒアリングしていただくような機会をつくっていただければ、更に有効

ではないかと思います。 

 早口で失礼いたしました。以上でございます。ありがとうございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、渡邊委員、お願いします。 

○渡邊委員 全国町村会の常任理事をしております。新潟県聖籠町長の渡邊と申します。よろしくお

願いします。 

 まず、幼保一体化についての制度設計における留意点等について若干申し上げさせていただきたい

と思います。 

 まず、幼保一体化に当たっては、国の補助制度を始め、先ほど来、説明にありましたように、職員

の配置基準、それから幼稚園教諭、保育士の資格等、幼稚園と保育所の制度上の違いがさまざまであ

ります。これには相当調整が困難であるということが予想されるんではなかろうかと考えます。 

 また、こども園（仮称）の認定主体、これも先ほど来説明がありますけれども、公定価格を基本と

する保育料や参入業者の指定に係る基準等が不明である点や、保育の必要性に係る客観的な評価、そ

れと新システムの下で提供するとされるさまざまなサービスの、いわゆる地方部での必要性、実現可

能性など懸念される事項は多く、拙速に幼稚園、保育所の一本化を行った場合、現場に混乱が起きる

ことは想像に難しくありません。くれぐれも十分な準備期間を確保するとともに、必要な財源確保を

していく必要があるのではなかろうかと考えます。 

 更に現場の声という観点からすれば、町村には児童人口の減少地域が多くあります。人口減少が進
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み、地域の幼稚園、それから保育所運営が困難となっている地域では、小学校就学前に集団で成長す

る機会が奪われてしまうことにもなりかねません。これは都市における待機児童の問題とともに大き

な課題となります。 

 基本制度案要綱において、すべての子どもに質の高い幼児教育、保育を保障することが目的として

掲げられています。是非、人口減少地域の実情に合った運営が可能となるような検討をしていく必要

があるんではなかろうかと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、これも基本制度案要綱の基本的な考え方のときに申し上げたんですが、これらの協議につい

て、十分な時間をかけていただいて、見切り発車にならないようにお願い申し上げたいということが

１点であります。 

 それから、参考まででありますけれども、私の町では、既に 2005年の４月から認定こども園では

ない、「こども園制度」を導入しております。うちの町は１万 4,000 人くらいの小さな町でありまし

て、小学校が３つありまして、そこの各学区に公立の幼稚園が１つあります。そして、保育所はこれ

まで公立１つしかありませんでした。先ほどのこれまでの経過にもお話があったように、いわゆる公

立の幼稚園の子どもたちの入園数が減ってきて、現代社会では雇用機会が恵まれていることもあって、

保育ニーズが高くなっております。 

 そんなことで、幼稚園の空き所数が目立って、保育所の整備拡充を更に要求されるというアンバラ

ンスが出てきております。 

 そんなことから、これは乱暴なやり方かもしれませんけれども、いわゆる就学前の子どもたちのう

ち、３歳未満児は、すべて保育所でお預かりするとし、私の町では、今、公立保育所が１つ、民間保

育所が２つあります。あと３歳以上の幼稚園入園、就学前教育については、すべて義務化しておりま

す。義務化ということは、全員公立の幼稚園に入園してもらうということ。それで無料化もしており

ます。 

 あとは、保育に欠ける子どもたちはどうするんだという問題が生じるわけでありますけれども、こ

れらについては、当然保護者のニーズに合わせて、いわゆる早朝保育、それから通常保育、そして延

長保育ということで、保護者の要請に合わせた対応をしている。これは当然通常保育料については、

義務化して無料でやりますけれども、早朝、延長、一時預かり等については、すべからくそれに合っ

た保育料をいただいているという現状にある。 

 そんなことで、もう５年になりますけれども、非常にいい形で保護者の方々にも理解してもらって

おります。年齢で区切るというのは、ちょっと乱暴なやり方かもわかりませんけれども、また、小さ

な町村サイドで考えた場合、これらはいいのかもわかりませんが、大きな都市部の場合には、それが

通用するのかと考えますと、いろんな難しい点もあるんではないかと思うんですが、ただ、最初に困

ったのが、いわゆる幼稚園教諭、保育所の保育士の身分上の問題、併せて先生方の勤務時間の問題と、

非常にこれまでの、いわゆる幼稚園教諭としての身分、保育士としての身分と、先生方のプライドと

いうか、そういう問題点がいろいろと２、３年苦慮した点がありましたけれども、今は先生方も当た

り前のごとく運営してくれていますし、また、保護者からも大変喜んでもらっております。そんな現

状であります。 
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 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。古渡委員、お願いいたします。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の副代表をやっております古渡と申します。どうぞ、よろしくお

願いいたします。 

 全国認定こども園協会としましても、実は、唯一この場の中でいうと、現場をやっている場所です。

実は、私自身も平成 17年の国のモデル事業から連続して今日までやっております。 

 そういう観点で、当協会の方として、いろいろ皆さんと模索した結果、基本的には子ども・子育て

新システムの今回の制度案というのは、大変歓迎すべき方向だろうと考えています。 

 その中で、基本的には３つほどあるかなと考えております。まず、本当に現場を経験した者として

の発言として聞いていただきたいんですけれども、一体化の基本的な理解という問題があるかなと思

っております。 

 基本的には、ただ、幼稚園と保育所を併せるだけではなくて、今回の子ども・子育て新システムの

ビジョンが反映できる理念というか、それがきちんと仕組みとして入っていくべきではないかなと考

えております。 

 そういう観点で考えますと、逆にすべての子どもの最善の利益を求めることができる施設が、実は

こども園（仮称）であろうと。その機能を十分備えると何が発生するかというと、まず、少子化対策

の改善できる方向性がある。もう一つは、労働政策にも効果がある施設になる可能性があるというこ

とが考えられます。 

 そのためには、やはり現在の幼稚園、保育所の機能を生かしつつ、逆に先進諸国の事例を参考にし、

求められている施設の在り方を明確に描き出すことが、やはり不可欠ではないかと考えております。 

 もう一つ、私の方としては 17ページに資料を出しておりますので、見ていただければと思います。 

 基本的には、根底としては、我々現場として見えてきている範囲の話ですけれども、1989 年の子

どもの権利条約の精神があると思うんですけれども、逆にこのごろ子どもの権利条約という一番大事

なものを明確にした施設運営というのが必要ではないかと、今、考えております。 

 あとは、例えばの話ですけれども、必要な施設の基準のための施設整備とか、あと障害児保育を含

めた実施される幼児教育と保育の内容を実践し、幼児教育、保育の質の向上につながる資格の統一、

研修運営の在り方を模索するなど、一連のことから地域の再生や社会的排除をなくすインクルージョ

ン的な効果を生み出すものと、我々は考えています。 

 ですので、実際、現場でやってきた結果として言えることは、こども園（仮称）というのは、地域

の再生とか、逆に言えば、社会的排除をなくすためのインクルージョン的な発想がかなり入ってくる

と、地域のいろんな意味の中で生きていくということが考えられています。 

 ２番目は、我々として、今、具体的な方向として見えてきていることとしてお話しできることは、

まず、幼児教育と保育の質の向上という観点から、地域主権を尊重しつつ、制度設計や新システムの

運用については、やはり国が責任を持っていただきたいということと、幼児教育、保育の水準や基準

に関する評価については、やはり都道府県に是非責任を持っていただいてやっていただきたい。各分

野ごとできちんとした責任を持っていただきたいというのが、現場的な考え方です。 
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 もう一つは、我々の１つの、例えば今後こども園（仮称）というものを日本中につくっていくため

の１つの仕組みとして、今、考えてはいるんですけれども、17 ページの下の方に少し書かせていた

だいておりますけれども、「基幹こども園構想」という発想を持っております。要は、今まではただ

単に幼稚園と保育所を一緒にすることで、こども園（仮称）という発想だったと思うんですけれども、

ある意味そうではなくて、インクルージョンとか、地域再生とか、または幼児教育とか、いろんな連

携を図るための仕組みとしても、実は核となるこども園（仮称）があって、そういう核となるこども

園（仮称）を地域で支えてもらいながら、職員の研修とか、子育て支援研修とか、地域ネットワーク

の構築とか、いろんなサービスを展開できるような、要するに核となっていくものが全国各地にでき

ていくことの方がもしかすると、いい意味での効果が表われるのではないかと考えています。 

 もう一つは、我々現場的にやっていて、こども園（仮称）が本当に成熟するまでの時間というのが

あると思っています。確かに、法律上で合わせることはできると思うんです。でも、現場はかなり大

変です。要は、幼稚園の文化とか保育所の文化とか、地域のいろんな問題、それを融合していくわけ

ですね。それをこども園（仮称）を中心として、また、行政もそうなんですけれども、連携しながら

いくという時間と、こども園（仮称）がこども園（仮称）として成長するためには、やはりかなり時

間がかかると考えています。 

 我々自身も認定こども園になってから３年以上、また、私の場合は平成 17 年からやっていますけ

れども、それをきちんと動かすためには、最低３年かかります。ですので、安易にすぽんと決まるの

ではなく、移行期間とかもかなり重要だと考えていますので、その辺も御配慮いただければと考えて

います。 

 あとは、我々として一番現場的な発想ですけれども、新システムの実施主体である自治体の政策策

定とか、体制整備とか、運用開始とか、多分そういういろんな法律の整備とともに、同時進行しなが

らも、かつ経過をきちんと持ってもらわないと、多分現場は相当大変かなと思いますので、一つその

辺も御配慮いただければと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。佐藤委員、その次に木幡委員の順でお願いいたします。 

○佐藤委員 全国保育協議会の佐藤です。今から 134年前に、この国で幼稚園というのがスタートし

ました。子どもの生活を支え、子どもの生活を豊かにし、環境を整える、その営みを保育というふう

に名付けました。 

 字のとおり、子どもたちを守り、育むという、その覚悟を持った保育者たちが幼稚園であれ、子ど

もたちをたくさん健やかにしてきました。 

 一方、保育所は、「保育に欠ける」という条件ではありますが、その保育を担ってきました。今、

私たちが考える「保育」というものは、幼児教育をきちんと含んでいるものだと私は考えています。 

 ですから、今もさまざまな資料の中に、相変わらず幼児教育と保育というものを分けて、中黒で列

記していくのは、そろそろやめていただけないかというふうに考えています。覚悟を持った「保育」

というものをしっかりと子どもたちに提供するこの仕組みというものを、今回の検討でもさせていた

だけないかということで、全保協の方では、皆さんの方に提示したのでは９ページからになりますが、
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まず、すべての子どもを対象に質の確保された保育が保障される仕組みであるべきだと思っています。 

 それから、何よりも子どもが主体とする制度を構築するということと、地域の子どもたち、特に私

は青森から来ているんですが、青森で、今、寒さに震えているような子どもたちも、それから都会で

残念ながら狭いところに閉じ込められているかもしれない子どもたちも、やはりその地域社会の中で

育まれていくような拠点として位置づけられていくべきだと思います。 

 先ほど「保育に欠ける」という文言を言ってしまいましたが、これがすべての子どもたちになった

としても、「保育に欠ける」状態にある子どもたちがなくなるわけではないので、そういう意味では、

児童福祉法に位置づけられた、児童福祉施設として担ってきた、私たちの保育所のような仕組みがし

っかりと残る。そういう役割を維持したものであることも、やはり必要なのだと思います。 

 これは基本的に、先ほど古渡さんもおっしゃいましたけれども、保育を提供するシステムの総称で

ある以上、これまで幼稚園や保育所がやってきた一定の役割、それが継続していく、実績を生かして

いく取組が継続していく期間が設けられるべきだとも思います。 

 財源については、これは何度も言っているんですが、きちんと恒久的な財源を確保して、財源の担

保をなくしては、改革を実施してはならないのではないかと思っております。そうしないと、子ども

たちの育ちにとって、私たち大人は禍根を残すのではないかと思っています。 

 そして、何よりも国や都道府県、市町村の公的な役割というものをしっかりと確保していくべきだ

と思っています。 

 こども園（仮称）の基本的な機能と役割は、先ほども言いましたけれども、まず、しっかりと、そ

の地域の子どもたちに必要な保育を提供していくこと、そして利用している子どもと保護者を対象に、

子育てに関する必要な助言や相談援助、支援を行っていくようなことも必要だということ、3点目と

して地域の在宅であれ、子育て家庭にも、その支援をしていくような仕組みがちゃんとあるんだとい

うこと、この 3点が必須であると考えています。 

 これも先ほどの資料の中にもありましたが、、幼稚園の教育課程を終えて行う教育活動のことを「預

かり保育」という言葉、やはりこれも「保育」という言葉を使っているんですが、だとすれば、地域

ですべての子どもと保護者に必要な保育、その「預かり保育」のようなもの、一時預かりのようなも

のや、学童期の保育についても、それから病児や病後児、そういうようなものも加味してオプション

できるようなものもこの施設の中には入れ込むべきだと思っています。 

 さらに、これまでも申し述べたんですが、施設基準、人員基準、それらについては日本の基準とい

うのは、諸外国と比べて低いものであると思います。そういう意味では、これまでの保育所の児童福

祉施設最低基準や幼稚園の設置基準で規定されているような基準よりも高い基準を、この国の子ども

たちのために用意をしていただければなと思います。 

 それから、すべての子どもたちが育つ地域で異なることがないような、地域格差が生じないような

最低基準というか、これはやはり国がきちんと関与して定めるべきだと思っています。 

 保育時間は、子どもたちの生活を考えれば、やはり私は８時間はきちんと保障してあげるような時

間設定をしていただくべきだと思っています。 

 利用の在り方についても、育児休業から保育についての円滑な利用を保障するようなシステム、こ
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れもしっかりと担保していただきたい。 

 さまざまな問題はあるんですが、給付、負担の在り方についても、現在、保育を利用している保護

者の方たちの負担は４割程度となっていますから、これをほかの基準並みに１割くらいに下げていく

ような負担にするべきだとも思っています。 

 それから、さまざまな指定制のことや、多様な事業主体の参入についても、これからまたこのワー

キングチームの中で御提言をさせていただきたいと思います。 

 とりあえず、以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、木幡委員、お願いいたします。 

○木幡委員 フジテレビの木幡美子です。11 時過ぎに退席させていただきますので、先に意見を述

べさせていただくことをお許しください。 

 この会議では、現在進行形でフルタイムで働きながら子育てをする利用者の立場からお話をさせて

いただければと思います。 

 私は、2001 年に長女を出産しました。１月に産んだんですが、当時、年度途中で保育所に入れる

のが難しいとは知らなかったので、その年の 10 月に復帰を考えていたんです。でも、やはり入れま

せんでした。民間の保育所も周りになかったので、仕方なく育児休業期間を延長して、翌年の４月、

１歳のときに奇跡的に保育園に入れました。入園を許可しますという通知が来るんですが、その選定

の過程というのは、非常にブラックボックスで、中には、復帰１か月前に「どこにも入れません」と

言われる人もいるわけなんです。 

 そもそもなんで職場復帰するために保育所に入りたいと希望しているのに、自治体から許可をもら

えた人だけしか入れないのか、若干の違和感を感じたことを記憶しております。 

 保育所に入れたとしても、サービスという観点では不十分に感じる点も多々ありました。例えば３

歳を超えても、保育所はあくまでも生活の場で教育的な要素が少なくて、うちの子が通った保育園で

は運動会もありませんでしたし、学芸会等もありませんでした。本当に生活しているだけだったんで

す。そばに幼稚園があったんですけれども、それを横目で見るにつけ、「もしかしたら自分は仕事を

しているがために自分の子どもに必要な体験をさせてあげていないのではないか」と、自分を責めて

しまう部分もありました。実際、幼稚園に通わせたい働くお母さんはたくさんいます。やはり説明会

を聞くと、「フルタイムでは難しい」という言葉をいただくわけです。この幼保一体化というのは、

そうした従来の枠組みを大きく変えようとする試みと理解しております。 

 私もこれまで数多くの審議会に参加してきましたけれども、たくさんの時間と労力を割いて、非常

に立派なとりまとめがその都度できるんですが、実際に自分の住む地域で何が大きく変わったかとい

うと、何も変わらないんです。これは非常に残念なことだと思います。 

 私たちが希望することは、ただ１つです。どんな形でもいいですから、安心して子育てができる環

境づくりを、早くこの日本で実現してほしいと思います。今、これだけ働き方が多様化しているのに、

保育のサービスメニューがまだまだ少な過ぎると思います。希望する人が子どもを持つことが当たり

前で、また、仕事を続けることも当たり前の社会を一刻も早く実現していただきたいと思います。 

 以上です。 
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○大日向座長 ありがとうございました。それでは、高知県知事の代理で御出席くださっています、

東委員代理、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○東委員代理 高知県教育委員会の教育次長の東でございます。最初に御案内いただきましたように、

全国知事会を代表いたしまして、本県の尾﨑知事が構成員となっておりますけれども、本日は、議会

開会中のために出席できませんので、私の方から代わって意見を述べさせていただきます。 

 お手元の提出資料の５ページをお願いしたいと思います。この５ページ、６ページにかけて意見を

記載させていただいております。 

 幼保一体化の取組につきましては、全国知事会といたしまして、これまで子ども・子育て新システ

ムの基本的方向に関する意見交換会や、子ども・子育て新システム検討会議作業グループのヒアリン

グなどにおきまして意見を述べさせていただいているところでございますが、改めてその意見を記載

させていただいております。 

 幼保一体化の検討に当たりましては、２として記載しておりますけれども、１つ目といたしまして、

日本の将来を見据えた教育の在り方からの検討。 

 ２つ目としまして、低年齢児から放課後児童対策までの途切れのない支援からの検討。 

 ３つ目といたしまして、子どもの立場に立った検討。この３つの視点から検討を行っていただきた

いということ。 

 また、進めるに当たりましては、保育所や幼稚園等の関係団体や保護者など、国民的な理解を得る

ことを前提にお願いいたしたいと考えております。 

 資料の説明は以上でございますけれども、本日の資料の６の方でこども園（仮称）の主要論点案が

まとめられております。その中の「３．こども園（仮称）の具体的な制度設計」のうちの「（５）設

置基準」につきましては、先の全国知事会要望においても述べさせていただいておるところでござい

ますが、サービス給付に対するニーズは、これまでも構成員の委員さんからの事例でございましたよ

うに、例えば神奈川県など、待機児童対策が喫緊の課題となっているところ、あるいは本県のように

少子化が進行しているところなど、地方によってさまざまに異なっておりますので、地域での実情に

よって適切にサービスが提供できるよう、一定の幅を持たせるなど地方が裁量を持って、創意工夫し

ながら取り組むことができるものとしていただきたいということ。 

 また「（７）経過措置の在り方」におきましては、新制度への円滑な移行に十分な配慮をお願いい

たしたいということを意見として付け加えさせていただきたいと思います。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、普光院委員の代理でご出席してくださっていま

す、野村委員代理、お願いいたします。 

○野村委員代理 本日は、代表の普光院亜紀の代理で出席させていただいております、保育園を考え

る親の会事務局の野村と申します。 

 資料の方は、15 ページの方に提出を事前にさせていただいております。私ども保育園を考える親

の会では、会としての要望書を子ども・子育て新システム検討会議の方に６月４日に提出をさせてい

ただいております。その内容も踏まえまして、議論の前提と考えていることについて述べさせていた
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だきます。 

 こちらのレジュメの方ですが、まず、１に「すべての子どもの人生の始まりに力強い支援を」とい

うふうに書かせていただきました。今、子どもに関する悲しい事件もいろいろ起きておりますが、い

つの時代でも基本的に親は子どもの健やかな成長を願っていることに変わりありません。しかし、親

を囲む状況は大変厳しくなっておりまして、今、大変な状況の人がより大変になっていくという社会

になっていると思います。 

 そんな中で、すべての子どもに質の高い就学前教育、保育を提供することによって、少なくとも人

生のスタートの地点での格差や孤立は防がなければならないということは、皆様の一致するところだ

と思います。 

 現行の制度を変えていくのであれば、子ども・子育てビジョン、保育所保育指針や幼稚園教育要領

が示す就学前教育・保育の理念と矛盾しない仕組みであることが必要と考えます。そこで、このレジ

ュメにこのような図を書かせていただきました。 

 左上の方、こちらの方の３つの○（主体性・自信・意欲が育つ就学前教育保育、仲間とかかわり社

会性を育む就学前教育保育、体を十分に動かし育つ就学前教育保育）については、指針、要領にも書

かれておりますが、学校教育とは異なる就学前教育・保育の重要なポイントと考えております。 

 それに対して、外側に細字で書いております内容（質の向上、こども指針の徹底と保護者との共有、就

学前教育保育の特質を前提とした小学校との連携、幼児への園庭の保障）が実現するために必要な事柄

の一部として考えているものです。 

 質の向上につきましては、何よりも保育人材の確保と育成が重要だと思います。そのために財源、

主に人件費を安定的に確保することが大切であることは、今、介護保険制度で言われております人材

不足、こちらを見ても明らかだと思います。 

 それから、事業者のお金の使い方についても、ルールを考えていただくことが必要だと思います。 

 それから、私たちの会では、保育力充実度チェックという、自治体の保育行政についての小冊子を

毎年発行しております。それを見ますと、現行制度の下でも、子どもたちの環境は自治体によってさ

まざまになっております。これが自治体ごとの事情とニーズを反映したものによるというだけであれ

ばいいのですが、それだけではないものもあると保護者の間では考えられております。 

 「保育難民」という言葉が当たり前のように使われていることが、何か制度的におかしいものであ

るのではないかと考えております。ナショナル・ミニマムの最低基準の底上げ、行政の関与と情報開

示などが、どうしても必要だと思います。 

 なお、日本では幼稚園と保育所という異なる系統の社会資源がほぼ同等に全国的に普及しています

ので、この現状を踏まえて、それぞれの社会資源を生かせる方法を丁寧に検討する必要があると思い

ます。 

 それから、先の保育所保育指針改定では、子どものセーフティーネットについて保育所が担うよう

にということで、強化がうたわれたところです。 

 先ほどから何人かの先生がお話しされていることと重なりますが、地域がこの機能を失うことは大

変将来に禍根を残すことになると思います。このような機能を是非継続するような制度を考えていた

だきたいと思います。 
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 右端の○の保護者の就労支援については、これから議論していくことになると思います、先ほど８

時間を基本の保育時間という御発言もありましたけれども、まず、長時間を保育所で過ごす子どもた

ちのためには、それに合った保育内容、保育体制が必要であるということを押さえていただいて、同

じにするというだけではなかなか解決しない問題があるということを検討していただきたいと思い

ます。 

 それから、こちらの２として「就労家庭の切実な願い」というのも書かせていただきました。 

 こちらは、基本制度ワーキングチームの方で議論するべきことかと思いますが、一応、会にアクセ

スしてくる保護者の切実な願いということでお伝えしておきたいと思います。 

 今、保護者の間では、直接契約への不安が広がっております。それは、首都圏、待機児童数の多い

地域に限ったことかもしれませんが、待機児童数の多さは、現行制度の認可保育所への切実なニーズ

そのものだと思います。 

 特に、今、東京都においては直接契約による認証保育所が、保護者の間では入園を考える選択肢の

中に同じように入っているわけですが、今、そちらの直接契約で申し込みをしたんだけれども、あな

たは 89 番目ですとか、３けたですというようなことが実際に始まっております。これは不安という

のが危惧ではなく、既にみんなそのような形で走り回って、89 番目ならば、次のところにまた出し

ておかなければいけない。そこでまた次に出さなければいけないと。それで順次結果の報告があり、

順番が繰り上がりましたというような苦労が既に行われております。 

 そんな方々も、認可保育所を第一希望として申請しておられます。保育料、園庭などの保育環境が

公的に保障されている認可保育園への信頼というものもあります。是非、最低基準に関しては検討を

していただきたいと思います。 

 それから、待機児童の多い自治体では、選考基準を毎年調整するというような苦心をされています。

この体制が崩れて、保護者が願書を持って走り回るようなことは避けていただきたいと思います。 

 この方法で待機児童対策をどのように解決できるのかというのが議論の重要な点になってくると

思われます。 

 それから、保育はライフラインです。途切れたり、信頼できなくなったりすれば、家族の生活その

ものが行き詰まります。質と量の担保が両方同様に必要になってくると思われます。市町村の責務は、

利用する権利を付与すること、利用調整をすること、指導監査をすることにとどまらず、子どもが必

要とする質を備えた施設を必要量整備する責務でなければならないと考えております。よろしくお願

いいたします。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、この後の順番ですが、秋田委員、入谷委員、そ

して大橋委員、それから山形委員、山口委員の順でお願いいたします。 

○秋田委員 東京大学の秋田です。資料は出しておりません。４点、こども園（仮称）についてお話

をさせていただきたいと思います。 

 第一点にこども園（仮称）の目指すところは、私は０歳から 18 歳までの教育と養護の両方を国や

社会が充実していく、その最初の出発点としてこども園（仮称）、それから幼保一体化の目的がある

のではないかと考えております。 
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 こども園（仮称）における教育機能の充実ということを考えるならば、先ほど濵谷課長の方から教

育基本法における、幼児期の教育が保育所も幼稚園も認定こども園も含み、生涯にわたる人格形成の

基礎を培う重要なものであるから、国全体がそれにむけてということが言われていました。けれども、

私は、乳児期も含めて乳幼児期の教育というものが、すべて根幹に、今回こども園（仮称）として考

えられるということが大切と考えております。それから、養護も乳児期からすべて、それは認定こど

も園や幼稚園の資料でも養護という面が、そこの施設にも含まれているということが書かれているわ

けで、養護と教育の両方の側面が乳幼児期全般に充実することがこども園（仮称）において図られる

という理念が重要ではないのかと思っております。 

 というのは、国際的な動向を見ると、各国は、今、幼児教育の体制は保育所であるか、幼稚園とシ

ステムはさまざまでありますが、大体ある一定のカリキュラム等ができてきている。 

 それに対して、乳児期部分というものが、非常に散らばりが大きいので、どのようにあったらよい

のかというのは、ＯＥＣＤを始め、１つの議論の争点であります。日本においても待機児童対策を始

め、さまざまな形の保育所の質の差異というのは、０～２歳のところで、特に大きく起こってきてい

ると考えます。 

 したがって、０～18 歳を考えるときの乳幼児期の教育並びに養護の充実を図るために、こども園

（仮称）が創設されるというような新たな視点が大事です。単に現状の幼稚園と保育所をくっつける

という発想ではなく、そうした新たな視点が、私はこども園（仮称）に期待するところであります。 

 そのためには、第二に、当然のことですけれども、先ほど御説明がありましたように、その実現の

ためには、施設的な側面、それから保育内容、それからそれを預かる人の問題、その３点において国

が基準というものをきっちりつくり、それを実現するところをこども園（仮称）として認めていくと

いうことが必要ではないか。そのためのナショナル・ミニマムというものが必要であろうと思ってお

ります。この子ども・子育ての新システムの会議のおかしなところとして私が考えているところは、

本来は、こども指針（仮称）というものの実現というものが図られるこども園（仮称）の環境であっ

たり、内容や資格、財政が連携して考えられなければいけないのに別の部会なのです。例えばこれか

らの子どもを考えれば、学力だけではなく体力も必要になってきますし、社会性も必要になります。 

 そうすると、例えば施設基準という広さや運動するところ、そうしたものの保障というものが施設

の設置基準や人員配置上必要になってくるわけで、それがこども指針（仮称）で望ましいことが書か

れても、実際のこども園（仮称）の基準において、そこが実現される最低基準が守られない限りは、

それは絵に描いた餅になってしまいます。ですから、そこをナショナル・ミニマムとしていただく。

さまざまな形態があって、その地域の中でのシビル・ミニマムとして、ナショナル・ミニマムと同時

に、それぞれの地域の人たちの主権と考え方によって形態は多様なことがあり得ると思うのですけれ

ども、その両面を充実していくシビル・ミニマムの思想というのが重要ではないかと思っています。 

 第３点目としては、多様な形態というものが、これまでもこのごろ子育て支援ということが働く母

親の支援という形でとらえられてきていますが、一方では、親になっていくことを楽しむ母親たちと

いうものも幼稚園の中にいるということもまた事実であります。 

 そうした多様な形態を選択できるような形態を取っていくことが重要であり、親が親として育つこ



30 
 

とをこども園（仮称）でも認めていき、そして、その多様な形態の在り方、いずれにおいてもこども

園（仮称）の基準を守っていくというような形が必要ではないかと思います。ただし、多様な形態の

中ですべて、先ほど柏女委員も言われましたが、社会的養護を始め、公平公正にそれを入れるという

ことが多様な形態と同時に公平性を保つこととして重要だろうと思っています。 

 ４点目としては、是非とも国がこれをやるのだということを超党派的に、腰を据えて明確にしてい

ただきたいと思っております。 

 というのは、私の周りの園長たちは、こうしてさまざまな改革の情報がきちんと入ってこなかった

り、不安な思いでどうやって、これから認定こども園や保育所、幼稚園を運営していったらいいのか

という、皆さんが不安な気持ちを持っています。そこを明確に「これからやっていくのだ」というと

ころを財源の保障によって確約していただきたいと思います。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。入谷委員、お願いいたします。 

○入谷委員 それでは、私立幼稚園連合会を代表いたしまして、何点か意見を述べさせていただきま

す。 

 全体といたしまして、先ほど来お話が出ておりますが、また、６月 18 日の閣議決定においても示

されたように、すべての子どもたちに質の高い幼児教育と保育を保障することが人づくりの基本とし

て必要であり、このため幼保一体化を含む制度改革と環境整備に取り組むという大きな方向性におい

ては異論はございません。ただし、それを進めていく際に、みんなで考えていただきたいこと、ある

いは検討していただきたいこと、あるいは克服していただきたいことが何点かありますので、それに

ついて申し述べさせていただきたいと思います。 

 まず、第１点は、先ほど来からも既にいろいろな方からも御指摘がございますが、生涯教育の基点

としての幼児教育、これは幼稚園だけでなくて、もちろん保育所あるいは認定こども園、さまざまな

事業主体において幼児教育機能に関わる施設が学校教育体系の中にきちんとした位置づけを是非図

っていただきたい。それが子どもの幸せ、最善の利益、教育を受ける権利、学習権、あるいはもっと

言えば、幸福追求権や生存権そのものにまで連なっていく権利だと思いますので、子どもたちの権利

を守る観点からという意味で学校教育法体系あるいは教育法体系にしっかりと位置づけを図ってい

ただきたいと考えます。 

 その際、これも先ほど来から御指摘がありますように、質の高い幼児教育、保育を保障するために

は、やはりそれを担保するシステムが必要だと思いますので、具体的には幼稚園設置基準、幼稚園設

置基準は、その中でこれは最低基準だということを明記されておりますので、設置基準は、是非維持

していただきたいと考えております。 

 次に、先ほど申し上げましたように、幼稚園が保育機能、保育所が今までも取り組まれているとは

思いますけれども、更に充実した教育機能を営んでいくために、是非考えていただきたいことは、も

ちろん、施設保育を否定するわけではありませんし、特別支援児、要支援児あるいは虐待児、いろい

ろな境遇にいるすべての子どもたちが幸せになる観点から施設保育教育が必要なことは論をまちま

せんけれども、ややもすると、日本の場合、施設に偏り、頼り過ぎの嫌いがあるのではないでしょう
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かということを是非考えていただきたいと思います。 

 よく日本がモデルにする北欧型の施設、開所時間は、確かに朝の６時半から７時くらいまでは開所

しておりますけれども、実際の利用実態は６時間から８時間くらいというのが主なところなのではな

いでしょうか。その場合の施設と、さまざまなそれ以外の社会的インフラの仕組みがうまく機能して、

施設に過度に頼らなくても子どもたちをみんなで育てられる、それこそ社会全体で支え合える仕組み

が構築されているように私には思えます。 

 例えばスウェーデンの両親保険のような制度を日本でも検討していただいて、例えば病児保育、病

後児保育の施設の整備も必要でしょうけれども、一方で、例えば去年新型インフルエンザがはやりま

した。私の園にも保育所にお子さんを預けている教職員が何人かおります。昨年もそのお子さんが新

型インフルエンザにかかってしまって、上の小学校の子ども２人かかってしまった。もちろん、今の

病児保育、病後児保育は、そこまで手が回っておりません。それに対して、うちの園では、教職員に

は特別の休暇を与えて、子どもが治るまでは見てくださいということを申し上げたんですけれども、

そのようなことが社会のシステムとしてできるような方策も是非検討していただきたい。いわゆるワ

ーク・ライフ・バランスの推進を一方で同時に是非図っていただきたいというのが思いであります。 

 あとは具体的なことになりますけれども、指定制度の導入によって、幼稚園、保育園の認可制度、

指定制度というのは、恐らく特許、許可、認可あるいは認証等との分類から言えば、恐らく準則主義

に当たるのではないかと思いますけれども、準則主義と認可制度というのは、ややもすると方向性が

違うと私は考えております。この整合性をどうやって図っていくのか、是非具体的なシステムでそれ

を表現していただきたいと思います。 

 また、私立学校の代表といたしましては、今後とも私学助成は維持していただきたいというのが思

いです。先ほど保育単価の設定のところで、よりよいシステムを構築している園が、よりよい単価と

いうようなお話がございましたけれども、今、私学助成はまさにそういう政策誘導的、例えば教員の

配置を豊かにしている園に補助が傾斜配分されていくというような制度は何らかの形で維持してい

ただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、これもいろいろ御指摘がございますけれども、大変重要な制度の大改革

でございますので、まさに菅総理がおっしゃっているように、熟議を重ねていただいて、将来に禍根

の残らない、みんなが納得していただいて、簡単にはあまりいじらなくてもいい制度にしていただく

ためには、是非熟議を重ねていただきたいと思います。 

 もう一つ、最後ですが、このような方向性がスケジュールどおり、23 年の通常国会に法案が提出

されて、粛々と成立されるというような場合においても、本格実施は平成 25 年とうかがっておりま

す。その間にも、やはり待機児童の問題というのは、待ったなしのところもあると思いますので、例

えば今、預かり保育、先ほど認定こども園のこともありましたけれども、私立幼稚園としても幼児教

育の機能の充実強化に努めるばかりではなくて、やはり子育て支援あるいは社会保障的機能に真摯に

向かうべきだという思いはあります。 

 現実問題といたしまして、預かり保育の充実、更に認定こども園についてもその普及に対しては真

剣に取り組んでおります。 
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 特に預かり保育については８割以上、先ほど濵谷課長からも御説明がありましたが、もう既に８割

を超えている園で日々の預かり保育を実施しております。この預かり保育の時間帯は、１日８時間を

超えております。ほぼ週５日実施している園がほとんどです。 

 ただ、問題は長期休暇の実施率が低い。ここの長期休暇の実施を推進していただけるようなインセ

ンティブを支援していただければ、例えば東京の認定基準でいう認定こども園が１日８時間程度実施、

それから年 250日開所で認定こども園の認定をしていただいております。 

 それと同じように、預かり保育で、年間で 250日以上実施できるようなインセンティブを構築して

いただければ、今、待機児童の７割を占めるお子さんが、いわゆるパートタイムの保護者と、それか

らこれから仕事を、職に就いたらお願いしたいという申請中の方で占められておりまして、フルタイ

ムの方で待機児童の方は、待機児童のうちの約３割と言われております。そのうちの６割、７割を幼

稚園の方で引き受けることができれば、いろいろな意味で待機児童対策にもつながるのではないかと

思いますので、よろしく御検討いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員 全国国公立幼稚園長会からまいりました副会長の大橋です。よろしくお願いいたします。

資料は３ページをごらんください。 

新システムの構築にあたって、幼保一体化については、質の高い幼児期の教育、保育の確実な提供

をしていただきたい。その質の維持、向上を中心に据える。保護者の多様な子育ての仕方や生き方を

支援していく。親としての育ちを支えるという視点、以上のことを重視して施設で行う意義や役割、

それからさまざまな面からきめ細かく丁寧に検討を進めていく必要があるのではないでしょうか。 

 先ほど構成員の方々の資料を読ませていただきましたが、どの方々も「子どもの立場に立った検討」、

「子どもを中心に据え」と書いてあります。このことは、子どもを産み、育てている保護者、それか

ら私たち幼児教育に関わる人たちの切なる願いであると思いますので、十分な検討をお願いしたいと

思います。 

 その中で、幼児教育と保育の考え方についてですが、これからこども園（仮称）の施設においては、

学校教育として位置づけられている３歳児以上の子どもに対する幼児教育と保育を必要とする子ど

もに対する保育とを分けて考えていく必要があるのではないでしょうか。 

 義務教育及びその後の教育の基礎を培うためには、幼児期の特性を踏まえた幼児教育をしっかり行

うことが大事です。就学前といっても、０歳～５歳は発達が異なり、２歳までの乳幼児には、手厚い

保育の場が必要です。 

 ３歳からの幼児教育では、集団を意識した教育が必要です。集団を意識した幼児教育の時間を充実

させていくためにも、長時間保育の幼児にとっては、一日の中で家庭的な雰囲気、安定して過ごせる

場が大切だと思います。 

 先ほど、皆さんさまざまお話しされていますが、幼稚園の中でも預かり保育を実施しております。

個人的ですが、私の園でも平成 13年度から預かり保育を実施して 10年になります。 

 先ほど、濵谷課長の方からの資料でも 72.5％の幼稚園が預かり保育を実施しているという実績があ
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ります。その中で、幼児教育を重要として考えていくならば、やはり幼児期の教育をつないでいくと

いうことがとても大事だと思います。 

 特に、私たち人間は、産まれてから亡くなるまでが発達と言われております。その中で一番大事な

乳幼児期、その時期の中で施設で過ごす、それから家庭で過ごす、地域で育つというときに、やはり

その子どもたちを取り巻く大人がよりよく教育をつないでいくための人材を確保していくというこ

とと、保護者に子どもを産み育てていく楽しさを私たちが伝えていくことが大事ではないかと思いま

す。 

 それから、小学校教育との学びの連続性、これが大事なことだと思います。２歳から３歳の集団教

育、それから５歳から小学校１年生に上がる滑らかな接続をしていくためにも、３歳から５歳までの

教育を充実させていくということが大事だと思います。 

 それには、やはり幼児教育を担っているものと、小学校教育を担っている、ここのつなぎの段差を

きめ細かく連携していくことが大事ではないかと思います。 

 それから、今後、一体化になったときの教育課程、指導計画に沿った計画的な指導を保育指導者の

専門性とか、保育の考え方、幼児理解、そういうようなことを共有できる人間関係をつないでいくた

めにも、やはり継続的に質の向上、研修、幼児の健やかな成長を図るためにも、私たち保育士がきち

んとした専門性を充実させていくことが大事ではないかと思います。 

 幼児教育として、やはりこの３点と、その次に大事なこととしては、施設設備について発達に応じ

た遊びや生活ができるような環境の整備が大事だと思います。０歳から５歳の豊かな体験ができるよ

うな施設・設備の充実、さまざまな子どもたちが、この施設の中にこれから通ってくるというふうに

なりますと、年齢も発達もそうですが、やはり０歳からの乳幼児でしたら、愛着を形成したり、その

時期に学ばなければいけないことをきちんと学ばせていく。それから、支援を要する子どもたちがク

ールダウンできるような場が必要ですし、一人ひとりの子どもたちが、その施設の中で安心して安全

に楽しく、体いっぱい使えるような施設が必要だと思います。 

 子どもたちだけではなく、その中で仕事をする職員、これから施設が一体化するようになれば、保

育士だけではなく、やはりそこに関わる養護教諭、それからカウンセラー、相談業務、保護者を支え

る方々もたくさんこれから必要になってくると思います。その保護者を支えていくための職員の負担、

職員がやはり日々仕事をしていく場の施設の中の雰囲気、それからよりよい環境を整えていただきた

いと思います。 

施設にかかわる大人、それから子どもたちも、その施設の中で大半を過ごすわけです。そこがどの

子にとってもよりよい成育環境、それから働きやすい環境ということが大事だと思います。 

 最後に、今まで私たち幼稚園も保育所もいろんなことをしてきました。幼児の教育だけではなく、

保護者を支える、未就園児を開放する相談業務をたくさんしてまいりました。保育所も幼稚園もそれ

ぞれ子どもたちのために、幼児教育を支えてきました。今までの教育を継承というか、それぞれのよ

さをたくさん、今、ここで十分検討していただいて、これからの子どもたちの健やかな成長のために、

よりよいこども園（仮称）、幼保一体化の検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 
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○大日向座長 ありがとうございます。今日は初回ですので、できるだけ皆さんに御発言をいただき

たいと思います。12 時終了を目途としております。若干急いで手短にご発言をいただければありが

たいと思います。 

 山縣委員、そして山口委員の次に菅原委員、佐久間委員、金山委員、小田委員の順でよろしゅうご

ざいますか、よろしくお願いいたします。 

○山縣委員 他の委員の意見との重複をお許しいただき、19 ページに示しました提出資料を基に、

時間の制約があるようですので、若干早口でお話をさせてください。 

 まず、１点目ですけれども、既に多くの方から指摘されておりますように、保育と教育の概念整理

が必要ではないか。今日の資料にも中教審の答申では幼児教育には保育所におけるものも入っている

んだと説明がありながら、一方で、認定こども園のところになりますと、幼児教育は幼稚園のところ

にしか書いていない。保育所は保育のところに書かれている。その辺が残念ながら、現場でもこうい

う理解がたくさんあるんではないか。ましてや国民次元になってくると、そういう傾向があります。

そこら辺は、是非丁寧に考えていただきたいと思います。 

 保育と教育は文化が違うんだということが言われますけれども、これが本質的なものであるならば、

これは仕方がないと思うんですが、私は、恐らくこれは制度や社会が生み出したものだと信じていま

すので、生み出したものであるならば、修正は可能であると思います。文化が違うという発想ではな

くて、時間をかけて文化を一にしてすべての子どもに共通の姿勢で向かうと、このことが今回の課題

ではないかと思います。 

 これを通じて、並行して議論されております子ども指針（仮称）との間に矛盾を起こさないように、

これは秋田委員の御指摘のとおりではないかと思っております。 

 ２つ目は、子ども過疎地という言葉を使っておりますけれども、この表に示しておりますように、

人口 5,000人未満のところでは、現在、３分の２に幼稚園がない。67.6％で幼稚園がない。人口１万

人まで確認しても５割にはないという状況が実態なわけです。このような地域の対応をすることも非

常に必要ではないかということなんです。 

 認定こども園が、私はその可能性を秘めていたと思うんですが、残念ながら最低定員を 60 人定員

としたものですから、本当の子ども過疎地には届きにくい制度になってしまったと感じています。 

 検討課題の中に、乳児保育所のことも入っていましたけれども、このような子ども過疎地という発

想プラス制度的に子どもが少なくても成立している、今、保育所の一部、乳児保育所という年齢だけ

の話だけの話ではなくて、小規模保育所あるいは夜間保育所もほとんどが小規模保育所ですので、そ

ういったところに対する視野も視界に入れておかないといけないと思っています。 

 ３点目、次のページに行きまして、地域子育て支援ということなんですが、これは、非常に社会的

に必要性が高いと思っています。ですから、認定こども園同様、これは義務づけをする必要があるん

ではないかと思っているんですが、義務とする限りにおいて、一定の財源保障が必要なんではないか

という、そういう趣旨をそこの中に書いています。現在の認定こども園には、義務づけられているけ

れども、そのパートに対する固有の財源保障がないということですので、本体予算を削るという、言

わば子どもの最低基準をおかして地域支援をしようという発想にならざるを得ない。この辺に対する
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矛盾も解消すべきではないか。 

 もう一点、この業務というのは、保育士あるいは幼稚園の教諭のやる中身とは、若干私はずれてい

るような気がしていますので、そこにふさわしい専門職員の配置というものが必要ではないかという

のが地域子育て支援のところです。 

 次に４点目ですけれども、子どもケア担当職員、これは保育士、幼稚園教諭のことをイメージして

いるんですけれども、既にこれはいろんな委員から意見がありましたので、あまり重ねませんけれど

も、現状において、両者の文化の違いとか、制度の違いとか、いろんなことから労働条件等がずれて

きていると、ここも同じ子どもに向かう業務において差があってはいけないんではないかというのが

私の主張です。 

 最後になりますけれども、激変緩和、これは基本制度のところでも提出したものとほぼ同じ文章な

んですけれども、大きな制度、それから結果として文化が違ってきている、そういうものですから、

あまり性急にやると非常に危険なので、今の工程上提示されているものをベースにしつつも、地域に

よって少し猶予があってもいいんではないかというのが１点です。それから、ここに特に書いていま

せんけれども、認定こども園の中に少数ですけれども、地方裁量型というのがありまして、いわゆる

認可外で認定を受けるという構造になっています。この部分についての移行は少し慎重に考えたいな

というのが最後の点でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○大日向座長 ありがとうございます。山口委員、お願いいたします。 

○山口委員 山口でございます。私の方は、21 ページに資料を提出させていただいておりますが、

私の申し上げたいことは１点。公平な参入環境の中で多様な事業者が参入することによる競争、これ

が絶対にこの保育改革が必要だということでございます。 

 この資料の中に書かせていただいたのは、単に幼稚園と保育所が合体しただけでは、今、問題にな

っている待機児童であるとか、サービスの多様化という問題が解消することはありません。そういう

ことを書かさせていただいております。 

 特に、平成６年のエンゼルプラン以来、いろんな政策が出てまいりましたが、いまだに、例えば特

別保育１つ取ってもほとんど今の認可保育園からは提供されていない。例えば夜間保育なんかは、公

費の支弁のない認可外保育所がほとんど支えているというのが現状でございます。これは、やはり競

争がないということから、今の現状の制度の上にあぐらをかいていた事業者が何の改革もしない、何

の競争もしないということであると考えております。 

 ただ、国の制度としては、もう既にいろんなところで規制緩和がされておりまして、株式会社の参

入も一応できるとなっているわけでございますが、これと別にローカルルールというのが存在しまし

て、国の方の制度としては、規制を緩和しているにもかかわらず、地方自治体のレベルで参入をさせ

ないとか、いろんなローカルルールを設けることによって競争を阻害しているというのが現状でござ

います。 

 なぜそういった競争を阻害するようなローカルルールが存在するかと申し上げますと、これは私も

いろんな首長さんたちとお話をさせていただきますと、参入をさせたいんだけれども、いろんな団体
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の人たちがうるさいからなというのが本音だというふうに聞いております。是非、この改革に当たっ

ては、そういったローカルルールが存在しないような制度改革にしていただきたい。そういうふうに

考えております。 

 最後になりますが、基本制度でも申し上げたんですが、現行の法制下でも改革できることはまだま

だたくさんあります。例えば今のローカルルールに関しましても、通達を１つ出すだけでそういった

差別的な扱いをしないという通達を１つ出すだけで解消するようなことではないかと思っておりま

す。 

 現在、毎年のように待機児童がどんどん増えている、そういった状況の中で２年先を待つのではな

くて、一刻も早く、今、やれることからやっていくことも必要だということを申し上げたいと思いま

す。 

 以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。菅原委員、お願いいたします。 

○菅原委員 それでは、時間がございませんので、私も少し早口で申し上げたいと思います。 

 今回の制度改革は、戦後 65 年間の中で、初めて総合的な抜本的な改革という歴史的な改革ですの

で、是非、社会全体、国民全体の理解、了解が得られるような積極的な内容の改革をお願いしたいと

いうことを、最初に申し上げたいと思います。 

 今回の制度改革を考えるにあたって、一番大事なのは、11 ページに資料を載せてございますが、

子どもたちの現状をどう見るのかということ、あるいは家庭の状況をどう捉えるのかというのが大切

なことだと、思っております。 

 レジュメにも書いてございますが、待機児童問題、それから家庭での虐待の広がり、小学校、低学

年の不登校、小１プロブレム、学内暴力、あるいは 20代、30代の引きこもり、こういった現状をど

のように考え、今回の制度改革の中に関連づけていくかが非常に大切だということを申し上げておき

たいと思います。 

 次に、そういう深刻な実態・現状の中で、現在の制度が対応できているかについても検討すること

が、非常に重要なポイントではないかと思っております。 

 先ほど来、いろいろ発言が出ておりますが、日本の乳幼児期の制度は、幼稚園あるいは保育所、認

可外、認定こども園、認証保育所、無認可施設等々非常に多岐に形態が分かれております。制度がそ

うなっている関係で、仕方がないとしても、これが全部制度的に、例えば子どもたちの保育条件、国・

地方自治体からの公的支援等、すべて差別化、区別化されています。ここに大きな問題があるのでは

ないかと思います。 

 私たちは、当初から意見を持っておりましたが、「一時保育」が２１年度から国事業名として「一

時預かり」に替わってしまいました。これも結局、「保育」という言葉が消えてしまったことは、理

念的に考えて問題があったと思います。幼稚園であっても、先ほどどなたかの発言にあったように「一

時預かり」という言い方はしていません。やはり、保育園では当然のことですが幼稚園であっても保

育という表現です。 

 現在の制度を見ますと、子どもたちを差別化するような理念的に問題のある制度で成り立っている
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のではないかと思われます。日本においてもそろそろ幼児を含め、乳幼児期のそれぞれの「保育と教

育」に関わる歴史と文化を継承しつつ、今回提案されているような「こども園」にすべての子どもた

ちを理念的に一体化した制度に改める時期に来ているのではないかと思います。 

 その中で、もう一つ申し上げたい課題は、保育の質に直結する基準のことです。これもそろそろ統

一しなければならないのではないかと思います。また、セーフティーネットやナショナル・ミニマム

においてもより質の高い制度的に統一された仕組みをつくっていくということが、今、保育関係者は

もとより、子どもたちあるいは家庭・利用者を含めて求められている、最も必要とされる制度改革だ

ろうと思っております。 

 もう一つ、公的責任の問題です。これもいろんな事業体によって、責任の度合いが全部バラバラ 

なのが、実態です。例えば児童福祉法の 24条のことですが、よく読みますと、24条は、保育園に入

りたい子どもを「保育に欠ける」で、まず、選別しています。更に 24 条の中の第３項で「選考」す

ることで、更にまた入れない子どもを選別し、かつ２４条の第１項のただし書きで公的責任を果たさ

なくてもいいような規定になっているという問題です。こうしたことを、時代としても、制度的に整

えていくということが、今、子どもたちの保育の実態を含め、育ちを守る上で決定的に重要なところ

ではないかと思っております。 

 そういう視点から、こども園（仮称）に期待する一人として、幾つかここで申し上げておきたいと

思います。第１点は、何といっても公的な補助を含めて、ナショナル・ミニマムで区別、差別するこ

とのない制度にきちんと整理するべきだということが第１点です。 

 第２点目は、新指針の問題です。これが今度の改革で最も重要ではないかと思っております。この

新指針の中で検討して頂きたいのは、幼稚園、保育所の指針については、昨年から実施されるところ

で、ほぼ整ってきたいと考えます。問題なのは、家庭にいる子どもたちの育ちをどういう方法でを日

本の国として、社会として責任を負うような新指針をつくるかどうかということだと思います。 

 もう一点は、先ほど、申し上げた子どもたちの小学校における実態あるいは大人になっての引きこ

もりの実態を考えたときに、今の小学校なり、あるいは保育所、幼稚園のつながりのところが、教育

の在り方なり、あるいは保育の在り方に、何か問題があるのではないかと、云うことです。こうした

ことを正しく議論した上で、乳幼児期から小学校までつながる１つの指針を再検討しないと、今の子

どもたちが抱え、社会で抱えている問題が解決しないのではないかと思っています。 

 これは、100歳以上の行方不明老人の実態にもつながっていく社会全体の大きな問題だと捉えてい

ます。是非、ご検討をお願いしたいということです。 

 もう一つ大事なことは、そういった制度をつくるにあたって財源の問題が重要で、これは企業とか、

あるいは国民一人ひとりの負担、税金、補助金で成り立っていると思います。この仕組みをやはり本

当に真剣に考えないと、子どもたちが抱えている実態や、今の保育なり、家庭で起きている問題につ

いて解決の方向をつくり出せないのではないかと思います。財源の問題については改めて、国民的な

仕組みをしっかりつくっていくべきではないかと思っております。 

 時間がありませんので、もう一つだけ申し上げておきたいことは、指定制度の問題です。指定制度

の問題については、私たちは、社会保障審議会少子化対策特別部会でいろいろ議論してきた考え方を
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踏襲しながら考えていますが、その導入にあたって、保育関係者を含む周囲から市場化に拍車がかか

るのではないか、という心配が聞かれます。この課題では、質の問題を基本に遵守すべき「こども園」

基準をしっかり検討することが大切であると考えます。 

その中で、企業、ＮＰＯ、社会福祉、あるいは学校法人であろうと、こども園（仮称）で得た余剰

金については、福祉なり公益、公共事業に意外に使用することが不可能な制度にすることが、大切な

社会的な責任だと思います。 

 最後に申し上げますが、こういった戦後の大改革の中で、対象になっている子どもたちは 750万の

子どもたちです。750万の子どもたちの大改革を進める場合は、今の二元行政では、解決ができない

と思っています。 

 750万人を対象にした、すべての子どもの育ちを保障する制度づくりにあたっては、是非、一元的

行政といいますか、１つの行政にまとめ、しっかりとした改革ができるよう、是非お願いしておきた

いと思います。時間がございませんので、この辺で発言を終わります。有難うございました。 

○大日向座長 ありがとうございました。中島委員、お願いいたします。 

○中島委員 労働組合の連合でございます。簡単に意見を申し上げたいと思います。 

 私どもは子育て支援サービスの利用者という立場でもございますし、それから、児童福祉や幼児教

育を現場で担う担い手の立場でもございます。昨今、問題になっております、社会的な格差や子ども

の貧困問題などに象徴されますけれども、社会的排除のない社会をつくっていく、そういう立場でこ

の問題を全力挙げて一緒に取り組ませていただきたいと思っております。 

 私からは基本制度ワーキングチームでも申し上げましたけれども、すべての先生方がおっしゃって

いらっしゃいますように、乳幼児期からの子どもと子育てに関わる支援、これは子どもさんにとって、

生涯あるいは人生のクオリティーに関わる本当に重要な問題だと思っております。 

 その中で、新システム全体の枠組みとして、社会的養護や障害児といった優先して支援されなけれ

ばならない子どもが制度の谷間に落ちないように、全体として福祉的な観点から底上げを図っていけ

たらと思っております。 

 また、新システムの運営に当たりましては、やはり地域、住む場所や親の所得などに関わりなく、

やはり一定の最低基準をナショナル・ミニマムとして国が示していただいて、その下に基礎自治体が

地域の特性に合わせて上乗せ、横出しをしていく、そこで実施責任を全うしていただくというのが理

想的ではないかと考えております。 

 幼保一体化の進め方につきましては、ペーパーも出しておりますけれども、詳細な中身はお読み取

りいただくということで省略させていただきますが、方法論としてやはりこのチャンスに確実かつス

ムーズにやり遂げられたらいいと思っております。そのためにも長い蓄積や歴史、個性というものが

幼稚園と保育所それぞれの分野にございますので、一定の激変緩和措置、移行に関わるリスクを回避

しながら、移行期間も一定見ていただいて、確実に幼保一体化に着地をしていけるような、そういう

イメージを持っております。是非御検討いただければと思います。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。金山委員、お願いいたします。 

○金山委員 お願いいたします。新潟県上越市のＮＰＯ法人で子育て支援をしております金山と申し
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ます。地方の保護者の立場から２点お願いをしたいと思います。 

 私が住む上越市は、人口 21 万人ですが、自分の希望する保育所に育休明けに子どもを預けること

が、なかなか通らなくなってきているという状況もあるようです。今まで待機児童は都会の問題と思

っていましたが、どうもこのままいくと、地方も人ごとではないような気がしております。ですので、

幼保一体化がよい形で進んでいくことを、本当に切に願っております。 

 また、幼稚園・保育所に関しての保護者一人ひとりのとらえ方が地域によって、または個人によっ

てすごく差があると思いました。今日の構成員の皆さんのお話をお聞きしていても、そのように感じ

ました。幼稚園・保育所をそれぞれの特徴でとらえる方もいらっしゃれば、私たちの地方では、３歳

以上の子どもたちが幼稚園・保育所に入るときに、本当はそういうことは、制度上はある話ではない

んですけれども、「幼稚園と保育所とは名前だけ違うんでしょう」というようなとらえ方で、「どっち

に入れたらいいと思う？」と相談に来られる方もいらっしゃいます。そういう方たちが、みんなそれ

ぞれ納得するような形で議論を進めていくこと、または説明責任を果たしていくことで、幼保一体化

を進めていっていただけるといいなということが第１点です。 

 もう一つは、先ほど柏女委員さんがお話ししてくださいました、利用者とともに子育て支援のプラ

ンを作成するコーディネーターの創設が提案されていましたけれども、私たちもそれを切に願ってお

ります。 

 それと同じように自治体それぞれに任されるということに強く不安を持つ保護者も多く、うちの自

治体は大丈夫かなと心配される声も耳にします。住む場所によって受ける支援やサービスに差がない

と言っていただいてはありますが、そのための公制度として、自治体が財源を最大限に生かして、地

域のニーズに沿った制度運用がちゃんとできるようなコーディネーターの創設というか、専門家の意

見を聞くとか、いろんなところに相談しながら進められるような、そういうシステムも一緒に考えて

いっていただけたらといいなと思います。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。小田委員、そして、最後に佐久間委員。若干 12 時を過ぎま

すが、御了承くださいますように、小田委員、お願いいたします。 

○小田委員 済みません。委員をやっている以上、何かしゃべらないと帰れないと、前回のときもあ

るんですが、それでしゃべらざるを得ないんですが、皆さんがおっしゃっていることをすべて聞いて

いるとすごいなという感想が一言。同時にめちゃくちゃ胃が痛くなるような話で、こんなことができ

るのかなというのが次の１点ということ。 

 ほとんど皆さんがおっしゃったとおりだと思うんですが、私ちょっと錯覚を起こされたら困るなと

思っているのは、フジテレビの委員の方がおっしゃったのが、非常にごく平凡な苦痛なんですね。や

はり一元化してほしいという気持ちの中に、先生もおっしゃったけれども、保育所に行くのがいいの

か、幼稚園がいいのかという考え方を持っていた方々があって、それをずっと長い間、約 60 年くら

い引っ張りながら、何とか同じ役割として「必要な施設ですよ」と、「どっちとも必要な施設ですよ」

と言いつつ、ずっとやってきたということが歴史的にあるわけですね。 

 その中で、突然何となくシステムを変えていき、幼保一体化と言ってしまうと、何かがんじがらめ

の１つの施設ができるんではないかという錯覚を起こす人がいるというのが、私は非常に心配をして
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いて、私は研究者として 20年、そして行政マンとして 10年という経験の中で、非常に胃が痛くなる

んですが、やはり研究もそうですし、行政も積み重ねてきているわけです。必要なものとして何が必

要かといったら、子どもにとって必要だし、親御さんにとって必要だという形で積み上げてきたもの

なんです。ですから、積み上げてきたものが今のような少し多様化したような状況になっている。 

 選択ができるということは、とても私はすばらしい重要なことだと思っているんです。自分の子ど

もにとってどこを選択していくか、子どもにとっての幸せとしての選択、または自分がどう生きるか

ということに対しての選択ができる世界というのは、非常に重要なこと。それを一体化という言葉を

使って、何となく選択ができないような形のものにがんじがらめにしていくんではないかという雰囲

気の形をしていく、そういうシステムをつくるんではないかという錯覚がやはり非常に心配になって

いく。 

 その意味で、私は秋田委員や山縣委員がおっしゃるように、やはり多様化していきながら、今の現

状の中で多様化していきましたね。保育所も幼稚園も徐々に詰めてきて、お互いが重なる部分は重な

って、共用的なものは共用していきましょうという形、そして、システムとしても出ていきましょう

と。 

 ただ、一番難しかったのは、ここでこんなことを言ったら怒られるのかな、皆さん、例えば文章で、

中央教育審議会の文章と、厚生労働省がつくる文章と、文科省がつくるときに、本当は養護と教育と

いう１つですから、幼児教育という１つの言葉で使いたくても使えないところがあるんです。やはり

役割が違うという形、それがこういう形の中で、一体化という話をすることで同じ用語になってきて、

同じキーワードが使えるようになってくる。キーワードがみんな同じようなものになってくるという

ことによって変わってくる。それも歴史が積み重ねてきた結果だと思っています。 

 その意味で、私は何か一体化ということを言って、がんじがらめのものにしてしまって、選択の余

地のないものにされるのではないかという心配を持っております。 

 その意味で、秋田委員がおっしゃるように、まず、こども指針（仮称）をどうきちんと位置づける

かという問題と、それから山縣先生がおっしゃるように、やはり文化が違うと言っているけれども、

そこの積み上げてきたものをどうしていくのかと、非常に基準的な、質の基準とか、まず一体化的な

もの、親御さんが安心できる、選択する人たちに同じようなものだと見える、一体に見えるものが何

かという辺りをきちんと位置づけて話していかないと、下手をすると、がんじがらめの、何か固まっ

てしまった１つのものになるんではないかというイメージだけは、何とか私は避けたいなというのが

感想でした。 

○大日向座長 ありがとうございます。佐久間委員、お願いいたします。 

○佐久間委員 ベネッセスタイルケアの佐久間と申します。よろしくお願いいたします。 

 私どもは、進研ゼミや子どもチャレンジといった教材をやっておりますベネッセコーポレーション

のグループ会社の１つでございまして、介護付き有料老人ホームを首都圏を中心に運営をしておりま

す。それと同時に保育事業行っています。 

 現在、22 園の保育園があります。今後も首都圏の待機児童の問題については、積極的に取り組ん

でいきたいと思っています。 
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 私たち企業として、この事業に参入させていただいて、今、17 年目になりますが、その中で、ま

だまだ壁を感じているところがございます。これまでも社会保障審議会少子化対策部会の委員会の中

でも、何度か発言させていただきましたが、多様な設置主体を認めていくという方向性の中で、質の

問題というのは大きいと思いますので、やはり子どもの最善の利益を守るべく、一定の基準、ナショ

ナル・ミニマムというのは、私も必要だと考えますし、そのための監査機能なども必要なんだろうな

と思っておりますが、その最低のところを認めた上で、いろいろな創意工夫ができるような仕掛けが

必要なのかなと思っております。 

 法人類型によって、現在は、運営費や設備投資に対しての公的助成が違っておりますので、そこを

イコールフットにしていっていただきたいということと、企業として先ほど来言っている創意工夫を

やって、１つでも多くのこども園（仮称）をつくっていくためにも、使途の自由化というところは、

是非御検討を引き続きいただきたいと思っているところです。 

 幼保一体化ということにつきましては、先ほどから皆さんのお話を聞いていて、やはり私たちも保

育所の運営をしていると、保育所側からの見方しかできていなかったなということも感じます。やは

り幼稚園のことを知っていくこと、また、幼稚園の方々が保育所のことを知っていくことによって、

本当に子どもたちはみんな同じ月齢であり、同じ育ちをしていきますので、いい教育だったり、養護

だったりが提供できていくように、この一体化というのが、そういう仕組みになっていけばいいなと

思うところです。 

 また、現場では、例えば数をつくっていくと、やはり人の問題というのが出てきます。処遇の問題

もそうなのですが、採用の問題も一つ大きな課題です。 

 今は、保育所は保育士免許、幼稚園は幼稚園教諭の免許ということがありますが、この一体化をベ

ースに、どちらの資格であっても担っていけるというようになっていけば、そこの幅も広がっていく

のではないかと思っています。 

 最後に、視点は違いますが、幼稚園や認定こども園は、現在、主体に料金設定というところは委ね

られていると聞いていますが実態として幼稚園ごとの保育料の設定というのは、それぞれの幼稚園で

どのような差があるのか、今後の幼保一体化を検討していく上で教えていただければと思います。 

○大日向座長 ありがとうございました。後段では委員の皆様に若干お急かせしてしまいまして、申

し訳ありませんでした。本日は、初回ということで、御自由に御意見をいただきましたが、皆様に共

通していたことは、就学前の子ども、もっと正確に言いますと、乳児も含めた発達初期の子どもたち

が育つ環境が親の就労状況にかかわらず、最善のものを整備していきたい。この点においては、すべ

て委員の皆様におかれまして、共通の認識が持たれたのではないかと思います。それは、何よりも子

どもの最善の利益のためであり、２番目には親の生活支援であり、そして第３にそれが日本の社会の

未来につなぐことであるという点は、今日は限られた時間ではございましたけれども、共通の認識が

持てたと思います。 

 しかし、これをどうやって具体的にシステム化していくかということに関しましては、当然ながら

いろいろな御意見があったと思います。歴史的な経緯、文化を尊重しながら新たな制度をいかにつく

っていけるか、そのために子ども、親、そして地域の実態をしっかり見つめながら議論をしていきた
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いと思います。これは、決して胃が痛くなるような議論ではなくて、希望を持って皆様と力を合わせ

ていければと願っております。 

 本日は、若干時間を延長してしまいまして、申し訳ございませんでした。次回は、こども園（仮称）

の基本的な位置づけを中心に御議論いただきたいと思いますが、本日の皆様の御意見を事務方としっ

かりと踏まえながら論点を絞っていきたいと思います。 

 それでは、次回の開催日程等につきまして、事務局より御連絡をお願いいたします。 

○藤原参事官 次回以降の日程につきましては、また追ってメールもしくは文書等において御連絡を

させていただきます。 

○大日向座長 それでは、本日はこれで閉会といたします。 

ありがとうございました。 
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