
 

 

 

 

 

 

 

                 

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３回会合 
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内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

幼保一体化ワーキングチーム第３回会合 

議 事 次 第 

 

                日 時  平成22年 11月 16日（火）9：02～11：19 

                場 所  中央合同庁舎4号館4階第2特別会議室 

 

    １. 開 会 

     ２. 議 事 

   （１）こども園（仮称）について 

   （２）意見交換 

３. 閉 会 
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○大日向座長 おはようございます。 

 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３回会合を開始いたします。本日は、お忙しい中、お集まりくださいま

してありがとうございます。 

 それでは、本日の委員の御出席につきまして、事務局より御報告をお願いいたします。 

○藤原参事官 御報告申し上げます。 

 本日の委員の御出欠でございますけれども、全国知事会高知県知事尾﨑正直様と、全国市長会三

鷹市長の清原慶子様、大阪市立大学教授の山縣文治様、以上３名の委員におかれましては、本日所

用により御欠席となってございます。 

 御欠席の委員の代理といたしまして、全国知事会より高知県東京事務所長の浜田正博様、全国市

長会より東京都三鷹市子ども政策部長の酒井利高様にそれぞれ御出席をいただいております。 

 また、全国町村会の渡邊委員が少し遅れていらっしゃるようでございます。 

 それから、内閣府の末松副大臣は前の会合の関係で少し遅れているようでございます。申し訳あ

りませんが、進めさせていただければと思います。以上でございます。 

○大日向座長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務方から資料の確認をお願いいたします。 

○藤原参事官 資料の御確認をいたします。 

 まず資料１は、前回の資料の修正文でございますけれども、「幼保一体化の目的について（案）」

です。 

 資料２は前回の宿題事項となっておりました資料でございますが、「新システムにおける指定制と

認可制の関係について（案）」です。 

 資料３は、「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）」です。 

 それから、資料４といたしまして各委員から提出をいただいている資料等でございます。これは

一応２種類書いてございますが、前回のワーキングチームのときに「追加の意見があれば」という

ふうに申し上げていただいた意見と、今回のためにいただいた意見と、続けて資料としてお付けを

しております。 

 また、紙でいただいている意見以外に当日、会議の場で御発言いただいたものを少しまとめたも

のを参考資料の方の参考４に「第１回・第２回幼保一体化ワーキングチームにおける各委員からの

主な意見」ということで、主に御発言いただいたものを中心にまとめたものをお付けをしておりま

す。 

 それから、参考資料の参考１と２につきましては、前回提出している資料をそのままお付けして

おります。 

 そして、参考資料の参考３は参照条文集ということになってございます。以上でございます。 

○大日向座長 資料の御確認はよろしいでしょうか。 

 それでは、本日は第３回目の会合ということで、議事にありますとおり「こども園（仮称）のあ

り方について」、前回に引き続き御議論いただきたいと思います。前回は幼保一体化の目的と、こど
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も園（仮称）のイメージについて御意見をいただいたわけですが、その際、２つの宿題を皆様から

いただきました。 

 １つは、幼保一体化の目的についての御意見です。その御意見を踏まえ、修正したものが資料１

でございます。もう一つは、指定制と認可制の関係について、わかりやすく説明してほしいとの御

意見がございましたので、その説明をしたものが資料２でございます。 

 この２つの資料につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 それでは、御説明申し上げます。まず資料１、「幼保一体化の目的について」でござい

ます。 

 １枚おめくりいただきまして、先日の資料の抜粋でございますけれども、２点修正がございます。 

 まず、１枚目については「希望する全ての子どもに対し」ということで「希望する」という文言

を追加したこと。それから、１枚目の③でございますが、「専業主婦を含め」と書いてございますけ

れども、男女共同参画の観点あるいは希望する全ての子どもという観点を踏まえまして修正いたし

たものでございます。 

 それから、２ページでございます。「世界に誇る質の高い幼児教育・保育を希望する全ての子に」

ということ。それから、前回の御指摘で「全ての地域で」ということを追加しているということ。

それから、③におきましても「男女がともにあらゆる場面で活躍できる社会を目指し」ということ

で、男女共同参画の理念を明記いたしたという修正でございます。 

 続きまして、資料２の「新システムにおける指定制と認可制の関係について（案）」でございます。 

 おめくりいただきまして、１ページでございます。「現行制度」と「新たな制度の仕組み」を対比

して御説明申し上げます。 

 まず「現行制度」におきましては、事業を開始するときには事業の適正性を担保するために行政

庁の認可または届出を必要としておりまして、施設内で虐待が行われるなど事業内容が不適正なと

きは行政命令の対象となるわけでございます。幼稚園、保育所という認可施設の場合には認可、あ

るいは認可外の事業を実施するときには行政庁に届出を行った上で事業を行うということで、この

認可または届出については事業の内容が適正かどうかということでのいわば規制、担保ということ

でございます。 

 現行制度におきましては２つ目の丸でございますが、認可を受けた幼稚園、保育所については財

政措置、私学助成や保育所運営費等でございますけれども、これが講じられる。一方で、認可外の

保育事業については最低基準を満たしたもの、満たさないもの、いずれについても財政措置はない

ということでございまして、現行制度におきましては認可と財政措置がセットになっているという

仕組みでございます。 

 下の図でございますけれども、認可施設に対して財政措置が黄色で講じられるということで、こ

の範囲が一致しているのが現行制度でございます。 

 新たな制度についてでございますが、新たな制度におきましても事業の適正性の担保は必要でご

ざいますので、事業を開始するときにはその適正性を担保するためにやはり認可または届出を必要

とし、施設内で虐待が行われるなど、事業内容が不適正なときには行政命令の対象とすることが必
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要だと考えております。 

 それで、幼稚園、保育所あるいはこども園（仮称）の設置をするときには認可を受ける。その他

の事業を実施するときには行政庁に届出を行うという意味で、事業の入り口時点での届出というの

は現行と同様でございます。 

 加えて、新システムにおきましては指定制を導入しまして、客観的基準を満たした施設につきま

しては認可の有無にかかわらず財政措置、今回は幼保一体給付（仮称）でございますけれども、こ

れの対象とするということでございます。 

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

するということでございまして、新システムにおきましては認可と財政措置を切り離しまして、認

可の有無にかかわらず基準を満たした施設あるいは多様な保育サービスが財政措置の対象となると

いうことでございます。 

 それを図にしましたのが下の新たな制度というところでございまして、幼稚園、保育所あるいは

こども園（仮称）の認可というところもこども施設（仮称）の指定ということで、幼保一体給付（仮

称）の対象になりますけれども、それに加えまして認可施設と同等の基準を満たす施設、それから

多様な保育サービスですね。例えば、20人未満の小規模な保育サービス等についても指定を受ける

ことによりまして幼保一体給付（仮称）の対象にしようというのが今回の仕組みでございます。以

上でございます。 

○大日向座長 ただいまの御説明を踏まえまして、委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。御

質問、御意見がおありの方は挙手をお願いいたします。 

 では普光院委員、それから佐藤委員の順でお願いいたします。 

○普光院委員 幼保一体化の目的についてで、「希望するすべての子ども」というときに「希望する」

というふうに入ったのはどういう経緯だったか、ちょっと記憶にないんですけれども、この「希望

する」の主語は保護者なのか、子どもなのかと思いますと、ちょっとここは文言として非常にあい

まいで、文脈上は明らかに子どもだと思うんですけれども、実質的には保護者を想像されているの

かなと思いまして、少しこの意図がよくわからないというところがあります。 

 それから、私の意見としましては、追加意見として出させていただいたところをちょっと発言さ

せていただきたいと思います。資料４の追加意見として５ページに入れていただいております。前

回の意見に続いておりますけれども、幼保一体給付（仮称）の対象となる保育事業を今、指定制の

説明がありましたけれども、このように幼保一体給付（仮称）の対象となる事業を従来より広くす

るという場合においても、是非最低基準をナショナルミニマムとして上げていく方向で考えていた

だきたい。今、保護者の間では、基準も補助金もばらばらになってしまっている保育制度の中で、

混乱と不公平感が広がっているというふうに私は感じております。 

 そして、ここに書いてありますようにａとして、例えば「認定こども園の地方裁量型を廃止し、

現行ナショナルミニマムの最低基準によって指定をやり直す」。理由は前回述べました。 

 「ｂ.認証保育所等が指定を受ける場合にも、現行ナショナルミニマムの最低基準によるものとし、

例えば定数保育士（配置基準に係る保育士）は全員有資格者とする」。現行、例えば認証保育所では
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有資格者が６割あればいいということになっておりますけれども、そういったところもそろえてい

ただきたい。 

 それから、ビルの中の保育が激増し、子どもの心身の発達への影響が心配されるため、今後設置

される認可保育所・認証保育所・認定こども園等のうち幼児を保育する施設については園庭必置を

基準としていただきたい。これは、幼稚園の基準との整合性ということもあると思います。 

 それから、ｄとして「待機児解消の見通しが立った段階で、看護師の配置や幼児についての保育

士の配置基準の改善、先進諸国の基準を参照、などを予定する」ということが、この幼保一体給付

（仮称）を広げるに当たっての私の意見です。 

○大日向座長 ありがとうございます。２点いただきましたうちの２番目の保育の質の維持向上に

関しては今後とも議論をしていきたいと思います。 

 最初の「希望する」という文言のところは簡単に修正ができるかと思うのですが、いかがでしょ

うか。入所を希望するすべての子どもというのではいかがなものでしょうか。では、お願いいたし

ます。 

○柏女委員 前回、私の方で申し上げさせていただいたことを取り入れてくださったのではないか

と思います。 

 今日の新聞で、障害者自立支援法と児童福祉法の改正案が与野党で合意して本国会で成立する予

定だということで、とてもうれしく思っています。前回申し上げましたように、障害を持った子ど

もたちがなかなか幼稚園や保育所に入れないでいる。それを「希望するすべての子ども」と言った

ときに、障害を持った子どもたちがこうしたこども園（仮称）の中で生活ができるように私はして

いかなければならないと思っています。 

 その中で、今回の法案の中にはこの幼稚園や保育所に入所している子どもに対して専門家が巡回

して、そして支援をしていく。保護者の支援を求めて、申請に応じて巡回して支援をしていくとい

ったサービスがこの法案の中には盛り込まれておりますので、こうした法案と、それからこども園

（仮称）が一体的に運営されることによって、障害を持った子どもたちもこのこども園（仮称）が

より多く活用できるようになっていくのではないかと思っています。 

 なので、「入所を希望する」ということでも構いませんけれども、そうした提案を入れていただけ

たらとてもうれしいと思っています。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。それで、よろしいでしょうか。 

 それでは、お待たせしました。佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 ありがとうございます。全国保育協議会の佐藤です。 

 今日という日をこの幼保一体化のワーキングチームで選んでいただいたことに、まず感謝申し上

げたいと思います。今日、11 月 16 日が日本で初めて幼稚園が誕生した日だというふうに私は理解

しております。そういう意味では、今日はこの国に保育というものが存在した記念日だというふう

に私は思っています。 

 これまでもお話をしてきましたが、幼保一体化の目的の中で今回もまた世界に誇る質の高い「幼

児教育」、それから「保育」という文言で語られています。この言葉の整理を何とかしていただけな
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いか。子どもの発達を保障していくことが幼保一体化の目的の一つであると思っています。そうい

う意味では、ここのところはすべての子どもたちを対象にした質の確保された「保育」とすべきで

はないでしょうか。もしこの「保育」という言葉で統一ができないのであれば、秋田先生がずっと

お話くださっているような「養護と教育」をすべての子どもたちにというような言葉に言い換えて

いただきたい。この「幼児教育・保育」という未成熟な言葉で語られていくことが、どうも私の中

では理解ができないままでいます。 

 そしてまた、幼保一体化を図る上で施設だけに限るわけではありませんが、「必要なサービスを必

要に応じて保障すること」とか、「質の向上を伴った保育の量的拡大」ということが必要なことなの

ではないかということを、まず幼保一体化の目的については意見を述べさせていただきます。 

○大日向座長 ただいまの点について、いかがでしょうか。「教育・保育」というのを別の言葉で言

い換えてほしい。佐藤委員がずっとおっしゃっていらっしゃったことではありますが、この点につ

いていかがですか。では、普光院さんどうぞ。 

○普光院委員 重ねてすみません。私もこども指針（仮称）の方の会議の資料を見まして、３歳以

上を「幼児教育」、３歳未満を「保育」というふうに呼ぶ案を拝見しまして大変驚いたのですが、そ

の資料によりますと保育に欠ける子どもについては「保育」と「幼児教育」というふうに書き分け

てあるのですけれども、つまり３歳以上児で保育に欠けない子どもは「幼児教育だけでいい」と書

いてあります。 

 そうすると、３歳児以上の子どもには「養護」が入らないということになりまして大変おかしい

なというふうに、養護というのは幼稚園教育要領には今、含まれておりませんけれども、概念的に

は必要なものだということを秋田先生も先日おっしゃっていたかと思うのですが、私もまったく同

感ですので、保育時間の長短にかかわらず「保育」、つまり「教育」と「養護」が一体となった「保

育」というものを概念形成をきちんとして盛り込むべきではないかと思います。 

○村木政策統括官 事務局からお願いでございます。今の用語の問題、定義の問題は非常に難しい

根本的な問題で、こども指針（仮称）のワーキングチームでも議論をいただいておりますので、こ

の目的のところはこの会議で何度も立ち返って最終的に固めていくところでございますので、ここ

で今日結論を出すのではなく、ほかのワーキングチームの議論の状況を見てまたここに戻って整理

をするということにさせていただきたいと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。では、秋田委員どうぞ。 

○秋田委員 今の村木さんの意見で結構なのですけれども、どういう言葉を使うにしてもその定義

を明確にしていただきたい。「幼児教育」と言うと幼稚園、「保育」と言えば保育所というイメージ

ではなく、養護と教育の両面の質を向上するということを目的にする幼保一体化をしていただきた

い。国際的に成功させてきた国として、例えばスウェーデンは「エデュケア」、エデュケーションと

ケアから新たな用語をつくり出し、ニュージーランドは「ディベロップメント」という新たな用語

によって幼保一体化の理念を質の向上につなげてきておりますので、いかなる用語かは最終的には

皆さんの合意で通常使われる名称が使われたとしても、そこの了解は新たに変えていく必要がある

のではないかと思います。 
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○大日向座長 ありがとうございました。今までいただきました御意見は、どうぞ指針ワーキング

チームの方にもお伝えいただきながら、相互に連携をとりながら、いつもここは振り返って議論を

進めていきたいと思います。 

 それでは、幼保一体化の目的について一応この辺りでよろしいでしょうか。では、菅原委員どう

ぞ。 

○菅原委員 「世界に誇る質の高い幼児教育・保育」という考え方があるわけですけれども、この

中に当然これから議論されていくかと思いますが、やはり利用者のサービスですね。これはまさに

今の多様なニーズと、安定した運営ができるような質の高いシステムをつくる必要があるだろうと

いうことが第１点です。 

 第２点目は、やはり子どもの保育条件というのは質ですね。これはやはりナショナルミニマムを

含めたいわゆる少子化対策特別部会でも議論された子どもの権利条約ですか。世界に誇ると言った

以上は、そういうことをしっかりと考え方に入れていただきたいということです。 

 それから、「質の高い」といった場合、職員処遇の問題があります。実際にはあまり職員処遇の問

題は語られませんけれども、非正規職員中心ですとか、あるいは短時間保育中心ですとか、それが

一般財源化されてさまざまな処遇が悪化している今の日本の制度の質を考えた場合、職員の処遇の

問題をしっかり考えないと質の向上につながっていかないだろうと思います。ですから、世界に冠

たる施設をつくろうとするならば、やはり職員処遇の問題を改善する方向で創って頂きたいと思い

ます。 

 もう一つは、やはり運営の安定ですね。経営者側の運営の安定です。これもやはりきちんと保障

できるような考え方が必要です。これは給付のところで議論されていると思いますけれども、こう

いった４つくらいの項目が基本的な世界に誇るシステムとしては非常に大事なポイントだろうとい

うことを申し上げておきたいと思います。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。この目的に関しまして、今日ここで文言の細かいところを

フィックスするということではなく、今後議論を進めていくうちでこのワーキングチームの中でも

また振り返って変更があるかもしれませんし、他の２つのワーキングチームとの兼ね合いもござい

ますので、随時振り返りながら、ということにしたいと思いますが、一応今日の段階でこの目的は

暫定的に合意をいただいたということでよろしゅうございますか。 

                （委員 異議なし） 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、指定制と認可制に関する御説明に関して、何か御質問はありますか。 

 では、お手が挙がりましたので、佐久間委員と中島委員からお願いいたします。 

○佐久間委員 ベネッセスタイルケアの佐久間です。よろしくお願いいたします。 

 先ほど御説明いただきました指定制と認可制の関係について質問をさせてください。 

 「新たな制度」というところに書かれておりますこども園（仮称）の認可というのと、こども施

設（仮称）という指定があるのですけれども、現在私たち株式会社でも保育所の認可というのは受

けさせていただいております。多様な事業体が参入していくという中で、私たち株式会社というの
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はこの「新たな制度」の中のどこに位置付いていくのかというところを御説明いただきたいと思い

ます。 

 というのも、その下の注釈で「学校法人、社会福祉法人が設置・運営する施設については、法人

に対する経営の関与及び撤退の制限を通じて･･･」ということが書かれてありますが、ここの記載に

は、株式会社など多様な事業体の記載はありません。今も認可園の運営をさせていただいておりま

すが、確かに経営の関与というところはないですが、撤退の制限というのはあり、この条件には全

てはあてはまっておりません。新たな制度の中で私たち株式会社はどこに位置付いていくのかとい

うところの御説明をいただきたいです。それと、公立保育所というのは、どこに位置付いていくの

かというところを少し補足いただければと思います。 

○大日向座長 それでは、まず今の御質問にお答えいただけますでしょうか。 

○濵谷課長 まず、株式会社等の位置付けですが、指定制度の中で指定を受けて幼保一体給付（仮

称）の対象とするということについては、参入主体にかかわらず客観的基準を満たしたものについ

てはすべて対象とする。基本はそういうことでございます。 

 また、新たなこども園（仮称）の設置主体についてはこれからの御議論でございますけれども、

現行の保育所について設置制限がない一方、幼稚園については学校法人に設置主体が制限されてい

る中で、どの程度の設置主体を認めるのか。一定の要件を満たす株式会社も含めて認めるかどうか

ということも含めて、これはこども園（仮称）制度の論点であるというふうに認識しております。 

 それから、公立の扱いについては、これはまさに幼保一体給付（仮称）の中で公立の幼稚園につ

いてどのような扱いをするかということでございますけれども、一つの考え方は指定制度の中で同

じ幼保一体給付（仮称）の対象とするという考え方がある一方で、これは地方団体等から現在一般

財源化されておりますので、一般財源の中で対応すべきではないかという御議論もございます。こ

れも論点でございます。 

○佐久間委員 ありがとうございます。 

 前回も申し上げた意見ですが、この認可の中に、これからの議論だということなのですけれども、

「認可」というのと「認可ではなくて指定制」というところの２つの枠組みがあるように思いまし

て、同じ基準を満たしたら指定が受けられるのであれば、「認可」と「認可でない」という２つのも

のを、届出なのか、認可なのかというところをつくるのはなぜだろうと疑問に思っているのは前回

と同じ意見です。 

 もしそれが分かれるのであっても、同じ基準を満たしていくということであれば、給付の内容は

必ず同じにしていただきたいと思いますし、先ほど菅原委員がおっしゃったようにやはりそこが違

うことによって処遇が違ってきてしまいます。そうすると、質の問題にもつながっていくというこ

とがありますので、是非そこは一体にしていただきたいということを意見として述べさせていただ

きます。 

○大日向座長 それでは、中島委員お待たせいたしました。 

○中島委員 連合の中島でございます。今、御質問もありましたけれども、少し質問をさせていた

だきたいと思います。 
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 認可と指定というプロセスの使い分けがちょっとわかりにくいのかなということもございまして、

ここの１ページの下の「新たな制度」の３つの丸の中にさまざまな表現で書かれているんですけれ

ども、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 いまひとつ私がよく理解できていないんですけれども、まず「小規模保育サービス」と書いてご

ざいますけれども、これはいわゆる規模要件に関することのみを指しているのかどうか。つまり、

多様な保育サービスというのは保育内容だと思うんですけれども、小規模保育といった場合には通

常は規模要件、基準は満たしているけれども、規模が小さい施設というふうに私は仮に理解をして

いるのですが、そのように理解をしてよろしいかどうかということです。 

 それから、３つ目の丸に「基準を満たした施設」と書いていただいてありますけれども、これは

基準を満たしたこども園（仮称）と小規模保育所というふうに理解をしてよろしいのかどうか。そ

れとも、何かほかに想定されるものがあるのか。この辺を教えていただきたいと思います。 

 それから、それも含めて今度は指定ということですけれども、認可されているかどうかは別とし

て、一定の最低基準、客観基準を満たせば指定をされるというふうに理解をしてよろしいかと思う

のですが、そういうことでよろしいかどうか。 

 それから、その場合の指定の基準というものが最低基準とは別に考えられるのかどうか。まず、

その辺を教えていただけたらと思います。ありがとうございました。 

○濵谷課長 まずワーディングの使い方ですが、２ページの下の「新たな制度」の図を見ていただ

きますと、事業の開始が幼稚園・保育所又はこども園（仮称）の認可、そのわきが認可施設と同等

の基準を満たす施設とございますが、この認可施設と同等の基準を満たす施設というのは、施設基

準として認可施設と同等の基準を満たす施設であるが認可外であるというものでございます。 

 それから、その右側にございます多様な保育サービス・小規模保育サービス等については、例え

ばですが、20人未満の小規模保育、それから病児保育など、それは保育サービスの種類によってそ

れぞれ指定基準を設けるということを想定しておりまして、それぞれその施設基準とは異なるそれ

ぞれのサービスの基準を満たす施設あるいはサービスというイメージでございます。それだけでよ

ろしかったでしょうか。 

○大日向座長 中島委員、よろしいでしょうか。 

○中島委員 改めてですけれども、そうしますと多様な保育サービスというのは病児保育であると

か、そういうサービス内容を指していると思うんですけれども、それに基づく、これは施設という

よりもサービスの種類だという理解でよろしいんでしょうか。 

○濵谷課長 おっしゃるとおりです。 

○中島委員 わかりました。 

○大日向座長 では、どうぞお願いいたします。 

○山口委員 すみません。もう一度、今のところで私はよく理解できなかったのですが、認可施設

と同等の基準を満たす施設と、隣の赤い認可というところの違いは一体どういうふうに線引きされ

るのかよく理解できなかったので、もう一度御説明をお願いしたいと思います。 

○濵谷課長 認可について、設置主体制限の在り方等は今後ですけれども、仮に設置主体、株式会



 9

社も含めて一定の要件を満たしたものが認可施設にも参入できるという前提といたしますと、その

事業者のある意味で選択によりまして、認可施設としてこの事業に参入する形態、それから届出指

定のみで参入する形態、事業者がその場合選択をするという形になります。 

 ただ、その選択をした後については、認可施設については撤退についての承認あるいは認可がか

かるとか、一定程度の行政の関与が届出施設よりは厳格な規制がかかりますので、そういう規制の

中で認可施設を選択するのか。あるいは、比較的規制が緩い届出施設を選択するのかを事業者が選

択をしていくというイメージでございます。 

○山口委員 そうすると、ここで言うとまた新たに認可の制度も含めて変えるわけですけれども、

事業主体によって認可の参入要件を変えるということを想定しているということでしょうか。 

○濵谷課長 認可の参入要件自体は設置主体の在り方自体が決まってしまえば、その後の事業規制

とか、そういう要件自体は現行制度でもそうですけれども、基本的に設置主体によって変わらない

ということかと思います。 

○香取政策統括官 ここのところは、ちょっと議論が錯綜しているようですので整理をしますと、

幼保一体化した後の仮称こども園あるいはこども園（仮称）の認可の形をどうするかというのはこ

れから議論することになります。 

 それから、現行制度ですと、これは山口委員が御指摘されていることですが、認可について、現

在では一定の裁量が認可権者に与えられているという構成になっています。 

 そのことも含めて、あるいは認可の法的効果ですね。認可の場合には一定の設置主体に対する規

制、法人主体の制限もありますが、設置主体に対して先ほどから説明していましたように経営の面

でありますとか、法人運営についての一定の関与をするというような法律構成をとっていますので、

認可の形をどのようにするかというのは一応ここで議論になるわけですね。 

 それで、その認可の議論とは別に、新システムの側では認可を受けているか、受けていないか。

その認可という枠の中に入っているか、入っていないかという認可の議論をどうするかということ

とは別に、サービスの提供ということに関して一定の要件、これはもちろん最低基準等々、そうい

ったものを想定した指定の基準をつくるわけですが、指定の基準をクリアしているものについては

すべて参入を認めるという形で、いわば指定の形でこのシステムの参入の形を認めるという形をと

るということになります。 

 なので、確かに論理的には指定の基準と認可の基準がまったく同一に最終的になるということに

なれば、認可と指定は事実上、同じことになりますが、そこは認可の形をどういうふうにつくるか

ということによってこれからの議論ということになります。 

 逆に言えば、認可の基準の形がどういう形になるかにかかわらず、新システムの側では一定の指

定の要件をクリアしているものについては参入を認めるという構成をとる。これが１つです。 

 もう一点は、現在ですといわば認可という形で保育サービスを提供している施設、ちょっと幼稚

園のことはこちらに置いておくとすると、基本的には認可保育所だけということになるわけですが、

今度の新システムではいわゆる保育所あるいはこども園（仮称）といった施設型のサービス以外に、

いわばそれと並列の形でさまざまなサービス提供形態を新システムのサービスの類型として認める
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ということをとっています。そうすると、今の幼稚園、保育所のような形以外の小規模のもの、家

庭的保育のもの、事業所内保育所、あるいはへき地のもの、サテライトのもの、そういったそれぞ

れを独立のサービス提供主体、サービス提供形態として認める。 

 それについても同様に指定の要件をそれぞれ設けて、その指定をクリアしたものについては法人

主体あるいは認可等々の他方の規制にかかわらずサービス提供を認める構成をとるということにな

りますので、その部分がこの白くなっているところということになります。 

 逆に言えば、新システムの側で用意をした幾つかのサービス類型、それぞれに示されている指定

の要件のいずれもクリアをしないというようなものがあれば、それは新システムの指定が受けられ

ませんので、それは給付の対象にならない。それが、この一番右側に出ている白いところというこ

とでございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料１、資料２に関しての質疑応答はこの辺りといたしまして、次に資料３の「こど

も園（仮称）について考えられる複数案（案）」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 それでは、資料３の「こども園（仮称）について考えられる複数案（案）」でございま

す。 

 １ページおめくりいただきまして、目次とございます。前回の御議論など、考えられる仕組みの

イメージと御議論を踏まえまして、複数案として御提示させていただいているものでございます。 

 まず、全案共通でございますのは、給付システム、新システムによる幼保一体給付（仮称）とい

う給付システムによりまして、一体化施設に移行するための財政的なインセンティブを与えて、政

策的に一体化施設に政策誘導していくということは全案共通でございます。その上でということで

ございますが、案として５つございます。 

 まず案の１でございます。これは先日の考えられる仕組みのイメージに近い案でございますが、

「平成25年度に、新たに「こども園（仮称）制度」を創設する。「こども園（仮称）」は、幼児教育・

保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する施設とする。」ということで、「現行の幼稚園

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

案でございます。 

 ２番目は、「平成25年度に、新たに「こども園（仮称）制度」を創設する。」というところは同じ

でございますが、「こども園（仮称）」については幼児教育のみ、現行で言うと幼稚園機能のみを提

供するもの、保育のみ、保育所機能のみを提供するものなど、多様な類型を設けるということでご

ざいます。 

 そうしますと、現行の幼稚園機能のまま、保育所機能のままでも「こども園（仮称）」としての認

可を受けられるということで、「現行の幼稚園制度・保育所制度は、法律上平成25 年度に、すべて

「こども園（仮称）制度」に移行する。」という案でございます。 

 ただし、個々の施設について幼稚園という名称、保育所という名称を使用することは可能とする

という案でございます。 

 案の３につきましては、「平成25年度に、新たに「こども園（仮称）制度」を創設する。」という
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点については案の１、２と共通でございます。また、「「こども園（仮称）」は幼児教育・保育及び家

庭における養育の支援を一体的に提供する施設」という点では案の１と共通でございます。 

 ただし、幼稚園機能のみ、保育所機能のみの施設については「こども園（仮称）」ではなく、現行

の幼稚園制度・保育所制度として存続するという案でございます。 

 案の４につきましては、新たに施設類型としてこども園（仮称）を創設するのではなく、「平成

25 年度に、新システム法上の指定施設として、こども園（仮称）を創設する。」という案でござい

まして、幼稚園制度・保育所制度は基本的に存続するということでございます。いわば新システム

法上のこども園（仮称）として幼稚園、保育所全体を一体化するという案でございます。 

 それから、案の５は少し変則でございますが、「平成25年度に、新たに「こども園（仮称）制度」

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

養育の支援を一体的に提供する施設」という案としては案の１、案の３と共通でございます。この

案は、幼児教育の位置付けを中心ということで、現行幼稚園については学校としての位置付けがご

ざいますが、保育所についてはないわけでございますので、現行の保育所についても学校としての

位置付けを与えるという考え方の下に、「現行の保育所制度は、法律上一定期間後に、すべて「こど

も園（仮称）制度」に移行する。 

 幼稚園については、こども園（仮称）制度に移行するよう、幼保一体給付（仮称）という形での

財政支援を通じて政策的にこども園（仮称）という制度へ誘導していくという案でございます。 

 まず、最初に13ページの最後の比較図を見ていただきますと、今の案の１から５までを図で、イ

メージで示したものがこの図でございます。案の１については、25年度にこども園一体化型（仮称）

を創設しますが、10年程度をめどに幼稚園、保育所がすべてこども園（仮称）に移行するというこ

とで、35年には一体化型のこども園（仮称）のみが存在するという案でございます。 

 それから、案の１から案の４まで共通でございますけれども、指定という形ですべて給付の一体

化がなされ、そういう意味では給付の一体化を通じてすべての施設がくくられているというのは案

の５以外は共通でございます。 

 続きまして、案の２につきましてはこども園（仮称）がすべてこども園（仮称）という施設類型

になるわけでございますけれども、幼児教育型、幼稚園機能のみのこども園（仮称）、保育機能のみ

のこども園（仮称）、一体化型のこども園（仮称）、３種類のこども園（仮称）がこども園法（仮称）

に存在するということで、35年には一体化型のこども園（仮称）が財政的インセンティブとして増

えていくという案でございます。 

 案の３については、こども施設（仮称）の中でこども園一体化型（仮称）のこども園（仮称）、幼

稚園機能のみの幼稚園、保育所機能のみの保育所の３種が存在するわけですけれども、こども施設

（仮称）の指定と幼保一体給付（仮称）の中で、こども園（仮称）、一体化型のこども園（仮称）を

増やしていこうという案でございます。 

 ４つ目の案でございますけれども、これは施設類型としては幼稚園とこども園（仮称）という２

種類でございますが、これも給付の一体化を通じてでございますけれども、幼稚園と保育所の認可

を持つ一体化型の施設です。これは、今で言いますと幼保連携型の認定こども園に相当するものか
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と思いますけれども、こういった幼稚園と保育所の２つの認可を持つ施設を増やしていこうという

案でございます。 

 それから、案の５につきましては、基本的に幼稚園とこども園（仮称）と保育所の三者併存関係

からスタートするわけですが、保育所についてはすべてこども園（仮称）に一本化する。それから、

幼稚園ですが、従来の幼稚園については従来の財政措置でありますが、保育機能を行うものについ

てはこども園（仮称）としての認可を取ってもらうことによって、こども園（仮称）の数を増やし

ていこうという案でございます。 

 細かい資料の説明をもう少しさせていただきます。３ページからが各案の説明でございます。３

ページと８ページを見比べながら見ていただきますと、案の１は25年度に「こども園（仮称）制度」

を創設すること。一体的施設であること。それから、「こども園（仮称）」は学校教育法上の学校、

児童福祉法上の児童福祉施設、社会福祉法の社会福祉事業であること。こういう位置付けはすべて

の案、共通でございます。それで、現行の幼稚園・保育所制度はすべてこども園（仮称）制度に移

行。一定期間は幼稚園、保育所として存置できる経過措置ということで、８ページを見ていただき

ますと平成35年程度にはすべて一体化型のこども園（仮称）になるという案でございます。 

 論点でございます。３ページですが、現行の学校教育体系と児童福祉体系を総合的に勘案した新

たな制度を検討する必要がある。先ほど、「設置主体制限が異なる」ということを申し上げましたけ

れども、設置主体制限の在り方、それから認可主体の在り方など、一つひとつ丁寧に整理しながら

総合体系をつくる必要があるということでございます。 

 それから、実態的な論点としては２つ目でございますが、幼稚園機能のみの施設あるいは保育所

機能のみの施設などがないわけでございまして、家庭や地域の実情、保護者の多様なニーズに対応

した多様な選択が認められないことについてどう考えるかというのが実態的な論点でございます。 

 それから、案の２についてはそういった多様な選択という観点から多様な類型を認めるという案

でございまして、８ページと９ページを見比べながら見ていただきたいと思います。 

 25年度には「こども園（仮称）制度」を創設し、その中には満３歳以上児の子どもに対する教育

活動のみ幼児教育型や、満３歳未満の子どもに対する保育のみの保育型の多様な類型を認める。学

校教育法上の位置付け等については同じでございます。 

 こういった機能としては今と同じ機能のものもこども園（仮称）でございますので、25年度にす

べてこども園（仮称）制度に移行する。財政的インセンティブによりまして、各施設が一体的機能

を果たす一体化型のこども園（仮称）になるよう、政策的に誘導するという案でございます。 

 固有の論点といたしましては、４ページの２つ目のポツでございます。学校教育と児童福祉の双

方の性格を併せ持つ新たな制度を創設するという前提でございますけれども、その制度におきまし

て幼稚園機能のみ、または保育所機能のみを持つ施設を位置付ける認可を与えることは法制上困難

ではないかということでございます。いわば、学校教育と児童福祉の双方にまたがる体系をつくる

わけでございますが、学校教育のみ、児童福祉のみの施設については、その双方の体系にはなじま

ないのではないかという法制上の論点が最大の論点でございます。 

 また、多様な施設が存在する、残ることについてどう評価するかということが先ほどの案の１と
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は裏返しの論点でございます。 

 それから、案の３でございます。５ページでございますが、図で言いますと10ページと見比べな

がらでございます。先ほどの案の２と違いますのは幼児教育型のこども園（仮称）、保育型のこども

園（仮称）ではなくて、現行の幼稚園制度、保育所制度を学校教育のみ、福祉のみを行うものにつ

いてはそれを存続するということが違う点でございます。財政的インセンティブによりまして、い

ずれにしても各施設が一体的機能を果たし、こども園（仮称）に移行するよう政策的に誘導すると

いう点については同様でございます。 

 論点といたしましては、これまでの案の１、案の２の論点と共通の点でございますが、新たな制

度体系の検討、それから多様な施設の存在についての評価ということであります。 

 案の４につきましては、６ページと11ページでございます。これは、こども園（仮称）について

は新システム法上の指定施設として創設するということでございまして、現行の施設体系でありま

す幼稚園制度、保育所制度については、基本的に制度としてはそのまま制度、認可が存続するとい

うこと。財政的インセンティブにより、各施設が一体的機能を果たすよう政策的に誘導するという

点は各案共通でございます。 

 これは、論点といたしましては幼稚園、保育所という２つの認可が残る。総合施設によって２つ

の認可が残るということで、そういう意味では新たな施設を創設しないわけでございますけれども、

これを幼保一体化としてどう考えるかということでございます。 

 それから、最後に案の５でございますけれども、これは25年度に「こども園（仮称）制度」を創

設、一体的施設であること、学校教育法上等の施設であることは共通でございますが、保育所のみ

が25年度にこども園（仮称）制度に移行し、一定期間は保育所として存置できる経過措置を講ずる

ということでございまして、考え方は先ほど申し上げましたけれども、学校教育としての保育所の

位置付けの明確化ということでございます。また、幼稚園についても財政的インセンティブにより

ましてこども園（仮称）制度に移行するよう政策的に誘導するということでございます。 

 論点といたしましては、保育所制度が移行する一方で幼稚園制度が残ることについてどう考える

か。また、給付体系についても一体化されないこととなり、幼保一体化として不十分ではないかと

いうことが論点かと存じます。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。こども園（仮称）について考えられる５つの案をお示し

いただいたわけですが、ここからは本日11時半を一応の目途といたしますので、どうぞ御自由に御

質問、御意見をいただければと思います。この案をごらんになって皆様、時間もまだ短いと思いま

すので、意見とならない個人的な感想でも結構ですので、今日は自由にお出しいただければと思い

ます。 

 柏女委員、それから大橋委員の順でお願いいたします。 

○柏女委員 淑徳大学の柏女です。すみませんが、10時に出なければいけないので、度々早目に手

を挙げて恐縮ですけれども、今、大日向座長からおっしゃっていただいたように、まだまだ漠然と

した意見ではあるのですが、個人的には４案辺りが妥当なのかと思っています。過日のこども指針

（仮称）の検討会のワーキングチームで、文科省の方の家庭教育手帳が出されていました。 
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 私は、それはとても大切なことを書いているのではないかと思いますけれども、その一方で厚生

労働省がちょうど当時同じときに家庭教育手帳というか、子育ての手帳を出しています。それは「そ

れでいいよ、大丈夫」というテーマだったんです。 

 つまり、家庭教育手帳はすごく「こうすることが大切なんだよ」ということが書かれている。し

かし、「それはすごく大事なんだけれども、でもなかなかそうはできないよね。でも、それでいいん

だよ、大丈夫だよね」という視点も厚生労働省のいわば福祉的な視点ということでは言っているの

だろうと思います。 

 保育所も全国保育士会倫理綱領が、子どもの育ちを支える専門職なんだ。それから、親の子育て

を支える専門職なんだ。子どもが自ら伸びていく力を横から、後ろから支えるのが保育士なんだと

いう倫理綱領を採択しています。つまり、幼稚園、保育所というのは文部科学省、それから厚生労

働省に分かれて長い実践の歴史を刻んできましたけれども、根底にあるいわばミッションというの

は、その視点の当て方がどうしても今はずれているというふうに思います。私はそれぞれがすごく

大事だ、両方とも大事だと思いますけれども、最終的にどの立場に立つのかという点では、やはり

微妙な実践の積み重ねの中でずれてきているということは言えるのではないかと思います。 

 これを無理に今、制度的に合わせていくというのは、私は妥当ではないと考えています。そうい

う意味では、それぞれのミッションが最終的には明確に出る。そして、その役割を果たせていく。

そういうシステムにした方がいいのではないか。そして、その中で内容についてできるだけ合わせ

ていくというやり方をするのが妥当ではないかと考えています。 

 それからもう一点ですけれども、先ほど幼児教育、保育という話がありましたが、教育というの

はやはり機能として考えるべきであって、時間や年齢で保育と教育を切り分けるということは、学

校教育法上はもちろん、学校教育としての教育というものと、それから家庭教育も含めた教育とい

うものは分けて考えなければならないのではないかと思います。 

 そういう意味では、もちろん学校教育法上の学校教育としての教育は３歳からということではあ

りますけれども、通常のいわゆる教育というのはゼロ歳からということになるだろうと思いますの

で、その辺のところも少し考えていく必要があるのではないかと思っています。そういう意味では、

秋田委員の御意見に賛成をしたいと思います。 

 私からは雑駁ですけれども、そんなふうに感じました。ありがとうございました。 

○大日向座長 では、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でございます。今日は30分ほど前にこちらの方に来ましたので、

資料をたくさん読ませていただきました。本日の事務局の提案として、教育とか保育の質の維持、

向上に対する現場の熱い思いを受け止めていただいたのかなというふうに思っております。感謝申

し上げます。 

 多様な教育とか保育の形態が示されたということを踏まえまして、全国国公立幼稚園長会としま

してはこれから子どもや保護者にとってよりよい就学前教育の在り方について十分これからいろい

ろと考えていきたいと思います。以上でございます。 

○大日向座長 渡邊委員、普光院委員の順でお願いいたします。 
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○渡邊委員 全国の町村会でありますが、今ほど複数の案について提示があったわけでありますが、

このことについてはそれぞれの立場でのいろいろな御意見を踏まえて基本的に出してくれたことに

一応評価をさせていただきたい。敬意を表したいと思います。 

 そんな中で１案から５案まであるわけでありますが、基本的には第１案が幼保一体化を進めてい

くことで時代の要請に合ったものであり、生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児期の教育、保育

について、すべての子どもに質の高いものを提供していくという点で非常に理解できることではな

いかと思います。 

 ただ、一方で一体化を急激に進めるということになりますと、どうしても皆さん方からもいろい

ろと御意見がありますように、現場に混乱が起きて子どもの発達にも悪い影響を与えてしまうとい

うことでは元も子もなくなるわけでありますので、その辺を留意する必要があるのではなかろうか

と思います。 

 第２案から第４案は、まさしく幼稚園の現場でおられる方、保育所でおられる方、それぞれのこ

れまでのさまざまな一体化に向けての議論を踏まえて、事務局の方で相当苦慮した中で出してくれ

たと思うのですが、これらはそれぞれ手法に違いがあるものの、こども園（仮称）やこども施設（仮

称）として新しい施設に移行していく。方向性としては、基本的に維持されていくのではなかろう

かと思います。 

 ただ、一体化に向けた目的の中で、おおむね10年程度の中でということの期間的な考え方が示さ

れてきているわけでありますので、その辺の考えを持つならば、第１案とこの２案から４案の中で

の集約といいますか、これが非常に難しい面もあるのかなと思います。 

 ただ、第５案については今、幼保一体ということで議論をしている中で、現行の幼稚園制度がそ

のまま残るのではないかという意味で、ちょっと懸念を感じているところであります。 

 いずれにしても、この場ではそれぞれの立場の方々がおられるわけでありますので、よく話を聞

いていただきながら議論していただいて、いわゆる幼保一体化の理念が失われることのないように

対応をしていきたい。 

 特に、我々市町村の場合は公的機関としての幼稚園、それから保育所の経営も必要不可欠な役割

としてあるわけでありますので、その辺、民間の方々との共存共栄といいますか、そういうことを

考えていく上にはやはり基本論は基本論としながらも、なおかつ現状でのそれぞれの歴史ある幼稚

園であり保育所であるわけでありますので、その辺をどう歩み寄りの姿勢をとっていくかというお

互いの妥協といいますか、そういうことも大事なのかなと基本的に考えます。 

 また、いずれにしても一体給付ということで、サービスの方では一応認可であろうが、指定であ

ろうが、その他のものであっても一応給付の対象とするという考え方が出ているわけでありますの

で、そのことは非常によいのではないかと基本的に考えます。以上であります。 

○大日向座長 ありがとうございます。普光院委員、お願いいたします。 

○普光院委員 度々すみません。これまでの議論を見ておりまして、認定こども園が普及しないの

は二重行政が原因ではなくて、やはりそれぞれが今まで積み重ねてきたものの違いが大きいんだな

というふうには思っております。 



 16

 一体化ということで、この機会に幼保がそれぞれ価値を置いてきた点、これから改善したいと考

えている点を踏まえて、この社会の現状の中で子どもの視点から本当は何が必要なのかということ

を時間をかけて議論をし、学び合っていくということが必要なのではないか。そういう意味では、

急激な一気に一体化ということにならない方がいいのではないかというのが私の意見です。 

 ただ、一体化を目指し、一体型のこども園（仮称）を財政的に優遇しながら誘導していくという

ことですので、それについて具体的な要望を述べさせていただきたいと思います。 

 私の追加意見の５ページ目になりますけれども、「幼保一体給付（仮称）について」ということを

書いております。５ページ目から６ページ目に本題はありますけれども、基本制度の方のワーキン

グチームに出てきました議論を見ますと、まさにどうして幼稚園と保育所がこれだけ違っているの

かということをまざまざと見るような内容となっておりました。その内容は、非常に利用者にとっ

て大きな影響を持つ内容でした。ですから、基本制度のワーキングチームの議論にも是非利用者の

意見を反映していただきたいと思い、かなりいろいろなことの中からここに抜き出させていただき

ました。 

 １つは、利用者負担についてです。これはちょっと幼保の問題から離れてしまいますけれども、

基本制度ワーキングチームの文言の中に、保護者負担割合については現行の保護者負担の水準、他

の社会保障制度の状況、財源確保の状況を勘案して設定というような文言がありましたけれども、

財源確保が前提となっての制度改革ではないかと思いますので、財源確保を勘案して利用者負担を

決めるというような順番ではなかったというふうに記憶しており、この点については大変不安を感

じました。 

 そして、保護者側として大変気になっておりますのは、実際にこういう制度に移行した場合に保

護者の負担が、基本保育時間は何時間で、それは時間ごとに恐らく料金が決まってくるのでしょう

けれども、更にその基本時間を超えるような時間になった場合には全額自己負担なのか。例えば介

護保険の仕組みですと、介護保険制度には「介護に欠ける」というような視点はないのですけれど

も、実際には就労している介護者は介護保険では足りなくて仕事を辞めて介護に当たり、生活保護

世帯にならざるを得ないというような状況もある中で見ますと、どうしても必要な部分で幼保一体

給付（仮称）をはみ出す部分というのが出てくるのか、出てこないのか。その辺りの負担がどのく

らいになるのかということに対する心配の声が挙がっております。 

 この負担の問題というのは、実は幼稚園制度との関係ではまた一つ大きく気になるところがあり

まして、基本制度ワーキングチームの方では公定価格、自由価格ということが書いてありました。

付加的な幼児教育・保育を自由価格としたり、入学金、課外活動についての特別活動等にかかる実

費徴収を認めるというような案も示されておりました。 

 しかし、これをよしとしてしまいますと、利用者負担を公定価格とした目的が失われてしまうの

ではないか。 

 すなわち、第１に家庭の負担能力によって子どもが分断・排除される可能性があり、子どもの平

等、包括的支援を特色としてきた保育所の特性が失われるということ。また、別料金を負担する家

庭であっても、生活の場で子どもが仲間から分けられることを恐れ、中身にかかわらず別料金保育
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を購入せざるを得なくなり、結局、保育費用の増大につながるのではないか。 

 幼保一体給付（仮称）の対象時間内に別料金を負担させることの制度的な合理性はあるのか。ど

こまでが給付部分、どこまでが別料金部分と分けることはできるのか。 

 第２に、この制度設計では、こども園（仮称）はやがて不十分な「幼児教育・保育給付」を別料

金で補う運営が当然とされるようになるのではないか。つまり、こども園（仮称）に来る基本的な

給付が不足していても、それを付加的な幼児教育・保育等を実施して保護者負担で補え、補わなけ

れば経営が成り立たないという制度に堕していくおそれがあるのではないか。 

 最も重要なことは本体部分の質を高めることだが、その財源やインセンティブを欠くことになり

かねない。「幼児教育・保育給付」は、それだけでナショナルミニマムを満たした保育を行い、人材

を育成して質を向上していけるだけの金額でなくてはならない。この金額の根拠のためにも、ナシ

ョナルミニマムを法定する必要があるということです。 

 第３に、事業者がここに収益を求めることによって、子どもの主体的な活動、仲間との関わりを

通して育つことを理念とする保育所保育指針や幼稚園教育要領の理念とも乖離していく可能性があ

るのではないかということを述べさせていただいております。 

 すみません。少し長くなっておりますが、今日添附しましたもので17ページからある部分につき

まして、更に幼保の大きな違いとして入園のルールということがございました。こども園（仮称）

は、すべての子どもを分け隔てなく受け入れ、日々の安定した生活を保障してくれる場としてくだ

さいということをお願いしております。 

 現行保育所制度利用者の視点からは、施設が子どもや家庭を選考するしくみが保育所にも広がる

ことは容認できないということです。 

 それから、高額な入園金や園服などで間接的に子どもを選別するようなあり方も、「すべての子ど

もに質の高い就学前教育保育を提供する」というこども園（仮称）の趣旨に合いません。 

 別料金の問題については、追加意見で先ほど述べました。 

 それから、日々、職場と園と自宅の間を忙しく行き来する就労家庭にとっては、最も自宅に近い

園で就労時間＋通勤時間をカバーされ、子どもが安心して生活できることが、最大の両立支援とな

ります。分け隔てなく子どもを受け入れる教育・保育については市町村に整備義務を課し、それが

充足した上でその他の選択肢があるという制度であれば考え得るということです。 

 それから、これは地域ということに着眼して、小学生までの子どもたちは、基本的に地域で育ち

ます。地域で育つことによって親同士も支え合い、その人間関係が地域関係の根っこになっていき

ます。地域の力を期待するのであれば、こども園（仮称）制度にもその視点を入れるべきと考えま

す。 

 それから今、待機児童が多い都市部では市町村がワンストップで入園を受け付け、さまざまな家

庭の状況を勘案して利用調整、すなわち市町村による選考という現行システムが行われているわけ

ですけれども、それは今の段階ではどうしても必要になっているという現状があります。優先順位

の設け方については工夫の余地がありますけれども、何らかのこのような利用調整がなければ今、

大混乱になってしまう状況です。 
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 ちなみに、基本制度要綱案は「非正規労働者、自営業者、求職者も含め、親の様々な就労状況に

も応じる」ために仕組みを変えるとしていますけれども、これらの家庭が保育所を利用できなくな

っているのは待機児童が多いためにほかならず、待機児童が解消されなければどんなシステムにし

てもだれかが排除されてしまうということを認識していただきたいということです。 

 あとは、裏側に「利用者負担と利用時間、運営の安定性について」ということで、先ほど利用者

負担のことは申し上げましたけれども、先ほど菅原委員さんからお話もありましたように、保育の

質は施設が安定運営される。保育人材が育成できる状況下で安定運営されるということが非常に大

切な要素となっております。そういった点も、幼保一体給付（仮称）の制度設計においては十分に

配慮していただきたいと思います。以上とさせていただきます。 

○大日向座長 ありがとうございます。子どもの発達環境を守る上で考慮すべき要件について、非

常に詳細な御意見をいただきましてありがとうございます。特段、この５つの案のどれかというこ

とではなく、全般的な御意見として承ってよろしいでしょうか。 

 それでは、可能な限りで結構ですが、今日事務局から示されましたこの５つの案に関して、ほか

の皆様からも感想、御質問、御意見をこの後にいただければありがたく思います。 

 では、佐久間委員お願いいたします。 

○佐久間委員 度々、すみません。私の理解力が足りなくて御質問ですけれども、このどの案にも

「その他の施設の届出」というグレーのところがあるのですが、どの案も平成35年になっていくと

幅が小さくなっていっているのですけれども、その前に示された「新システムにおける指定制と認

可制の関係について」というところで言うと、このピンクの隣にある「その他の施設の届出」とい

う部分に該当するのがこのグレーのところだと認識をしていいのかどうかということが１点また、 

 「その他の施設の届出」というのは、資料２によると認可施設と同等の基準を満たす施設、先ほ

ど施設基準が同じであればこども園（仮称）の認可ではないけれども指定制を受けられる施設だと

いうお話があったのと、多様な保育のサービスということで、それは施設基準は違うけれども、一

時保育であったり、小規模であったり、病後児であったりという多様な保育のサービスというとこ

ろがあったのですが、この案のイメージでいくと、そこの部分がすべてここに入っているのかどう

なのかというところが、１点質問としてあります。 

 そして、ここに入っている、これまで認可というのがやはり社会福祉法人とか学校法人がそこに

値するというふうにどうしても読み取れてしまいまして、私たちは量の面でも質の面でも是非、待

機児童であったり、これからの教育、保育に対して貢献をしていきたいと思っているんですけれど

も、どこに私たちは位置づけられていくのかというところを少し教えていただければ幸いだなとい

うふうに思っています。 

○大日向座長 それでは、濵谷課長お願いいたします。 

○濱谷課長 資料２の新たな制度で、図からいきますと、ここのこども施設（仮称）の指定として

想定していますのは、資料３の最後のページで「こども施設（仮称）の指定」として全体を囲って

おりますけれども、この図のイメージとしては、認可施設と同等の基準を満たす施設までをこども

施設（仮称）と言っております。したがいまして、多様な保育サービスの指定というのがこのほか
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にあるという理解でございます。 

 それで、面積が狭くなっているのは幼稚園、保育所も含めて全体としては一体化型のこども園（仮

称）に政策誘導していこうということで、そういう意味ではこども園（仮称）の認可のスペースが

大きくなって、その他が縮小していくというようなイメージでございます。 

 それと、株式会社なりがどの役割を果たすのかというところについては、当然、一体化型のその

他の施設のところについては果たしていただきますし、こども園（仮称）については設置主体の在

り方いかんで、株式会社についても一定の要件を満たして参入を認める場合には、そこについても

役割を果たしていただくという前提になろうかと思います。 

○大日向座長 よろしいでしょうか。 

○佐久間委員 ありがとうございました。これからの議論のところもあるかと思いますので、ひと

つ意見としてはどの案もいろいろな意見があると思うんですけれども、利用者側からして、こども

園（仮称）であったり、こども施設（仮称）であったり、幼稚園であったり、保育所であったりと

いうのがわかりにくいような気もします。すべてのお子様に対して同じようなサービスをというこ

とであれば、名称というのはできれば統一をしていくのがいいのかなということは、個人的な意見

としては思っているところです。 

○大日向座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 では、木幡委員お願いいたします。 

○木幡委員 フジテレビの木幡です。 

 私の印象ですけれども、こうやって紙の上でイメージを描くのは比較的簡単なんですが、具体的

にその施設の中身、サービスの内容を考えますと、実はそんなにシンプルではないのではないかと

思います。 

 現場の方々、または私ども利用者が一番知りたいのは、このこども園（仮称）が一体どんな施設

になるのかという中身の問題ですね。こういう外枠を考えるときに、同時にこの中身も考えていっ

た方が現実的ではないかと思います。 

 例えば、ではこども園（仮称）は７時から開園してくれるのかとか、例えばゼロ歳児の給食は月

齢に応じて細かく配慮していただけるのか。あるいは、３歳以降も給食を提供していただけるのか

ですとか、３歳以上も保育所組はお昼寝するのかとか、具体的には汗をかいたらシャワーなど浴び

させてくれるのかですとか、あとはやはり夏休み、冬休み、春休み、これは朝から晩まで開園して

くれるのか。土曜日はどうなるのか。そういうことが、やはり一番知りたいんですね。 

 こうして考えますと、やはり幼稚園が保育所の機能を兼ね備えていくことの方が大変ではないか

と思います。ですから、幼稚園がこども園（仮称）に変わっていかないと待機児童は減らないわけ

ですから、幼稚園がこども園（仮称）に変わりたくなるような形にしていかなければいけないんじ

ゃないかと思いました。 

 また、何度も言うようですが、やはりすべての希望する人が入れるのかということです。本当に

今、働く親が職場復帰しようと思っても保育所に入れない。私の周りにもそういう人がたくさんお

りますので、どんなに世界に誇れる保育であってもそれを受けられないのでは意味がないと思いま
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すので、是非いろいろな選択肢を増やしていただいて、とにかくすぐ入れるというのを大きなポイ

ントとしておいていただきたいと思います。 

 そういう意味では、病児保育を行ってくれるところですとか、夜遅くまで預かってくれるところ

とか、やはり民間の施設ももっともっと増やしていっていただけたらありがたいと思います。 

 それで、ワーディングなんですけれども、認可と認可外、認可と無認可、今でも「保育園に入れ

た？」と聞いて、「入れた」と言うと、二言目には、「えっ、どっち？ 認可？ 無認可？」というふ

うに聞くんですけれども、やはり無認可ですとか認可外という言葉は、そこは認可されていないん

だという感じで非常にネガティブイメージがあると思うので、是非そのワードはなくして皆、同一

にサービスを提供するものとしてとらえられたらいいなと思っております。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。今後、検討すべき点をたくさんありがとうございます。で

は、山口委員お願いいたします。 

○山口委員 先ほどの濵谷課長の御説明の確認ですが、もしこども園（仮称）の認可の在り方が変

化するとしたら、場合によっては現在、既に認可を受けている株式会社その他、ＮＰＯ法人も、そ

の認可が解除されるということになろうかと思いますが、そういうことでしょうか。 

○濵谷課長 認可要件の在り方については今後の議論ですが、これは現行制度、幼稚園などでもそ

うですけれども、現在、行っているものに対する経営権の保障的な措置、経過的なものとか、いろ

いろな組合せとか、そういうものについては当然、考慮の対象にしながら制度を考えていく必要が

あると思っております。 

○山口委員 では、現在、認可されている施設が仮に保護されたとしても、同じ事業者でその次か

ら開設する部分に関しましてはどうなるかわからないということでございます。 

 それから、今、木幡委員もおっしゃったように、認可と認可外というのは非常に大きな利用者に

とっても差異を感じることでございます。この場合も一体施設、その他の施設の届出の部分ですが、

ここは名称はわかりませんが、届出の施設ですよ。「あなたは認可の方ではなくて届出の施設にしか

入れなかったんだ」といったことで、やはりその大きな差異を感じると思います。 

それともう一つは、認可という枠組みがあり、そしてその他のこの図ではどんどん薄まっていっ

て小さな灰色のところになっておりますが、こういったところで経営する人たちというのは非常に

不安になります。認可の制度と同じこども園（仮称）、もしくはこども施設（仮称）という指定であ

っても、その中でそれぞれの制度の在り方というのをまた問われることになるかもしれません。 

そのときに、将来この届出の部分に関しては廃止する等々の政策、この部分だけを取り上げた政

策等が出てこないとも限らない。そうすると、事業者としては安心してこの分野に参入することが

できません。やはり、ずっと従来議論されておりますように、安定的な経営、安定的な運営をする

ためには、それが将来にわたって担保される必要があると思います。 

そこで、株式会社等、ＮＰＯ法人などもここで除外されるというような制度ができたのであれば、

事業者として安心して参入することができません。是非、こういったところを勘案していただいて、

差別的な取扱いをしないという方向で議論を進めていただきたいと思っております。 

○大日向座長 秋田委員、それから金山委員の順でお願いいたします。 
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○秋田委員 ここでの議論を踏まえて、多様なイメージを議論できるように出してくださったこと。

または、多様なこども施設（仮称）の指定の中で、多様な保育サービス事業でゼロ歳から２歳に待

機児童が多いので、さまざまな保育の形に対しても一定の指定をかけることによって、需要と供給

と同時に質の保障を図ろうという方向性に関しては、私は望ましいことだと思っています。 

 今日のイメージの案ですけれども、１から５まで出されていますが、法的に２はあり得ず、５の

ような形になることが望ましいとも思えないとすると、１、３、４で１は現実的には 30 年後とか、

そうならないとあり得ないとすると、もう３か４しか残っていかないというような形が見えてくる

わけです。けれども、制度として存続したとしても是非ともこども園（仮称）を、こども施設（仮

称）に預ける親の側から見れば先ほど普光院委員も言われましたが、質を保障していくために今日

の議論では明確になっていないのが、指定基準というものがどういうものであり、最初の参入の指

定のところはわかりますが、前回も申し上げましたが、その後の質の保障の評価や監督と言うんで

しょうか、指導監督の制度というものをやはり明確につくっていただく。そして、こども施設（仮

称）あるいはこども園（仮称）の認可を受けるためには、常にそうした質の保障の評価システムを

導入していくことを明確にしていただくことが必要です。 

 それから、幼稚園型・保育所型がずっと残っていくとすると、幼稚園の先生方には、研修権が認

められていますけれども、保育所の保育士について研修の権利並びにその研修というものが業務時

間内に保障されるという枠組みがないわけです。こども園（仮称）においては、やはりそこで働く

人たちが皆研修を、臨時職員の人が今、増えている保育所というところを考えると、すべてにおい

て研修を受けるということによって、施設を維持して、質の評価を維持していく。また、評価基準

を入れていく。 

 それから、先ほど木幡委員が幼稚園がだんだんこども園（仮称）になっていくことが望ましいの

ではないかという話がありましたが、そういうものであれば基本４時間の後の預かりのところの、

より財政インセンティブを人員確保して、専門家ができるような財政的誘導のインセンティブを付

けてくださるというような形で、質の保障とインセンティブというものが明確に結び付くことの説

明を今後考えていただきたいと思います。 

○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 私も今、秋田委員、普光院委員がおっしゃってくださったことと同じことを考えてお

りました。 

 今日、５つの案まで示していただいたことは、具体的に方法は１つではなくていろいろあるとい

うことを示していただいたことで議論もしやすくなってきたかなとも思いますが、その中でやはり

質の保障についてもう少し丁寧に具体的な形で、これだけ質が高い保育、幼児教育が期待できるん

だということをいろいろな人にわかる形で示していただけると、もうちょっと皆の不安や混乱も少

なくなって議論が進みやすくなるのではないかと思っております。 

 どの案にしても、親の就労形態であったり、家庭の環境がどうこうということにかかわらず、子

どもをここに入れたいと思う場所を選べることがすごく大事になってくるのではないかと思ってい

ます。 
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 まだ今日の案が示される前に、家庭で子育てしている親たちの中からは、「皆、同じこども園（仮

称）というところに入らなくてはいけなくて、そこで同じように保育されなければいけないのか」

というような不安の声が結構ありました。「うちの子はすごくのんびりしているのに、教育みたいに

がちっとされたらちょっとはみ出してしまうんじゃないか」とか、シンプルにそういうことを心配

される方もいらっしゃいました。やはり親の就労形態にかかわらず子どもの個性や、相性の合うと

ころに入れたいというのが親の希望でもあると思います。 

 保護者にとっては、園の名称や制度上の違いは、現状より更に複雑化するよりもシンプルな方が

もちろんいいと思うんですけれども、その内容についてはやはり幼稚園、保育所がそれぞれ積み上

げてきた保育実践をそれぞれの特徴として出していただいて、家庭はそれぞれの園の特徴を見なが

ら、ここに託したいと思って園を選べるような制度になっていくとよいと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

 では、酒井委員代理、お願いいたします。 

○酒井委員代理 全国市長会の清原市長が今日出席できないもので代わりに出席をいたしました。 

 １つ、まず現状において新しいシステムに対して急激な変化を求めるかどうかということについ

て、全国の自治体の状況から見ればさまざまです。先ほどから議論になっています、例えば待機児

の問題ですね。私どもは待機児問題を抱えた自治体ですが、全く逆の自治体もあるということで、

今回のシステムの検討の中でもその辺との兼合いはどうするかというのはあります。 

 ただ、やはりその中でひとつ押さえておかなければいけないのは、これは全国的にもそうですけ

れども、待機児問題を抱えている自治体でも、例えば３歳から５歳の幼児を見れば圧倒的に九十数％

が既に幼稚園とか保育所ないしはその他の保育施設を利用しているという現状があります。 

 その中で、一方ではイコールフッティングの問題もよく出てきますけれども、多様な事業者の参

入というのをどこまで自由にしていいのかという問題が出てくると思います。 

 三鷹市は、保育所において株式会社にも運営をお願いしている自治体でございますから、別に民

間を排除しているわけではまったくありません。 

 ただ、現状だと、とりわけ幼児教育と言われている部分ですね。３歳以上のお子さんについて、

ある意味でその住み分けができているような状態があるわけです。確かにその質の問題であります

とか程度の問題においてはさまざまな検討をする要素はあるかもしれませんが、数量的な市場原理

からすれば、ある意味ではもう既にそこに需要がほぼ満たされている状態があるわけです。そこに

新しい事業者がどんどん参入をして、新しいメニューを持って参入する場合には、やはり過当競争

が生まれ、そこである種の混乱が生じるのではないか。 

 現実に、現存の幼稚園などにおいても経営基盤が強くない幼稚園というのはかなりたくさんあり

ます。これは、私ども自治体においても個人立の幼稚園もありますし、過去に歴史を背負っていま

すのでいろいろな矛盾を抱えている場合もあります。そういったところでは、良心的にやっている

ところも当然ございます。そういった事業者の方、または経営者の方が存続しつつ、更に質を高め

られるという関係をひとつ見てほしいと思います。 

 もう一つは、待機児問題との絡みで言えば、特にゼロ歳から２歳ですが、先ほどどなたかが言っ
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ておられましたけれども、幼稚園がゼロ歳から２歳の保育をやるというのはかなり困難な要素があ

ります。施設・設備の整備やスタッフ（医療系も含めた）の確保・配置、さらには通年的な長時間

保育（東京都の場合標準保育時間は１１時間）実施などです。そういったとき、幼稚園が全体化、

一体化するために、例えば乳児も含めてやるというのはかなり困難があろう。よほど体力があると

ころでないとできないと思っています。 

 そういうふうに見ますと、１つはやはりいい形の住み分けの問題というのは出てくると思います

し、もう一つ考えられるのは、例えば待機児を抱えている自治体などでしたら、保育所の幼児部門

は、例えば幼稚園の長時間保育をやる幼稚園部門、それはこども園（仮称）でもいいと思いますが、

そちらに移行できる環境にして、従来の保育所部門は更に乳児を中心とした保育の需要を受け止め

られるだけのキャパシティを持っていくというようなこともひとつ考えられるのではないかと思っ

ています。 

 ただ、そういうことのためにはやはり時間もかかりますし、もう一つは親御さんたちにしてみれ

ば、預けた保育園で卒園まで行かせたいという心理は強く働きます。したがって、例えば私ども自

治体でも乳児保育園に対して、逆にそれこそ５歳まで卒園までの保育園にしないかという要望がか

なり出てくるわけです。 

 そういったことがありますから、あまり単純に量的な関係だけを算数的に把握してもいけないわ

けですけれども、そういったいろいろな問題を総合的に勘案しながらやっていかないと、魂のこも

った中身というのはなかなか難しいと思っておりますので、そういう意味ではいろいろな議論を積

み重ねながらソフトランディングを図っていくということが必要かと思っております。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。小田委員、お願いいたします。 

○小田委員 私も何か言って帰らないと帰れないので、ついつい今日は早目に申し上げますが、各

案が出てきて大変議論がうまくかみ合っていくような方向へ向かってくるというような形について

は、事務局の方々に対して心から感謝したいと思っています。 

 ただ、研究的なイメージからというのではなくて、これを考えるときに、先ほど秋田先生がおっ

しゃったように、２と５については一体化に関わるような議論としてはナンセンスなものではない

か。大変失礼な言い方ですけれども、これは議論の対象になるのかなという気がして、ちょっと疑

問に思っています。感想です。 

それから、１に関しては盛んに言われるように、何となくこの１というのが一つになっていてシ

ンプルになっている。佐久間先生がおっしゃったけれども、シンプルになるということがいいのか

というのは大変問題があるんですね。子どもというのは一人ひとりが全然別々で、一人ひとりのよ

さというのは全然違うわけで、そのよさと可能性を見つけていき出すときに、一つにしてしまって

一つの方向の中に入れてしまうことによって見えないことがたくさんある。 

なぜ今まで保育所と幼稚園が一体化できなかったかというのは、それぞれが必要であって、それ

ぞれが持っている文化で、それぞれが子どもたちを活かしてきた歴史を踏まえてできたから、その

ことが非常にうまくかみ合ってきてここまできている。 

ただ、全体的に今、一体化が求められるというのは理念としては私は大賛成ですし、一体化の方
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向にいかなければなりませんが、一体化というのは施設や名称が一つになるというふうに思い込み

過ぎると、そこには見えないものがたくさん出てきてしまう。すべてそこの中に塗り込ませてしま

うことで、シンプルイズベストとよく言いますけれども、子どもの教育に関してはシンプルイズベ

ストではないということです。 

それは研究的にも、どう考えても一つにシンプルにしてしまうことで見えないものがたくさん出

てくる。そうじゃなくて、本当にさまざまな形で子どもをまず受け止めるという受容をして見てみ

ると非常に難しい部分がある。 

そういう意味では、１の案というのはやはり見えなくなってくるんじゃないかなということを、

ひとつ私は大変心配をします。何となく、名称を一つにして一体化にして、こども園（仮称）とい

う名前を一つにしたことで「やれたんだ」というふうに思ってしまうことで、何も見えなくなって

きて進歩がなくなってくる。今までは競い合うという意味じゃなくて、お互いが必要として認め合

いながらここまで一生懸命やってきて、そのところで見えてくるものがこの一体化の議論の中に活

かされていると思うんです。だから、そこら辺のところはすごく大事にしなければならないと思い

ます。 

その意味で、私はやはり１、２、５ぐらいは、あまり基本的にこれを議論してしまうと一体化で

今、求められている議論とは少し外れるのではないかという気がするというのが１点です。 

大変申し訳ないんですが、１つだけ申し上げますと、１案だけでいったり２案で考えたりすると

見えないところがあると言ったのは、実は私は特別支援教育総合研究所に勤めていまして、そこで

は特別支援学校の中に幼稚部というのがあります。それで、盲学校、ろうあ学校というところに幼

稚部というのが存在する。つまり幼稚園なんですが、そのものが存在するところがこの中に入り込

めなくなってくるわけです。 

それに対して、３、４という形のものは十分に入り込めるし、今のままで非常に必要なものが活

かされるということですが、１や２や５に入れてしまうと、幼稚部というものが今まで持っている、

盲ろう学校だけではなくて、発達障害の子どもたちも含めて幼稚部というのは今できつつあるわけ

ですが、その歴史の中の幼稚部の子どもが学校教育法に準じる形の中で存在しているわけです。そ

の子どもたちを見逃してしまうことになるという点で、シンプルという形のところに落とし込んで

しまうと、そういう子どもたちを落としてしまう可能性が十分にあるので、私はやはり議論として

は案の５つがあっても案の２つぐらいで議論を深めていただくと、今後もう少し見えてくるものが

きちんと見えるんじゃないかなという感想です。 

長々としゃべって申し訳ありません。もうしゃべりません。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。山口委員、どうぞ。 

○山口委員 私も、何度も申し訳ございません。先ほど酒井委員代理のおっしゃったことについて、

私の考え方を申し上げます。 

 先ほど私は、安定的に運営できるような体制が必要だと申し上げましたが、それと私が今から申

し上げることと矛盾するわけではございません。確かに、安定的な運営ができる環境というのは必

要で、そこにどんどんいろいろな事業者が入ってきて過当競争が起こるような状況が好ましいとは
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私は思っておりません。 

 でも、のんびりといいますか、ニーズに沿わない運営をしている事業者でものほほんと生き残れ

るという状況は好ましくないと思っています。例えば、私どもも本部の職員で育休、産休を取って

復帰する職員がいます。残念ながら、今のところ全員が時短を取っています。残念と言うと怒られ

るのですが、本人たちは希望しておりません。でも、時短を取らざるを得ない。 

 更に、例えば平日の昼間から懇談会があったり、運動会、行事があったり、そういったことで就

業していながら休まざるを得ない。そういった運営しかやってきていないような事業者が非常に多

いということも現実でございます。なぜそんなことがあるかというと、やはりそこにまったく競争

がないからそういうことが起こるわけでございます。 

 私は株式会社がいいということを言っているのではなくて、株式会社も含めて多様な事業主体が

適度な競争をするような環境が必要だということを申し上げているわけでございます。そういう環

境が今ないことが、今の保育の制度の一番の問題だと思っています。それは、質の高い保育の量的

な拡大、それから多様なサービスの提供、こういったものが行われないのがこういった問題、競争

がないということに起因すると考えておりますので、適度な競争をしていこうという事業主体を排

除するような内容にしていただいては困るということを申し上げているわけでございます。以上で

す。 

○大日向座長 ありがとうございます。では、佐藤委員お願いいたします。 

○佐藤委員 イメージ案を示していただきまして「ありがとうございました」と言いたいところで

すが、相変わらず用語の使い方が複雑でわからないんですね。幼稚園型の幼稚園だとか、一体型の

こども園（仮称）だとか、保育所型の保育所だとか、用語が難解でわかりにくいと思います。むし

ろ機能はどうだということをわかるようにしていただけないか。 

 先ほど、幼保一体化の目的を皆さんで確認しましたが、私たちはその目的を達成するための中身

をまず先に考えていくべきなんじゃないかという気がしております。そのために、全保協としても

今回ペーパーを出しましたが、今日の資料を拝見していても、ペーパーの中身を意見として申し述

べるような状態ではないような気がするんですね。 

 先ほどの幼保一体化の目的で確認された「世界に誇る質の高い保育を希望するすべての子に」を

具体化するためには、出された案の５つの絵の中にはそういうことがどうしたらできるのかという

ことが入っていない。説明では「このこども園（仮称）になったらこんなふうに豊かな子どもたち

の育ちを保障できるんだ」ということが見えないんですね。そちらの議論をこれからまだまだして

いかなければいけないのに、先にこちらのイメージ案の方が５つ出てくる。順序が逆なのではない

かということを、まず心配しております。 

 子どもたちにできるだけ質の高い保育を保障していくためには、どういう基準を設けていかなけ

ればいけないのかとか、課題はどういうところにあるのかとか、そういうことの方がまず私たちが

意見交換しなければいけないことなのではないかと思っています。 

それから、量的な拡大をするためには、そういう意味で参入をしていくときに質の低下などをも

たらす懸念がある課題等も改めてこの場で確認していった上でそういう議論をしていくと、きっと
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このイメージのどこかに落ちていくのではないかという気がします。 

 そういう意味では、もう一度順序を逆にというか、もう一戻していただくことをお願いして発言

とさせていただきます。 

○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 私の考えは、今日、各委員から提出されている資料の15ページから載せて頂いていま

す。 

最初に、今日、提起され、説明された５つのこども園（仮称）の姿についてです。このことに関

し、いろいろな方から評価が出されていますように、３案と４案については大方の意見が集約され、

現在の実態、状況から見て、急激ではなく柔軟に対応できる案になっているのではないかと、考え

ているところです。しかし、今日資料が配布され、あるいは説明を聞いただけですので、持ち帰っ

て検討したとき、いろいろな意見が出ると思います。 

もう一つは、今、いろいろと委員の方から意見が出ていますように、私も「「新システム」の具体

的制度設計にあたっての重要事項」という提案の中で、例えば「入園の仕組み」の問題ですが、こ

のような課題については、利用者、職員を含め、あるいは私たち事業主を含めて、最も関心が高く、

説明を丁寧に、内容が正確に伝わるようにすることが、非常に重要と考えます。 

そういう視点から、入園の仕組みとして、入所決定を例えば保育所側から申し上げると、この問

題に対する、私の意見として、入園希望者の個人情報保護が具体的に絡む関係で、公が関与した第

三者機関を仕組みとして、設置できないかを、検討すべきとの提案を行っています。 

それからもう一つは、「保育サービスの利用時間」についてです。いろいろ、心配する意見が出て

います。幾つか、私の方から問題提起させて頂いています。とくに、この中で「非定型」保育と「定

型」保育の問題をどのように考えるのか。多様な保育ニーズをどのように捉え、考え方で対応して

いくべきかについても、具体的に提案しております。ぜひ４時間希望、６時間希望等の様々なニー

ズに対する、対応について、こちらからの提案を検討して頂たいと思います。 

次は「利用料と施設運営費」の問題です。この制度の在り方について、今後どのような仕組みに

するべき、いろいろ議論としておりますが、公定価格を基本とする方針を、幼稚園を含め、どのよ

うに位置づけ、設計していくのか。あるいはいろいろな事業主体に対し、公定価格をどのように制

度化するかについても重要です。とくに幼稚園の制度は、現在、利用料金が自由に決定できるシス

テムです。そのことをどのように勘案しながら制度化の中に組んでいくのか。そうした課題につい

ても避けて通れないと考えます。さらに、施設運営ですとか保護者の負担の問題と直接、関係して

くるということです。この辺のことについても、是非、御検討願いたいということです。 

もう一つ大きな点として運営費の計算方法の問題が挙げられます。我々事業主にとって非常に関

心の高いところです。現行の運営費の計算、算定との関係についても、今日、提出した資料の中で

提案していますので、ぜひ検討して頂きたいということです。 

次に、ナショナルミニマム、最低基準の問題についてですが、具体的内容については提出した資

料で説明してありますので省略します。 

最後に、今私たちが議論している「こども園(仮称)」の姿は、どのような「家」をつくるかの検
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討と議論です。問題は、その「家」にどのような心・魂を入れるかが大切で、このワーキングチー

ムの担当ではないと思いますが、ぜひそうした視点で「新しいこども指針(仮称)」を検討するワー

キンググループのところで検討して頂きたいと考えます。 

11 月 11 日に開かれたこども指針(仮称)ワーキンググループに提出された資料の内容について、

非常に心配しています。先ほどから意見が出されていますように、「保育」あるいは「教育」の定義

の問題ですとか、保育所に対する理解の問題です。乳幼児期の子どもたちをどのように捉えるか、

についてです。3 歳からの「集団教育」と捉え方が強調されますが、私たち現場の経験では、子ど

もたちは、ゼロ歳児から人（親）との関わり、周りの子ども関係の広がりの中で、螺旋的に発達し

ていくものと捉え、理解しています。 

特区で試みた結果「2 歳児からは集団教育が無理だ」と断定的に説明している資料を読みました

が、そのような捉え方は、子どもたちの 0 歳からの発達の中で「集団」の形成をどのように捉える

のか、定義をどのようにするかによって大きく変わってくるかと思います。そうした、子どもたち

の発達の捉え方の問題は、「幼保一体化」を前提としたこども園(仮称)についての議論においても非

常に重要な問題であると思います。 

もう一つ気になることは、小学校との「連携」という言葉は果たしてふさわしいのかということ

です。「連携」と言った際、発達の流れそのものが、どのように小学校低学年につながっていくのか

という議論を丁寧にしないといけないのではないかと考えます。「連携」という言葉で辞書を引くと

「連絡を取り合う」という言葉の意味です。そういう意味でも「連携」という言葉はあまり適切で

は無いのではと思います。こうした、言葉の使い方の問題を含めて、神経を使って議論していくべ

きではないかと、一つ問題提起しておきます。 

最後に「施設による保護者の安易な肩代わり」という捉え方や説明も出ています。この場のよう

な公的な資料をもとに、説明されますと、ますます、家庭又は、家族を追い込んでいくのではない

かと心配します。そういう言葉の使い方についても気をつける必要があるような気がします。 

我々が今、ここで議論している内容は、先ほど申し上げましたように、こども園（仮称）の「形」、

家づくりであり、その「家」にどのようなものを入れるかということで、こども指針(仮称)ワーキ

ンググループでの議論内容が非常に重要であり、直接関係してくる問題であると考えます。私たち

も、こうした事と関連づけながら議論していくことが、重要であると思います。よろしくお願いし

ます。 

○大日向座長 ありがとうございます。ほかにまだ、御意見いただいていない方、入谷委員お願い

いたします。 

○入谷委員 幼稚園連合会の入谷でございます。 

 多様な案をお示ししていただきましたことに深く感謝申し上げます。また、事務方からも丁寧な

御説明をいただきまして、大変わかりやすく解説していただきましてありがたく思っております。

また、論点、克服すべき今後の論点、あるいは課題として的確に示していただきましたことも大い

に参考にさせていただいて、また各委員の皆様からの発言も十分に参考にさせていただきながら、

じっくり吟味させていただきたいと思っております。なので、ここの場ではどの案がということは
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差し控えさせていただきたいと思います。 

 ただ、先ほど山口委員がお話になられた点について、何点か私自身として逆の違和感がありまし

たので、別にけんかするわけではないんですけれども、前から申し上げているように、どうしても

施設、保育・教育が必要な子どもがまだまだいっぱいいる。十分に施設としての保育、教育を受け

られていない障害を持ったお子さんも含めて、確かだと思います。 

 だからこそ、本当に必要とされる子どもたちがそういう施設、保育・教育を十分に受けられるよ

うにしていくためには、一方で前にも申し上げましたが、ワーク・ライフ・バランスの推進を図っ

ていくこと。例えば、スウェーデンやドイツで導入されている両親保険のような形を活用して、仕

事を休んで家庭や、あるいは地域で過ごす時間を取れるような社会全体としての仕組みづくりを一

方で考えていかないと、過度に施設に依存する状況では財政負担も大変ですし、果たしてそれが子

どもにとって本当の幸せにつながるか。必ずしも違う場合もあるのではないかということも一方で

念頭に置いていかないといけないのではないかと思います。 

 是非そういうような観点からも、今後こども園（仮称）構想というのは幅広くいろいろな意見を

集約していっていただきたいと思いますし、先ほどの指定制と認可制、それぞれの制度趣旨を活か

しながら、やはりこの２つは制度的にはちょっとベクトルが違う方向に行っているのではないかと

思いますので、そこの折り合いをどうやってつけていくのかということを議論する場合にも、幅広

い観点の中から位置づけをしていっていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。では、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古渡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日ずっと皆さんのお話を聞いていて、すごく現場的な話なんですけれども、実はちょっと私自

身も見えないなということがありまして、先ほど小田先生の方から若干お話があったと思うんです

が、まず現場的な話で言いますと、もちろん施設の中での保育、要するに子どもたちをみるという

のはわかっているんです。 

もう一つ、我々がやっているのは地域の子育て支援ということで、お母さんとか子どもたちを育

てる仕組みも両方やっているんですけれども、実はよく見てみると、まず幼稚園とか保育所という

一つの垣根を取り払ったとき、一番根底にあるのは多分、子どもの最善の利益というのがあるはず

なんですけれども、どうしても施設論の方が先行してしまっていて家族論と言うんでしょうか、そ

ういう園に入らない子どもたちがいますよね。保育所とか、認定こども園に入らない。要するに、

子育てを自分でやっていきたいという人たちの話が少し欠けているような気はするんです。 

ずっと話を聞いていて、我々としては１から５と言われても何とも言えない立場だなというふう

な感覚はあるんですけれども、基本的にはやはり現場的発想ですが、施設論と家族論というのは両

方セットでないと、多分現場的には非常に難しいと思うんです。 

もう一つ、逆にすごく大事なことだなと思っているのは、うちの協会の方でかなり前からお話し

していると思うんですけれども、今の本当に子どもたちが置かれている状況、または子どもたちが



 29

変化している状況というのは皆さん共通理解でどの方もＯＫだと思うんですが、では、この子たち

が将来、20年後にどういう日本の基本ベースの中で育っていくのかという観点で考えたときに、多

分ですけれども、今は多分法律の大きな大綱としての話をしていると思うんです。 

それはそれとしてすごく大事なことだと思っていますし、現場的な話で言いますと、例えば認定

こども園もそうなんですけれども、大きな法律はできた。わかりました。では、それを各都道府県、

市町村に流していく、または現場という観点に立ったときにどうしても大きなずれを感じる瞬間が

あって、要はせっかく国の方が一生懸命つくってくれている。でも、それが地方に流れてきたとき

に全然形が変わってしまったり、または現場の方から言うと、この大きな問題というのは国民全体

の問題だと思うんですけれども、それはそれと。 

それで、もう一つ大事なのは、この大きな大綱が終わった後と言った方がいいのか、ちょっとわ

からないんですけれども、本当の中身を決めるワーキングチームをつくらないと多分意味がないん

じゃないかと思うんです。要は、大きな大綱としてはわかります。でも、本当の中身をつくってい

くための意見を集約していくようなワーキングチームがこれから必要なのかなと思うので、多分あ

と１回か２回しかこの会はないと思うんですけれども、ある意味ではそういう継続的な観点も踏ま

えた論議が必要なのではないかという意見です。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。浜田委員代理、お願いいたします。 

○浜田委員代理 全国知事会を代表して来ております。 

 意見がまだ集約できておりませんので、誠に申し訳ございません。次回には集約というか、取り

まとめをいたしまして出させていただきたいと思いますので、申し訳ございませんが、よろしくお

願いします。 

○大日向座長 それでは中島委員、それから秋田委員の順でお願いいたします。 

○中島委員 ありがとうございます。中島です。皆様の議論にちゃんとかみ合うかどうかわかりま

せんけれども、少し感想を含めて意見を言ってみたいと思います。 

 まず１つは、今日ここでこういう議論ができているということを私は非常にうれしく思っており

ます。というのは、一部の報道で「幼保一体化を放棄した」みたいなことが既に出ておりましたけ

れども、そうではなくてやはり実現の道筋について今日は幾つかのパターンをイメージとして出し

ていただきましたが、やはり幼保一体化なり、必要なお子さんと親に必要なサービスが行き届くた

めのイメージ、これを寄せていくための素材を議論していると思いますので、これはむしろ後退的

なことではなくて難しいことはいっぱいあると思いますけれども、やはり参加者の私ども皆が前向

きにきちんと評価をしていくということが必要ではないかと思っております。 

２つ目は、５つの中のどれを選べということに対する答えではないかもしれませんけれども、幾

つかのイメージに寄せていくと、より議論がしやすいと思うんですが、そのときに以前から発言を

させていただいておりますように、今、保育にしても幼児教育にしても、やはり割り込んではなら

ない課題というのが必ずあると思っておりまして、足して２で割るということではなくて、例えば

すべてのお子さん、すべての必要な親に対して確実にサービスが提供されるというところは何があ

っても落とせない。中身をどうするかという話はあるかと思いますけれども、特にその場合に、や
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はり社会的な孤立を回避して子育てをサポートすることであるとか、あるいは就労している方が継

続を断念しなくてもいいようにする。それから、障害児が入れるようにする。そういう意味での待

機児解消ということでもあると思うんですけれども、やはりそこのところというのは基本的な目的

から議論の中で外さないで、常に振り返っていかなければならないと思います。 

そのために、今かなりいろいろな緩やかな実践というのはたくさんございますから、その中で具

体的にできる知恵を出していくという議論の仕方がいいのではないかと思っております。 

仮にこの事例の中でもありますけれども、どうしても今、議論している枠組みにすとんと落ちな

いケース、個性を持った事例があったとすれば、そのことを無理やり一つの規格に押し込めるので

はなくて、これはどのぐらいが現実的な許容範囲なのかはこれから議論していけばいいと思うんで

すけれども、そこは多少の差別化は必要だと思いますが、やはり認めていくような形で、より真ん

中に寄せていくといいますか、こども園（仮称）の仕組みに寄せていくような方向づけが議論とし

てできたらいいのではないかと思います。 

ちょっと抽象的ですけれども、考え方だけ述べさせていただきました。ありがとうございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。秋田委員、お願いいたします。 

○秋田委員 度々で大変恐縮です。今の議論はそれぞれがとても参考になっているんですけれども、

先ほど菅原委員が家づくりをしていて、それに更に魂を入れると言われました。私自身、繰り返し

になりますが、最初に普光院委員が言われた、最も大きな危惧は、家づくりの設計図はいろいろ夢

を見て議論してみるけれども、金がなくて家が建たないということが起こらない財源確保のデザイ

ンというものですね。 

 これはここのところの議論ではないかもしれないんですけれども、それがなくてこれだけが進む

と普光院委員が言われるように保護者負担が増加していく。新システムというものが保護者の負担

のために行われるのではなく、要するに乳幼児だけを見るのではなく、高等教育までを含めて今、

見ますと、どこの予算がこの10年で伸びてきているのか。子ども予算がどれだけ、福祉の側面を見

ても老人福祉と乳幼児とどういうふうに増えているのかということを考えたときに、そういう意味

で是非とも幼保一体化というものがここにある目的によって、最終的なデザインとしてはその施設

が一本になるというだけではなくて、例えば先ほど菅原委員が言われましたが、学校教育等につな

がっていくために３歳から５歳というところの普遍的ないわゆる教育だけではなく、養護的なもの

も含めながらも、希望するすべての子どもにそれが公費で賄われていくような方向に向けるための

一体化としてこういう施設が一本化されるというような理念と財源を是非つなげた議論が必要です

ね。 

 空しいことに、ワーキングチームは検討会議の委員の方に御意見を申し上げるだけしかできない

ので、それはここに出ておられる検討会議の委員の方に、是非とも閣僚の方に頑張って御議論いた

だきたいという御意見だけは申し述べたいと思います。 

○大日向座長 ここで、ひと当たり皆様から御意見いただいたでしょうか。 

 それでは、渡邊委員どうぞ。 

○渡邊委員 先ほど案に対する御意見を申し上げてさせていただいたんですけれども、今ほど皆さ
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ん方の意見を聞いていて、非常にそれぞれの立場はわかりますけれども、我々は市町村で実際に幼

稚園、それから保育所を運営している立場から言いますと、この幼保一体化に向けた議論が何かか

み合わないというんですか、こういうところのそもそも論といいますか、そのことをやはりきちん

とお互いに理解しながら進まないとうまくないのではなかろうかと思います。 

 実際に、今なぜ幼保一体化なのかということに対しては、いわゆる女性の就労機会の拡大によっ

て、特に保育面で待機児童が多いとか、逆に幼稚園ですね。民間も公立も含めてですけれども、非

常に人口減少によって、特に10万前後の市町村では民間も、それから公立も、場合によっては廃園

もしくは統廃合というような形の中で整理をしなければならない現状があるわけです。特に、幼稚

園と保育所を共に持っている自治体にとっては、それが財政的な面も含めて非常に厳しい現状下に

あるんですね。 

 そんな中で、やはりこの度の幼保一体化の議論が前面に出されて、今こういう形での案が出てき

たと思うんですね。特に前にも申し上げましたけれども、私どもの町でも今、幼稚園３園、それか

ら保育園１つ、これは公立がやっていたものを全部「こども園」化しているんです。前に申し上げ

ましたけれども、もう６年になります。 

 それは、年齢で幼児教育という面と保育ということを前提に考えた場合、３歳未満児ですと保育

という概念を前面に出して公立もしくは民間に依存していく。もしくは、公立を廃止して民間に委

任していくという考え方にも立っている。 

 それから、「幼稚園についてはあくまでも義務教育」という教育に基づく幼稚園という立場で認可

の基準から申し上げて考えるならば、やはり市町村がその義務を担うのが基本でないかというスタ

ンスに立って、子どもに対して基本的には幼児教育を前面に３歳以上は出して、なおかつ長時間保

育、早朝、それから延長保育というふうな形の中で全面的にフォローしていく。 

 そうしたときに、保護者の皆さん方に非常に喜んでいただきました。なぜ喜んでいたかと言うと、

今まで３歳以上の子どもたちで保育所に行った方々で、それぞれの小学区単位で幼稚園があるわけ

ですので、それこそ質の高い教育が保証される。そして、幼稚園の子ども、保育所の子ども、保育

所から幼稚園の方に一体的に入園が可能になるわけですので、非常に質の高い教育も確保できるし、

それから就労形態によって早朝とか延長保育も保護者の選択によって可能になるというふうなこと

で、非常に有機的な考え方だということですね。 

 いろいろとそういうシステムを組む前にはこれと同じように町民の皆様と議論した結果なんです

けれども、非常にいい形できております。ですから、非常にそれぞれの立場で、やはり市町村の立

場ではそういう現状と、それから待機児童の都市部と地方部の現状を理解した中で、お互いに自分

たちの主張をしながらやっていこうとするのはわかるんですけれども、やはり地域で支える、社会

で支えるという国の形という大きな大義名分があると思うんですね。そういう前提に立って、今後

議論を進めていただければありがたいと思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、無藤座長代理からお願いいたします。 

○無藤委員 では、私の方から申し上げます。別に私はまとめということでもないんですけれども、

私の個人的意見と感想と混じっております。 



 32

 今日の議論をお聞きして、もちろん意見を次回ということで控えられた方もいますので、まとめ

というか、一致はまだできないわけですけれども、やはり大きな方向は確認されつつあると理解し

ています。特に幼保一体化というこの会議全体の大きな目標、これは十分共有されているし、それ

を大事にして実現に向かいたい。これは皆様方全員の意見ではないか、願いではないかと思います。 

 特にもう少し具体的に踏み込めば、例えば幼稚園の場合には、恐らくかなり多くの幼稚園は預か

り保育をなさっている中で、更にそれを充実させていく。つまり、それは幼稚園が福祉機能を充実

させるという意味になるわけですから、そのことや、あるいは保育所は既に幼児教育をなさってい

ることはわかるわけですけれども、法的根拠は今のところ明確ではないわけで、そういうことを明

確にしつつ、保育所における学校教育法で言う教育機能を充実させるということも必要な方向であ

ろうと思います。そういう意味で、幼保一体化ということを具体的に実現させていくということを

改めて確認できればと思いました。 

 その上でということでありますけれども、特にこれまで幼稚園も保育所もさまざまな優れた実践

を行ってきたわけで、それをこの幼保一体化の中でなし崩しにしてはいけないわけですから、それ

をどう維持していくか。そこを最大限に考える必要があると思います。 

 そういう意味では、これまでの実践を活かすという意味でのソフトランディングと言うんでしょ

うか、現場での工夫をしていく時間的なゆとりが必要であろうと思います。 

 そこで、私は具体的に言えば案の３とか４辺りというのは何人かの方がおっしゃいましたけれど

も、そうであろうと思いました。 

 しかし、同時にもう一つ大事なことがあって、これも何人かの委員の方がおっしゃいましたけれ

ども、幼保の保育の質を十分高く保つ、その中での幼保一体化であるということも確認できると思

います。具体的に質を高く保つために何が必要かということはまた別な機会に議論する必要があろ

うと思いますけれども、例えば幼稚園であろうと、保育所であろうと、こども園（仮称）であろう

と、保育の勤務時間の中で保育についての反省や準備や研修の時間をきちんと確保するといったこ

とが私は不可欠であろうと思いますので、例えばそういうことや、あるいは監督・監査、評価等の

問題も論じられるといいなと思いました。 

 以上でございますけれども、２、３の方からこども指針（仮称）のことについて疑念、不安とい

うことでちょっと出ましたので、詳しくはお答えできませんが、私はこども指針（仮称）のグルー

プのまとめ役でありますので極めて簡単に申し上げると、こども指針（仮称）の先日のワーキング

チームの議論では事務局案というもの、つまり「幼児教育」と「保育」という言葉の使い分けにつ

いては、基本的にそういう方向であろうという大きなまとめを座長としてはいたしました。 

 しかし、同時にもう一つ大事なことを申し上げたつもりです。それは、いわゆる「保育」であろ

うと、いわゆる「幼児教育」であろうと、それらすべての基盤において養護と教育の一体性という

ものがあるんだ。それを十分確認した上での幼児教育であるということであります。そういう意味

では用語の問題と、その実質的な中身、その両方を是非お考えいただきながらいろいろ御意見をこ

れからちょうだいできればと思っております。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。林政務官、お願いいたします。 
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○林政務官 長時間にわたる議論、本当にありがとうございました。私の方からは、皆様方に感謝

と感想を申し上げさせていただきたいと思います。 

 その前に今、末松副大臣はいらっしゃるのですが、厚労の小宮山副大臣と経産の田嶋政務官は、

本日委員会などが行われている関係もございまして最後まで出席することがかないませんでしたが、

しっかりと今日の議論は私どもの方からお伝えをしておきたいと思います。 

 今日で３回目でございますが、現場をよく御存じの委員の皆様から非常に活発な御意見をいただ

いていることに感謝を申し上げたいと思います。子どもにとって、あるいは子どもを育てている家

庭にとって今、何が必要なのか。そのためには、どのような一体化であるべきなのかということに

ついて、会を重ねるごとに非常に前向きな議論をいただいていることは、本当にありがたい気持ち

でいっぱいでございます。 

 本日の御意見も聞かせていただきながら、これまでの幼稚園と保育所の実践的な取組みを大切に

しながら、なおかつ質を向上させながら前へと進めていくために私たちも頑張っていきたいと思っ

ております。 

 また、財源の確保についてのお話もございました。なかなか先立つものがなければ難しいという

課題もあるのだと思いますし、あるなと感じてもおります。こうした問題についても、我々、政府

皆で力を合わせて、何よりも子どもたちのために全力で頑張っていきたいということをお誓いさせ

ていただいてごあいさつに代えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

○末松副大臣 遅れて参りましてすみません。今、子ども手当の財源をいろいろとがんがんやって

きているところでございまして、遅れまして大変恐縮をいたします。 

 前回、幼保一体化の議論の中で、ある特定の理念型をお示ししたときに「幼稚園廃止だ」、あるい

は「保育所廃止だ」ということで、「ぎゃっ」といった御反応があったところは承知しているのです

けれども、この複数案を提示させていただいたことによって、本当に幼保一体化という方向の中で、

このコンセンサスの中で御議論を賜ったということは大変感謝をしております。本当にありがとう

ございます。 

 私は今日の議論を聞かせていただいて本当に思ったのは、この形もいいけれども、その質をきち

んと保つようにというお話、特に具体的なメニューを木幡委員なども強調しておられましたけれど

も、そういうことを本当に具体的な中で、イメージの中でやっていくことが極めて重要だなという

ことを改めて認識させていただきました。 

 それから、地域主権というか、地方の自治体の方々で、ここも実はあまり内容を言ってはいけな

いんですけれども、子ども手当の議論の中でこの幼保一体化の議論が基本的には財布を子どもとい

う形で大きなくくりにしていきたい。そういった意味で、特別会計みたいな形を我々はやっていき

たいんだという話をしたときに、当然そこは財務当局ですか、そういったところからも別の意見も

出てきているということが１点です。 

 それから、地方を所管する総務省関係の方々からも、一体化と言うと地方を無視することになる。

地域主権だという話を言われることもあるわけですけれども、がんがんに言われますと、このナシ
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ョナルミニマムそのものが前提がかなり大きく変わってくるなという話の危機感を私の方からも申

し上げさせていただいたところではあります。 

 そういった中で、この仕組みをある意味では確固たるものにしてやっていくところで地方との関

係、あとは財源もしっかりとやっていくことが、これが成功する前提の前提だなということで、秋

田委員もおっしゃられていますようにまさしくそう思っております。 

 そこは決意を新たにしますが、本当に財務当局の方は、「例えばいろいろなことを丁寧にやればや

るほど、本当に細かくやればやるほど、全部公費で見るんだったら国家の財政がパンクしてしまう

よ」という話もございました。 

 ただ、この議論に勝つためにはやはり合理的な仕組みを我々が提示しているんだということを説

得するしかございません。そういった意味で、皆さんの御議論に更に御期待を申し上げ、本当に感

謝申し上げ、終わらせていただきます。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。何かこちら側に座っていらっしゃる３人の方の御発言が続

きましたので、まとめに入ったような感がございますが、まだ若干時間がございます。何かどうし

てもこれだけはとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、いかがでしょうか。 

 では、渡邊委員。 

○渡邊委員 末松さんにお願いしたいんですけれども、今、現金給付の方で今までの１万 3,000 円

の固定額を２万円にしようとか、または３歳以上までは２万円で、あとは2,000、3,000円をすると

か、政府の機関でいろいろな議論があるようでありますけれども、金額は幾らにしても我々は国の

財政ですからそれだけの確保ができればそれに越したことはないんですが、ただ、今年みたいに児

童手当との併合というんですか、組み立てで、また総務大臣がお話してあるように、地方負担を止

めるとか、そんな中途半端な議論は是非排除してほしい。そしてまた、必ず我々にお話があったよ

うに、全額やはり国庫負担で約束どおりやっていただきたい。そのことは、あえて政府の一員の立

場でありますから直訴させていただきたいと思います。 

○末松副大臣 そこは一言だけ、私も申し上げます。 

 それも一番大きなホットな議論でございましたので、そこを言わせていただきます。 

 それから、ここにおられる方はいろいろな団体を背負って来られている方がたくさんおられます

けれども、そういった中でいろいろな御議論を賜って、できるだけスムーズな形でこれを進めるこ

とをまたお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 今日は幼保一体化に関しまして、こども園（仮称）に関して事務局から５つの案をお示しいただ

きました。これまで幼保一体化とか、こども園（仮称）についてイメージがわかないとか、不安ば

かり先行するというお声が強かったのですが、それに対して本日出された資料は大方の委員から議

論の方向が見えたとか、あるいは事務局の大変な御苦労に対して敬意を表するという言葉があった

と思います。本当に大変な御苦労をいただいたと思います。ありがとうございます。 

 私の手元の集計によりますと、この５つの案のうち、支持がなかったのが２と５でございますけ

れども、ただ、そんな集計をすること自体、しかられるかと思います。そもそも具体的な意見を控
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えられた方も多かったと思います。どの案がいいかということを議論すると同時に、その前にそも

そもこども園（仮称）というのは具体的にどういう内容が必要なのかということを詰めなくてはい

けないという御意見も何人かの委員からいただきました。それは、幼保一体化の目的にいつも振り

返りながら、また無藤座長代理がおまとめくださった点も大事にしながら、これから皆様とともに

更に議論を深めつつ、どうやったら実現できるか。その道筋を探りながらそれぞれの案のメリット、

デメリットを更に皆さんと御一緒に考えていければと願っております。 

 今日は、ごらんになってから時間的な余裕も短かったこともありまして、お持ち帰りになってそ

れぞれもっと御相談なさる、御検討なさるという方も多いと思います。したがいまして、御意見が

あれば、どうぞ次回までにペーパーでお寄せいただければと思います。また、この点は非常に技術

的な問題も多うございますので、必要に応じて事務局行政の方からも御説明に行っていただきます

でしょうか。 

○村木政策統括官 是非、そうさせてください。 

○大日向座長 村木政策統括官からも、是非とも、説明に行くというお声をいただきましたので、

御要望があればどうぞ御遠慮なく、何なりとお声を寄せていただければと思います。 

 それでは、若干今日は早うございますけれども、ここでひとまず閉めさせていただきまして、次

回の日程等につきまして事務局の方にお返しいたします。 

○藤原参事官 追ってまた御連絡を差し上げたいと思います。大変失礼いたしました。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 それでは、本日はここまでといたします。どうもありがとうございました。 


