
 

 

 

 

 

 

 

                 

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７回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

幼保一体化ワーキングチーム第７回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 23 年 2 月 24 日（木）9：32～12：03 

               場 所  中央合同庁舎 4 号館 11 階共用第 1 特別会議室 

１. 開 会 

２. 議 事 

   （１）幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計について 

   （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７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。 

 本日の委員の御出席について、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、委員の御出欠についてでございますが、欠席の委員が

２名おられます。 

 全国知事会高知県知事の尾﨑正直様、全国市長会東京都三鷹市長の清原慶子様、お二方が御欠席

となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国知事会より高知県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の子育て支援課長の濱中純子様に、それぞれ代理で御出席をいただい

ております。以上でございます。 

○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、事務方から資料の御確認をお願いいたします。 

○藤原参事官 お手元の資料を御確認いただければと思います。 

 まず配付資料でございますが、５種類ございます。 

 資料１が、「幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計について(案)」です。 

 資料２が、参考資料といたしまして「幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計について（案）」の

参考資料です。 

 資料３が、「現行制度の概要」です。 

 資料４が、「幼保一体給付（仮称）についてⅡ（案）」というもので、過去に 11 月にワーキングチ

ームにてお渡しをしている資料をお付けしております。 

 それから、資料５といたしまして委員の皆様方から事前にいただいている提出資料をまとめたも

のをお付けしております。 

 また、参考資料といたしまして、参考１が「幼保一体化について（案）」、前回の１月 24 日のワー

キングチームにお出しした資料を参考１と参考２ということで配付をしております。 

 参考３でございますけれども、第６回までの幼保一体化ワーキングチームにおける各委員からい

ただきました主な意見をまとめたものをお付けしております。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。今回は「幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計について」

を議題としております。前回の会議で御意見をいただきました施設における応諾義務の在り方、「建

学の精神」に基づく選考の可否、保育料の上乗せの可否、市町村の権限と責任の在り方なども含め

まして、事務局が資料をまとめております。 

 それでは、資料１の「幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計について（案）」について、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、お手元の資料１、「幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計について（案）」

について御説明申し上げます。 

 １枚めくっていただきまして、目次がございます。今回の資料でございますけれども、下の※印
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に書いてございますが、昨年 11 月４日の基本制度ワーキングチームの資料として提出いたしました

「幼保一体給付（仮称）について」を基にしております。その中で利用者負担、事業者参入の仕組

み、既存の財政措置との関係等、これらついては別途議論ということで、ここからは省いておりま

す。前回、応諾義務あるいは市町村の関与、それから上乗せ徴収について議論がございました。具

体的な内容がよくわからないといった御議論もございましたので、昨年の資料を基にそれを具体化

した案でございます。 

 なお、こども園（仮称）の在り方については、別途その具体的制度設計についてまた資料を提出

し、御議論をいただく予定といたしております。 

 それでは、２ページでございます。「幼保一体給付（仮称）の創設」ということでございます。幼

児教育・保育に係る給付を一体化しました幼保一体給付（仮称）を創設することによりまして、現

在は私学助成や就園奨励費、あるいは保育所運営費といった財政措置が幼稚園、保育所で分かれて

いるわけでございますけれども、こういった財政措置に関する二重行政の解消、それから利用者の

立場から見ますとその公平性の確保を図るということが目的でございます。 

 この幼保一体給付（仮称）につきましては、保護者に対する個人給付を基礎といたしまして、確

実に幼児教育・保育に要する費用に充てるため、法定代理受領の仕組みとするということでござい

ます。すなわち保護者給付でございますけれども、施設に直接払いというのが基本でございます。 

 幼保一体給付（仮称）につきましては、次のような給付構成とするということでございます。３

歳以上児については、すべての子どもに幼児教育を保障する。学校教育を保障するということが基

本にございますので、その幼児に対する標準的な教育時間に対するもの、それから保護者の就労時

間等に応じた保育に対応する幼児教育・保育給付、それから３歳未満につきましては保護者の就労

時間等、保育を必要とする時間に対応する保育給付ということでございます。 

 続きまして、３ページは「保育の必要性の認定について」で、保育の必要性の認定に関する基準

や手続きについてでございます。 

 まず基準でございますけれども、国におきましては保育の必要性の「事由」、「区分」、「優先利用」、

この３つに関する認定基準を策定するということでございます。 

 ※印にございますけれども、この国が定める基準と地方自治体との裁量との関係につきましては、

今後更に検討が必要と考えております。 

 具体的な認定基準と認定手続につきましては、次のようなことといたしております。 

 まず基準でございますけれども、そのうち「事由」でございます。これは現在の保育に欠ける要

件を基本といたしておりますけれども、就労と就労以外の事由と、大きく２つがございます。 

 「就労」につきましては、フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など、基本的にすべて

の就労が含まれるものといたしております。※印にございますけれども、別途基礎給付の中で一時

預かりがございますが、こういった一時預かりで対応可能な極めて短時間の就労は除きますが、そ

れ以外はすべて含まれるということでございます。 

 それから、「就労以外の事由」につきましては、これは現行の「保育に欠ける要件」でも規定して

おります保護者の疾病・障害、産前産後、同居親族の介護、災害復旧といったもののほか、運用で
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も行われております求職活動中における保育、あるいは大学などへの就学期間中における保育も含

まれるということでございます。 

 なお、※印でございますけれども、現行制度におきましては同居親族等が保育できない場合とい

うことで、同居のおじいさん、おばあさんなどが保育できないということがいわば要件になってお

りますが、こういった要件については外す、あるいは必要度を低くする方向で検討いたしておりま

す。その他、これらに類するものとして市町村が定める事由というものがあろうかと思います。 

 それから、「区分」でございます。「就労時間に応じた」ということでございますけれども、小刻

みにするのではなくて大くくりということで、月単位の保育の必要量に関する区分、「長時間利用」、

「短時間利用」といった２区分程度を考えておりますけれども、これを設定するということでござ

います。 

 その上で「優先利用」でございますけれども、虐待事例の子ども、あるいはひとり親家庭の子ど

もなどにつきましては優先利用ということを認定するということであります。 

 それから、２番目が手続きでございます。市町村におきましては、認定基準に従って審査を行っ

ていただくということでございます。先ほどの３つについての審査でございます。 

 また、これと合わせまして保護者負担の区分も決定するということでございます。保護者負担の

在り方につきましては、資料を提出し別途検討をしていただきますが、低所得者への配慮など、所

得によって保護者負担が変わるということが前提でございますので、その保護者負担の区分を合わ

せて決定するということでございます。 

 市町村におきましては、認定を行った利用者、保護者に対しまして認定証を交付するということ

でございますけれども、認定証には事由、就労、就労以外、その中でどういう事由で保育を必要と

するのか。区分、長時間か短時間か、あるいは優先利用のお子さんかどうか。それから、保護者負

担区分、こういったものを記載するということでございます。 

 認定証の具体的なイメージ、紙かカードかなど、そういった実務的な話については今後、更に検

討してまいりたいと考えております。 

 それから、「保育の必要性の認定を受けない子どもの受給手続（満３歳以上の幼児教育のみを受け

る場合）」、典型的には現行の幼稚園児でございますけれども、３歳以上の幼児教育のみの利用を希

望する場合にも、受給手続ということで申請は市町村に行っていただくということでございます。

現在でも就園奨励費補助ということで市町村の窓口に申請を行っていただいておりますけれども、

こういった申請が必要だということでございます。 

 なお、先ほどの申請につきましては施設での代理の申請とか、実務的な点についてそういったこ

とを認めるかどうかについては、更に実務的な点として検討してまいりたいと考えております。 

 申請を受けた市町村におきましては、当該市町村に居住する満３歳以上の子どもであることが確

認できた場合には、保護者負担の区分の決定を行いまして、これを受給者証に記載して交付すると

いうことでございます。これは認定証あるいは受給者証に保護者負担区分の決定を行い、記載する

ということでございますが、施設の窓口におきまして法律に従った保護者負担を徴収していただく

必要がありますので、その徴収額がわかるように受給者証に記載するということでございます。 
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 なお、「市町村に居住する」云々とございますけれども、あくまでもこの支給については居住地主

義ということでございまして、居住地の市町村がその支給責任を負うということが前提でございま

す。 

 ５ページをお開きいただきたいと存じます。続きまして、「公的幼児教育・保育契約（仮称）」の

内容についてでございます。特に正当な理由、応諾義務について前回御議論がございましたので、

その点について更に具体化したものでございます。公的幼児教育・保育契約（仮称）につきまして

は、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課すということでございますが、この「正

当な理由」につきましては次のとおりといたしております。 

 大きく３つございますけれども、１つは「定員に空きがない場合」ということでございます。年

度途中での入所など、定員が満杯である場合には物理的に対応が不可能ということは正当な理由で

ございます。 

 ２つ目が「定員以上に応募がある場合」で、秋口、11 月、12 月などに応募が各園で始まっており

ますけれども、倍率が高いといった場合には何らかの形で選考を行い、選考に漏れた方については

入れないという事態が生じるわけですが、そういった選考の結果、入れないということ自体につい

ては正当な理由ということでございます。ただし、その選考の実施についてはその基準について別

途定めるということでございます。 

 それから、「定員に空きがある場合であって、次のような場合」ということで、これは極めて特殊

な場合に限られるわけでございますけれども、例えば特別な支援を必要とするなどの場合について、

当該施設に適切な受入れ体制が整っていない場合でございます。 

 「その他、特別な事情がある場合」ということで、空きがある場合には極めて限られた事由でし

か正当な理由には該当しないという前提でございます。 

 それから、施設におけるお子さんの受け方でございますけれども、施設における定員につきまし

ては保育の認定を受けたお子さんの利用、あるいは保育の認定を受けないお子さんの利用、それぞ

れについて地域の需要に応じて、共に保障する必要がある。共に保障する観点から、保育認定を受

けたお子さん、保育の認定を受けないお子さんの別に設定いたしまして、選考についてもそれぞれ

の定員枠ごとに行うということでございます。 

 ６ページでございます。「定員以上に応募がある場合の選考の実施」についてでございます。まず

選考の基準につきましては基本的には国が定め、施設は国の選考基準に基づき、選考を行うものと

するといたしております。この点につきましても、国が定める基準と自治体の裁量との関係につき

ましては今後、更に検討が必要と考えております。 

 国が定める選考基準につきましては、概ね次のとおりとするということでございます。まず保育

の必要性の認定を受けたお子さんでございますけれども、これは現在でも「保育に欠ける要件」の

判断をする中で、各市町村におきまして家庭の状況あるいは保護者の就労状況等に基づきまして、

ポイントなどによって保育の必要度を現在でも算定されておりますけれども、そういった保育の必

要度に応じて選定をするというのが基本でございます。 

 保育の必要度の例といたしましては、就労・就学・求職者等の状況、あるいは先ほどちょっと出
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てまいりましたが、これは必要度の判定においてはその勘案の度合いを低くする、あるいは除外す

る方向ですが、同居親族の状況、保護者の就業形態、保育の必要量などでございます。 

 これにもかかわらず、ｂでございますが、ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースなどにつき

ましては優先的に選定を行っていただくということでございます。 

 また、特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている施設につきましては、こういった特

別な支援が必要なお子さんを優先的に選定していただくということでございます。 

 それから、保育の必要性の認定を受けないお子さんでございますけれども、これは幼児教育のみ

ということでございまして、基本的には教育の機会均等の観点からすべてのお子さんを均等に選定

するということでございますけれども、その具体的な選考基準、選考方法については抽選、あるい

は先着順、「建学の精神」など、設置者の理念に基づく選考といったいろいろな方法が考えられます

が、施設の設置者が定める選考基準、選考方法に基づき選定するといったことが基本でございます。 

 ただし、ｂでございますけれども、特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている施設に

つきましては、そういったお子さんを優先的に選定していただくということは基準にいたしたいと

考えております。 

 なお、受入れ体制が整っている施設とございますけれども、下の※印でございますが、現在特別

な支援が必要な子どもの受入れ体制の整備に必要な経費につきましては、保育所においては一般財

源化され、各市町村において措置しております。また、公立幼稚園においても一般財源化されてお

りまして、各市町村における判断での措置、それから私立幼稚園につきましては私学助成における

特別補助ということで補助をしておりますけれども、こういった現行の財源措置について今後どの

ようにするかについては今後、更に検討が必要だということでございます。 

 それから、施設の設置者が定める選考基準につきましては、指定制度の一環である情報開示の標

準化の開示項目として開示するということでございます。 

 続きまして、７ページでございます。市町村の関与の具体的な仕組みでございます。①、②とご

ざいますが、いわば制度の完成形といいましょうか、理念形としての関与の具体的仕組みが①で、

②が当面、現行制度で言えば待機児童がいらっしゃる。保育需要が供給を上回っている間の仕組み

ということで、２段階にいたしております。 

 まず「関与の具体的仕組み」の一般形でございますけれども、今回の仕組みは保護者の選択に基

づく仕組みということが基本でございますので、保護者が選択した施設・事業者に申し込むことを

基本とするということでございます。市町村におきましては、管内の施設・事業者の情報、どこに

どのような施設があり、どのような施設で定員が幾らで、どのような定員があり、現在の空き状況

がどうなっているかなどの情報を整理いたしまして、子育て家庭に広く情報提供し、相談に対応す

るということが基本でございます。 

 ただし、特別な支援が必要な子どもなど、あっせん、これは市町村による利用可能な施設との契

約を具体的に補助していくということを意味しておりますけれども、こういったあっせんによる利

用が必要と判断される場合には、市町村が関係機関とも連携して利用調整を行いまして、認定証の

交付と合わせて利用可能な施設事業者をあっせんするということでございます。 
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 例えば、特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている施設を紹介し、あっせんすること

など、そんなことが考えられるかと思います。 

 それから、「当面、保育需要が供給を上回っている間の関与の仕組み」でございますけれども、こ

れは大前提といたしまして市町村が市町村新システム事業計画（仮称）によりまして需要を把握し、

計画的な基盤整備を行っていく。これによりまして、保育需要が供給を上回る状態を解消する取組

を強力に推進するということが制度の大前提でございますけれども、その上でそれまでの間の当面

の運用上の工夫として次のような対応ということでございます。 

 まず、特別な支援が必要な子どもなど、優先利用の対象となる子どもについては先ほどの一般形

と同じように市町村が利用調整を行い、利用可能な施設事業者をあっせんしていただくということ

でございます。それで、供給が足りないという状況でございますので、管内の需給をうまく当面調

整するという観点から、それ以外の子どもについても市町村に利用希望を提出していただきまして、

市町村が事前に利用調整を行い、利用可能な施設事業者をあっせんするというのが当面の工夫対応

ということでございます。 

 完全に供給が足りていない間に、「各保護者の選択」ということにいたしますと、ある施設に集中

し、かなりのお子さんが入れずにまた次の施設に行くという形で、例えば４月１日までに完全にお

子さんが施設にちゃんと入れていない一方で、どこかの施設に空きがあるというような状況も生じ

かねないわけでございますので、この間については市町村に実質的に利用調整を行っていただこう

ということでございます。 

 それから、３つ目は「市町村による措置」ということでございます。これは今までの話とちょっ

と観点が違いますけれども、保育の利用が必要と判断されるにもかかわらず、保護者が進んで保育

の利用をしない場合など、例でございますが、ひとり親家庭で子どもの養育上、保育の利用が必要

と判断される場合、虐待予防の観点から保育の利用が必要と判断される場合などについては、保護

者から申請がこないといったことが想定されるわけですけれども、こういった場合で契約による利

用が著しく困難と市町村が判断した場合には、当該子どもにつきましては市町村が施設・事業者に

対して措置する。措置による入所利用ということも制度化してはどうかという案でございます。 

 続きまして、「給付の内容」でございます。まず、「公定価格」についてでございます。これは、

参考資料２の５ページを横にお開きいただきながらお聞きをいただければと思います。幼保一体給

付（仮称）につきましては、質の確保・向上が図られた幼児教育・保育を提供するために、必要な

水準の給付をすべての子どもに保障する。ここが、「公定価格」部分でございます。 

 「新たな制度における価格設定方法については、次の考え方を基本とする」ということでござい

まして、４点挙げてございます。 

 まず第１点目でございますが、質の確保・向上が図られた幼児教育・保育を提供するために必要

な水準として、人員配置基準や設備環境を基に、人件費、事業費、管理費等に相当する費用をすべ

て算定する。いわゆる経常的な経費についてすべて算定するということでございます。 

 その中で、人件費相当分については職員の配置基準や施設の開所時間を踏まえた価格設定を行う

ということでございまして、「この際」と書いております意味合いでございますが、子どもの過ごす
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時間と職員が勤務する時間の違いを踏まえ、すなわち保育時間については保育の必要性の認定で８

時間とか 10 時間とか、ある時間、保育をするわけでございますが、職員については直接保育する時

間だけではなくて、翌日の保育環境の整備の時間、記録の時間など、それ以外の必要時間もござい

ます。したがいまして、この価格設定におきましては認定された保育時間数ということですが、そ

れに対応する価格設定ではなく、必要な職員の配置を考慮した価格設定を行うということでござい

ます。 

 それから、３点目でございます。子どもの年齢に対応した給付、現在でも保育所につきましては

０、１、２、３、４、５と年齢に応じて配置基準が異なり、それに応じて当然保育単価も異なって

おりますので、年齢に対応した単価設定、それから人数に対応した給付、頭数で給付する。こうい

ったことを基本といたしますけれども、その価格設定におきまして施設の規模による経費構造の違

い、当然でございますが、小規模の施設におきましては固定費がございますので、単純頭割をいた

しますと単価は高くなります。こういった施設の規模による経費構造の違い、それから地域別の人

件費等の違い、物価水準、賃金水準などが地域によって異なります。こういった違いを考慮いたし

まして、定員規模別、地域別の価格設定を行うということでございます。 

 また、現在では施設整備費は保育所については公費４分の３、幼稚園については３分の１で、残

りにつきましては設置者の負担という考え方でございますけれども、これにつきまして施設の減価

償却という形で運営費の中に施設整備改築などに相当する費用についても算定をするということで

ございます。 

 続きまして９ページ、「支払い方法」でございます。３歳以上児につきましては、標準的な教育時

間に対応する区分がまず必要でございます。これに加えまして、先ほど保育の区分につきましては

長短のおおむね２区分と申し上げましたけれども、月単位の保育の必要量に関する区分、２区分程

度に応じ、合計３区分程度の単価区分を設けるということでございます。その上で、各月初日の在

籍児数を基本として毎月給付するということでございます。すなわち、これは厳密に利用時間が何

時間か、週何時間かということではなくて、各月初日に在籍するお子さんの数に応じて給付するこ

とを基本とするということでございます。 

 それから、３歳未満の保育給付につきましては、月単位の保育の必要量に関する区分、これは２

区分程度でございますので、単価区分２区分程度を設け、その上で各月初日の在籍児数を基本とし

て毎月給付するということでございます。 

 このように、３歳以上児、３歳未満児の標準教育時間あるいは月単位の保育区分に応じて２ある

いは３区分程度というものが大前提、基本でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、

※でございますが、具体的な単価についてはこういった単価区分を基本といたしまして、それを更

に年齢別、地域別、定員規模別に設定するという考え方でございます。 

 続きまして、「上乗せ徴収」でございます。10 ページでございます。上乗せ徴収につきましては、

これまでも実費徴収と上乗せ徴収ということでお示ししてまいりましたけれども、その実費徴収の

範囲や上乗せ徴収の内容、あるいはどういった教育・保育に対応するのかというところが必ずしも

明確ではございませんでしたので、そういった点を明確にする点、あるいは前回の御議論での低所
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得者への配慮といったことが出たことも勘案いたしまして提示をいたしております資料でございま

す。 

 まず「実費徴収」でございますけれども、国が定める指針に基づく幼児教育・保育課程の活動の

一環として行われる活動に係る費用、通常の教育・保育時間に対応するものということでございま

す。 

 施設による費用のばらつきが大きいことから、幼保一体給付（仮称）の対象とすることが困難な

費用、例えば特別な教材費とか制服代、遠足代など、そういったことが想定されますけれども、そ

ういったものについては実費徴収を認めるということでございます。 

 この実費徴収につきましては、国におきまして実費徴収の実態、各施設でどのような費目につい

て実費徴収を行っているのか。あるいは、お子さん１人当たり実費徴収を総額年間どれくらい取っ

ておられるのかなどを勘案いたしまして、実費徴収の対象範囲、それから各施設における実費徴収

の上限額に関する基準を定めることといたしております。 

 その上で、低所得者に対しましては国が定める基準に従うことを要件といたしまして補足給付を

行うということでございます。この点についても、前回の資料と同様でございます。 

 続きまして、11 ページでございます。「実費徴収以外の上乗せ徴収」でございます。次の要件を

満たす施設については、その対価として実費徴収以外の上乗せ徴収を行うことを認めるということ

でございます。まず大前提といたしまして、国が定める指針に基づく幼児教育・保育であることで

ございます。課外活動とかではなくて、通常の幼児教育・保育課程に基づく幼児教育・保育につい

てということでございます。 

 それから２点目でございますが、低所得者につきましては当該徴収を免除するということでござ

います。この価格設定上乗せ徴収については、経済的な理由により利用が排除されることがあって

はならないということが論点でございます。そういった意味では、経済的な理由での利用の阻害が

ないようにということで、低所得者については免除を要件、義務にするということでございます。 

 ３点目でございますが、指定制度の一環である情報開示の標準化制度の開示項目として上乗せ徴

収の理由及び額を開示するということでございます。 

 これは、先ほどの参考資料の６ページを見ていただければと存じます。これは別途御議論いただ

きますけれども、指定制度の中で情報開示を標準化しようということでございますが、すべての施

設におきまして例えばこのような内容、幼児教育・保育の理念など施設の運営方針、内容、特徴、

一人の職員が担当する子どもの数、職員の保有免許・資格や経験年数、定員以上に応募がある場合

の選考基準、それから今回の件でございますが、上乗せ徴収、実費徴収を除く部分でございますけ

れども、その有無で、ありの場合にはその理由及び上乗せ徴収額、こういったものを情報開示して

いただくということでございます。 

 ※印の１でございますけれども、実費徴収以外の上乗せ徴収を行う施設については、各施設によ

ってさまざまなケースがあり得ますので、すべてを網羅することは困難でございますが、例えばで

ございますけれども、少人数学級による教育活動などが考えられるのではないかということでござ

います。 
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 それから、※印の２でございます。こういった仕組みが原則でございますけれども、当分の間、

現行制度との整合性、円滑な移行、現在保育制度におきましてはこういった上乗せ的なものはない

わけでございます。実費徴収におきましては市町村と協議の上、実費徴収が認められておりますけ

れども、実態的にはほとんどないといったことを勘案いたしまして、市町村及び社会福祉法人以外

の者が設置する施設に限るということでございます。 

 最後でございますが、なお、国が定める指針に基づく幼児教育・課程以外の活動、例えば教育課

程終了後に行う体操教室など、さまざまなものがございますけれども、こういったものにつきまし

ては選択できる旨、あるいは利用額の説明をあらかじめ行っていただき、利用者の了解を得た場合

には費用の徴収を可能とするということでございます。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の御説明を踏まえまして、

ここからは委員の皆様よりどうぞ御自由に御意見をいただきたいと思います。いつものようにお手

をお挙げいただければと思います。 

 では、木幡委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○木幡委員 すみません。今日はちょっと早目に失礼しなければなりませんので、先に意見を述べ

させていただきます。 

 今、事務局の方から給付等の話があったのですが、私はそれよりもまず前回、事務局より提示さ

れました幼保一体化の進め方のイメージについて意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私の理解では、こども園（仮称）という新しいものができるのですが、従来の幼稚園は残って、

かつ０－２歳の保育所に関してはこれまでどおり保育であって教育という位置づけではないという

もので、大変わかりにくく、一体化とはほど遠い中途半端な制度なのではないかと思います。これ

にはちょっと賛成ができません。 

 一番納得いかないのは、０－２歳の保育所を利用する子どもだけがまた教育の外にはじき出され

て、今まで以上に教育的要素がないことが強調されているんですね。これですと、０－２歳の保育

所を利用する親は、ほかと位置づけが違うことでまた心を痛めることになる。全部こども園（仮称）

と呼ぶならば、やはりこの部分も教育的要素を入れた同じシステムでやるべきではないかと思いま

す。 

 そもそも就学前の０－５歳の子どもに教育と保育を一体で保障するという改革の目的にも反しま

すし、またここを増やしていかないと待機児童の解消にはならないと思うんです。果たして、この

制度で本当に０－２歳を扱う園が増えるのか。「０－５歳の発達を連続的にとらえるんだ」と言いな

がら、やはり３歳でボーダーラインを設けて教育の有無を分けているのは一体なぜなのか。「３歳未

満に教育は要らない」と言っているようにもとれるのですが、０－２歳、３歳－５歳、教育の質は

違うかと思うのですが、ここで言う「教育」というのはどういうものなのかも合わせて考えていく

べきではないかと思います。 

 ０－２歳を扱う園が増えない背景には、やはりまだ「３歳までは子どもは母親といるべきなんだ」

というような３歳児神話がいまだに強く残っているのではないかと感じることがあります。私自身、

子どもと２人きりでいた期間というのは実は非常にストレスで、少し育児ノイローゼに近い状態に
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もなっておりまして、実際に職場復帰したことで子どもに本当に優しく接することができたんです。 

 また、企業の方でも今は３年休める企業というのはなかなかありませんから、子どもに対する愛

情の深さを一緒にいる時間の長さで測るものではないと私は思いますので、どうか０－２歳の子ど

もを保育所に行かせた親と、そうでない親を分断するような制度にはしないでいただきたいと思い

ます。 

 また、従来の幼稚園がそのまま残る点についてですが、数十年後の幼稚園を考えましたときに、

経営が成り立たない園が更に増えることが予測されているのであるならば、早くからそれを視野に

入れた新しい制度をつくっていくべきではないかと思います。既に地方、あるいは一部の都市部で

は、自然発生的に一体化の動きが進んでいるように思います。非常にいい園がたくさんできてきて

おります。これはまさに象徴的なもので、今後あるべき姿を示しているような気がしてなりません。

是非、働く親も利用しやすいような形に変わっていってほしいと思います。 

 最後に、皆さんもよくおっしゃられているのですが、一体この制度はだれのためのものかという

点です。やはり子どもたち、そして利用者のためのものだと思いますので、そういう視点をもっと

入れていって制度設計をしていただきたいと思います。 

 実際、私の周りでも非常にこの問題は皆さん興味を持っていまして、身近な問題であるにもかか

わらず、非常に残念なことにこれまで７回行われているのですが、ホームページ上には議事録が第

１回のものしかまだアップされていないんです。皆、非常にこれを読みたがっておりますので、是

非広く国民の意見を聞くという意味でも、この議事録の方を１回のみではなく、２回から６回の分

もいち早くアップし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。議事録の御指摘は、そのとおりかと思います。 

 さて、本日の議題は幼保一体給付（仮称）の具体的制度設計なのですが、木幡委員は早目に御退

席ということで、最初にお手を挙げてくださり、一番ご心配されている幼保一体化の進め方のイメ

ージ、こども園（仮称）の在り方についてのお考えを述べられたことと思います。 

 私は本日の進行を考えますと、木幡委員が今おっしゃったことは、そもそもこの幼保一体化ワー

キングチームの進行の根幹に関わる非常に大事なことでもあると思います。本日、他の委員の御意

見をペーパーで拝見しますと、その辺りを随分書き込んでいらっしゃいます。冒頭、濵谷課長から、

こども園（仮称）の在り方については別途、資料を作成して後日御提出くださるということを伺い

ましたが、その資料を作成していただくためにも、いかがでしょうか、給付の具体的制度設計も大

事な本日の課題ですが、今の木幡委員の御提案に続いてこども園（仮称）の在り方、特に０－２歳

の在り方について御意見があれば、どうぞこのところで集中していただければと思います。 

 それでは、佐藤委員、菅原委員、普光院委員、山縣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。幼保一体化給付（仮称）の具体的制度設計に対する全保

協の意見については、後ほどまた改めてお話をさせていただいてよろしいでしょうか。前提として

保育需要が供給を上回る状態を解消する取組を強力に進めるというお話がありましたが、その意味

で、このシステムが３歳未満の受入れを義務づけないというところはおかしいと繰り返し主張して

きています。３歳未満児の受け入れはやはり入れるべきだと思います。 
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 現実として、今でも保育を受けることができない状況の子どもたちがいます。ここについては、

最優先で課題として取り組んでいくという姿勢を示すべきだと思います。３歳未満の受入れを義務

づけないというところは是非撤回していただいて、そこを強力に進めていただくべきだと思ってい

ます。前提条件である待機児童解消というところは、真っ先に入れていただかなければいけないの

ではないかと思います。 

 それから、図の中で幼保一体給付（仮称）、二重行政の解消という部分が財政的には一元化という

ふうに図では見られます。今回の参考資料１の７ページにもある「施設の一体化～こども園（仮称）

の創設～」という部分にも「エ」のところで「二重行政の解消」というものが書かれています。こ

れは「現行の幼稚園、保育所、認定こども園に対する行政庁の認可・認定を一本化することにより、

二重行政の解消を図る。」と書かれておりますが、ここについては以前より内容が後退したような感

がどうしてもするんです。前回の資料をみると幼稚園は残りますし、３歳未満の乳児保育所のよう

な形は残るように見えます。となれば、この施設の一体化、こども園（仮称）の創設により、こど

も園（仮称）になるところは確かに一体と言えるかもしれません。しかし、「二重行政の解消」では

随分後退したような感があるような気がします。 

 それから、先ほどの資料の説明のところで事務局の方に若干質問をさせていただきたいのですが、

１つ目は認定の枠組みのことです。資料１のところで定員については保育認定を受けた子どもの利

用と、それから保育認定を受けない子どもの利用と、別々の定員枠を設けるとありました。これに

ついては、現在、待機児童の多いようなところであれば、保育の認定を受けた子どもだけで定員枠

は 100％のような状態になると思います。また、過疎のところでいくと保育の認定を受けた子ども

と受けない子どものそれぞれで定員枠を設定することが可能なところもあると思います。そこにつ

いては、だれがこれを認定するのか。それから、その定員枠を設けるのか等、個別な対応をするの

かどうかということもまずお聞きしたいということです。 

 基本的、具体的な制度設計についてはまた後ほどお話をさせていただきたいと思いますが、まず

今のところをお願いします。 

○大日向座長 どうぞ、事務局からお願いいたします。 

○濵谷課長 ちょっと誤解を生ずるような説明で恐縮でございました。すべての施設において「必

ずこうしろ」ということではありません。地域の需要に応じてでございます。したがいまして、全

体的にその地域におきまして保育の必要性の認定を受けたお子さんの必要量、それから受けないお

子さんの必要量というものを地域全体で把握しまして、それに応じて施設において定員枠を設ける

ということでございます。 

 ただ、強制的に「こうしろ」というものではございませんので、それを必要に応じ、施設の方に

お願いをしてそういう定員を増やしていただきたい。それによって定員の増員の認可なり届出とい

う手続が通常、保育所でもございますけれども、そういう形で増やしたり減らしたりするというこ

とであります。例えば、現行幼稚園ですと短時間定員でしかございませんし、現行保育所ですと長

時間しかございませんけれども、当面、例えば保育所がこども園（仮称）になって長時間枠だけで

いっぱいだというときに、無理やりその一部を短時間枠に振り替えろということではありません。 
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○佐藤委員 そうすると、市町村はある程度の調整はしますが、個々の施設でその定員枠を設ける

という考えですか。 

○濵谷課長 最終的には、個々の施設で定員枠を設けるということでございます。 

○大日向座長 それでは、続いて先ほどの順番でいきますと菅原委員だったと思います。よろしく

お願いいたします。 

○菅原委員 全私保連の菅原と申します。この幼保一体化の議論もそろそろかなり大詰めに今、差

し掛かっているのかなととらえております。しかし、今日出ている意見のように、今回だけでは議

論はし尽くせないのではないかと思います。できれば最初に申し上げておきたいと思いますが、最

低あと１、２回はこういう議論が必要ではないかと私は思います。 

 今日は給付の問題で資料が配られて説明を受けましたが、説明の資料の４ページのところに３歳

未満児は「保育給付」、３歳以上は「幼児教育と保育給付」ということで、11 月４日の資料に出さ

れているわけですが、「なぜ３歳未満は保育給付のみなのか」ということです。この中には基本的な

内容を含んでいるのではないかと思っています。児童福祉法ではゼロ歳からずっと「養護と教育」

と明記されておりますが、それをわざわざここで「保育」という形で区別することにどういう意味

があるのか。どういうねらいがあるのか。あるいは、どういう内容を含んでいるのか。それを明確

にしないと、全体的に理解が得られないのではないかと思います。また、現場では非常に混乱を招

くということを申し上げておきたいと思います。 

 もう一つは、４ページで「保育の必要性の認定を受けない子どもの受給手続（満３歳以上の幼児

教育のみを受ける場合）」と書いてあります。今、議論されているこども指針（仮称）の議論の中で

も「教育」のみとか、あるいは「養護」のみとか、「保育」のみとかという議論はされていないと思

います。今回のこども園（仮称）づくりというのは、基本的にはどういう子どもを育てるかという

ことでのこども指針（仮称）が柱になり、それを実行するためのさまざまなシステムや制度をつく

るのが役割だと思います。その議論と矛盾するような、乖離するような議論というのは、私はこの

幼保一体化の議論としては非常に問題があるのではないかということを最初に申し上げておきたい

と思います。 

 それからもう一つは、乳児保育が分離される問題ですが、今回のこども園（仮称）の目的という

のは「世界に誇る良質の養護と教育をすべての子どもに保障する」ということが目的で、これは戦

後 65 年間の中で歴史的な改革ではないかと私は思っています。その中で、特に幼稚園と保育所の垣

根を越えるということが、基本要綱案の中でも前提になっているわけです。そういうことをもう少

し大事にした一つの資料づくりがされるべきではないかと思います。 

 今の説明を聞いておりますと、幼稚園と保育所、乳児保育所が結果的には制度的にばらばらにさ

れるような、これは制度の改革ではなくて制度の新しい分断、差別というか、そういうものをつく

ってしまう。これは、今後の日本の幼児教育の歴史に禍根を残すのではないかと思っています。こ

の辺のところを十分注意して議論していただきたいと思います。 

 それからもう一つは、乳児保育所にはどういう子どもたちが通っているかということです。私自

身が去年、待機児童のために２か所乳児専門の分園をつくりましたが、お母さんたちは実は就学す
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る６歳まで継続した保育所に入れないからやむを得ず、乳児のみの保育所を選択しているのです。

乳児のみの保育所ですと、やはりまた３歳になるときにほかの園を探すのに実は大変な苦労をする

わけです。結果的には行政の方から入るところがないということで、必ずしも自分の保育区域なり

自分の希望に合うところは紹介していただけないのです。また、自分の希望とは違うところに入れ

られてしまう場合があります。そういう二重の苦しみをお母さんたちがそこで経験せざるを得ない

のです。 

 もう一つ大事なのは、例えば乳児保育所という形で分離された場合、児童福祉法に書かれている

「教育」の位置づけは一体どうなってしまうのかという点。それからもう一つは、何でまた差別的

に扱われなければならないのかという点。これは、子どもにとってもお母さんにとっても大変な苦

しみだと思います。 

 そこで働いている保育士にとっても、それではそこでの保育に「教育」はないのかということに

なり、せっかく大学、短大を含め専門の教育を受けてきた保育士たちがそこで失望感を感じてしま

う。あるいは、期待を裏切られてしまう。そういう現実的な実態の問題をしっかり私はこの制度設

計の中で受け止めて議論しないと非常に大きな問題が残るのではないかと思っております。 

 それから、法律的に見ますと幼稚園の場合は学校教育法の１条で教育の規定がありますけれども、

22 条の幼稚園の目的としては「幼児を保育し、」という規定になっています。「教育」という言葉が

出てくるのは幼稚園設置基準でしょうか。 

 ですから、せっかくの制度改革の論議をしているわけですから、「教育」なのか、「養護」なのか、

「保育」なのか、やはりきちんと整理しないと、日本のこれからの乳幼児教育というのは更に混乱

を続けていってしまうと私は思います。その辺のとらえ方も我々の現場からすると整理していただ

きたいところです。 

 そうしないと、また現場の保育士たちが混乱をしてしまう。「どちらが教育でどちらが保育なのか」

と。現場で言うと、幼稚園は教育をやっているからよいのだ。場合によっては、保育所は保育では

ないかということで、依然としてそういう差別感、区別感みたいなものが残ってしまう。これは今

回の 65 年間の歴史的な改革の中で払拭しないと、私は正しくないのではないかと思います。内容を

含めて私は教育基本法の条項と、学校教育法の条項と、それから児童福祉法の条項ですね。ここを

できればもう少し現場なり実際に保育をやっている方たち、あるいは実際に保育を受けているお母

さんたちに混乱を与えないような整理の仕方を今ここでしないと、私はまたチャンスを失って現場

に混乱だけが残って、10 年間、20 年間、同じような対立みたいな妙な関係が残っていってしまう。

これは私たちの責任であり、学者や研究者の責任として明確にしていただきたいと思っているとこ

ろです。 

 あとのところでまだ２、３ありますけれども、２回目のときにまたお話申し上げたいと思います。

以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。次は普光院委員、お願いいたします。 

○普光院委員 まず、私も意見を提出しておりますけれども、先ほどの具体的制度設計についての

ところに関しまして２、３述べさせていただきます。 
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 まずは今、菅原先生がおっしゃったことなのですけれども、私も保護者には「保育所の保育は「養

護と教育」である」というふうに説明をしてまいりました。どうしても０－２歳児が分かたれるよ

うな制度になっているのも、この「幼児教育」という言葉に元凶があるのではないかと思います。

この給付の名称も、幼児教育・保育給付（仮称）というふうに３歳以上のところはなっておりまし

て、３歳未満は「保育給付」となっておりますけれども、これはすべて「子ども給付」というふう

に改めていただき、その「子ども給付」の３歳以上のケース、３歳未満のケースとして語り合えば

いいのではないかと思います。 

 それから、保育認定のことで細かいことですけれども、保護者が障害を負っている場合がありま

したが、それにプラスして子どもが障害を負っている場合というのも大変「保育に欠ける」状況に

なっておりますので、是非追加をしていただきたいと思いました。 

 それから、応諾義務免除の特例ということにつきましては、これはかなり厳しく運用しないとや

はり子どもの排除が起こってしまうと思いますので、応諾義務の免除に関しましては厳しい運用を

市町村が関与して行うべきだと思います。 

 それで、私の意見を提出資料の 11 ページ目に書いております。最初の１項目は、「「こども園」は

地域の子どもたちのために、子どもの最善の利益を考慮し、事業を行うものであることを、法律に

定めてください」。また、以前も申し上げたようなしつこいことを書いております。これを書きまし

たのは、今回参考資料に青を基調とした大変美しい市町村関与の図が書いてあるのですけれども、

これをつくづく眺めておりますと、どうしてもこども園（仮称）は単なる利用施設になっていって

しまうのではないかという印象が拭い切れません。 

 私は、実は自治体のいろいろな保育所事業者の審査の仕事を数多く経験してまいりましたけれど

も、その中で民間といえども民間の保育所が市町村とコラボして、あるいは市町村を動かして障害

を持つお子さんの保育や地域の子育て支援を実施する例を数多く見てきております。優れた社会福

祉法人には地域全体の子どもの福祉を考え、例えば一時保育を実施するにしても、そこの一時保育

のお子さんや家庭に支援ニーズを見つけて積極的な支援策を講じていくような事業者もおります。 

 このようなことを考えますと、このこども園（仮称）構想はそのような在り方を事業者に動機づ

けるような制度になっているかどうかというところがいま一つ引っ掛かります。３歳以上か未満か、

親が働いているかどうかにかかわらず、地域の子どもの福祉のために事業者が積極的に働き、それ

が社会的に認められ、報いられるような制度にする必要があると思います。すなわち、民間事業者

が行うにしても、こども園（仮称）は私営ではなく公的な事業であるということを明確に打ち出す

必要があると思います。 

 それから第２点目ですが、この間の様子を見て、新システムといえども湯水のように財源が下り

ていくようなことにはならないという状況を見ております。「財源が厳しい今、「応能負担」の廃止

は、待機児童対策や質の向上にとってマイナスにならないか、慎重な検討が必要と考えます」。先ほ

ど事務局の説明で、所得に応じた保育料負担になるというようなこともちらっとありましたけれど

も、それが低所得者の補助だけなのかどうかというところも気になります。 

 都市部の保育所の利用者は所得階層分布でＶ字型、つまり中間層が少ないような形になっている
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と考えられますが、今、東京都が面積基準切下げの検討をしておりまして、当会には多くの保護者

が反対のメッセージを寄せていますけれども、その中には「保育料を上げても子どもの環境は守っ

てほしい」という意見もあります。保育料が一律になる場合には、家庭の所得で子どもが排除され

ないように一律低負担に抑えていただく必要がありますけれども、そうするとこのような「もっと

払ってもよい」という層の存在とは裏腹に、全体に保護者の負担は薄くなってしまい、財源は更に

悪化して待機児童対策や質の向上に悪い影響が及ぶのではないかということを心配しております。

現在、自治体がとっている保育料軽減策も十分に調査して、公定価格は慎重に設定していただきた

いと思います。 

 ちなみに、渋谷区は最高階層の保育料は 23 区で最も高く、所得税平均値の中間額は 23 区で最も

低い保育料体系にしていますが、これは非常に現実的な市町村の運用ではないかと思います。 

 それからもう一つ、今回も事務局案にあります保護者に対する上乗せ徴収、これはやはりちょっ

と納得がいきません。反対意見も多かったのになぜこういう案になるのか、事務局からの説明をお

願いいたします。 

 それから、市町村及び社会福祉法人以外の者が設置する施設に限ってこの上乗せ徴収を認めると

いうのも理由がわかりません。上乗せが認められない事業については、より公共性の高いものと位

置づけて財政的な優遇措置を設けるなどインセンティブがなければ、子どもの福祉が増えなくてか

えって減ってしまうのではないかということを心配しております。 

 長くなりますが、最後に東京都の保育サービス利用希望者を対象とした調査では９割の保護者が

認可保育所を第１希望としていました。現行保育所制度が就労家庭に支持されていることを踏まえ

て、こども園（仮称）の詳細を決めていただきたいと思います。これは、東京都社会福祉協議会の

最近の調べで、回答者の８割は０－１歳児の保護者でしたけれども、677 通の回収があり、無回答

分を除くと 90.8％が第１希望を認可保育所としており、認証保育所は 2.8％、認定こども園は 2.7％

等となっておりました。このような保護者の希望、ニーズに対して実際の東京都の待機児童対策は、

認可保育所の整備はその他の保育サービスの整備を下回っております。自治体の整備計画が子ども

や保護者のニーズに合うように制度設計の検討課題にすべきと考えます。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。山縣委員、お願いいたします。 

○山縣委員 ありがとうございます。早目に意見を言わせていただきます。何かまとまりかけると

少なくとも１回は修正意見や問題点を指摘したくなるのが大学教員のさがでして、きょうも若干自

己嫌悪に陥りつつも、前回御苦労いただいた新たな事務局案をベースに、本日の説明も含めまして

意見を少し言わせていただきたいと思います。 

 私の個人的な書面意見はとじ込み資料、先ほどの普光院さんの後ろですけれども、13 ページと 14

ページにございます。14 ページに示していますように、修正提案に関して大きく５つの観点から疑

問といいますか、修正が必要ではないかということを感じております。 

 このうち、３のこども指針（仮称）との関係につきましては、そちらのワーキングチームで意見

を言わせていただきましたので本日は割愛をいたします。 

 また、４の事業者の裁量につきましては、普光院さんの意見と私は基本的に同様ですし、書面で
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出されている他の先生方の意見とも同様ですので、こちらも少し割愛をさせていただきます。残る

のは３つになります。 

 まず第１は、新提案は制度上は三元化、しかしながら社会の見え方としては保育所が非常に少な

くなりますので、結果としては二元化になるのではないかと思っています。そうすると、実現する

のは財源の一元化のみということになってしまいまして、これを 10 年先以降の私たちの姿にするの

かということになります。 

 保育所と幼稚園の二元化を「チルドレンファースト」等の理念の下に見直そうとこのワーキング

チームはスタートしたと私は思っているんですけれども、結局将来像が幼稚園とこども園（仮称）

という新たな二元化を提案するというのは自己矛盾ではないかという感じがしております。それが

１点目です。 

 ２点目は、新提案の制度設計とは直接は大きく関係しないのですが、昨年の途中経過の説明の中

で国立大学付属は今後も幼稚園として残るという話がございました。それとの関連なのですが、少

なくとも次の時代の中心となるこども園（仮称）の保育・教育実践の充実につきましては、先ほど

菅原委員の意見もございましたが、幼稚園教諭養成を含む保育者養成系の大学、とりわけ国立大学

の役割が私は非常に大きいと考えています。そうすると、むしろ国立大学の方がこども園（仮称）

を設置し、保育・教育内容あるいは働き方等の先駆的な研究実践をされるのが筋ではないかと考え

ております。 

 そうしなければ、今の国立大学は幼稚園教諭養成あるいは附属施設は幼稚園ということで保育所

を持っているところはほとんどありませんので、結果として幼稚園教諭のこども園（仮称）に関わ

る専門家が出てこない、あるいは研究者が出てこないということになってしまいます。 

 第３は、私は積極的にくみするものではありませんけれども、幼保一体化の目的の一つに待機児

対策があったということは、当該地域では重要な課題です。この観点から見ますと、都市部の３歳

未満児の入所枠確保が重要となります。ところが、新提案では恐らく地方の幼稚園の方の協力は期

待できそうですけれども、都市部の幼稚園の方の協力はかなり時間がかかるのではないかと想像い

たします。この点は、待機児対策という視点からは非常に重要な点ではないか。これは、先ほどの

普光院委員の意見と同様でございます。 

 加えて、本日の資料で保育の必要性の認定が就労と就労以外となっていますが、いずれも従来ど

おり家庭の側の基準になっています。私は何回か途中でも言いましたが、それは一つのポイントな

んだけれども、プラスしてやはり子どもの側の視点も要るのではないかということです。地域に子

どもが少ないなどにより、仲間を通じての育ちを積極的に保障すべき状況にあるようなものとか、

子どもの側の視点を入れる必要があると考えています。 

 また、障がいのあるお子さんにつきましても、現行では「保育に欠ける」障がい児しか保育の対

象に国の制度上はならないということになっています。ここもやはり子どもの視点から育ちの支援

とか、子ども、仲間を通じた、育ち合いを通じた障がいの受け止めができる、あるいは工夫が一部

できるとするならば、むしろそれは積極的に「保育に欠ける」要件を外して障害児の育ちの保障を

明記すべきではないかと感じております。 
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 以上のようなことを考えながら、１ページ戻りますけれども、13 ページにあるような修正提案を

させていただきたいと思います。先ほど菅原委員が「もう何回かやったらどうか」と言われて、「ち

ょっと早く出し過ぎたな」と個人的には思っていますが、せっかくの機会ですので少し、これは短

くですけれども、説明をさせていただきます。 

 まずポイントは、保育所を残さずに３歳未満児のみの施設もこども園（仮称）と位置づけている

という点です。また、この類型の施設も学校教育法に基づく教育は難しそうだと思いますけれども、

教育を行っていることをこども指針（仮称）レベルではなくて法的に明確に明記すべきではないか

という点を指摘しております。 

 また、幼稚園関係者にこども園（仮称）に積極的に協力いただけるようなかなり強引な、しかし、

ある程度時間的余裕を持たせた提案をしている点が特徴ではないかと思っています。幼稚園関係者

の方々には非常に厳しく、かつ門外漢の非常識な提案であるということは十分承知していますけれ

ども、日本の子どもたちの今、あるいは将来のために是非その点も御理解いただけたらと思います。 

 細かくは自分でもちょっと読めないような小さい字で書いておりますので、拡大鏡を持ってお読

みいただけたら幸いです。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。先ほどお手を挙げてくださったのが中島委員、それから秋

田委員、柏女委員、佐久間委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○中島委員 ありがとうございます。私も、まず皆さんが今、話題にしていらっしゃる０－２歳の

み施設について意見を申し上げたいと思います。 

 と言いますのは、利用者、それから保育士や幼稚園教諭という担い手、支え手の皆様からも、「こ

ども園（仮称）の仕組みは非常にわかりにくい」、「是非の以前にわからない」という混乱の問い合

わせがきております。その意味で、「こども園（仮称）」のイメージをまず具体的に事実関係として

理解をすること、各委員の方が既におっしゃっているように、そのイメージが共通認識となってい

るのかをまずきちんと合わせること。その上で、わかりやすく利用しやすい幼保一体化に向けた制

度になるのかと整理して考える必要があります。 

 今回、私たちがここでそれぞれの立場から努力をして幼保一体化に向かうという理由は、「チルド

レンファースト」の観点から、すべての子どもに子どもの視点から等しく受け皿をきちんとつくっ

ていこうということと、待機児童解消という２つが大きな動機があると思っております。 

 その「等しく」の内容については、本日、別刷りで連合としても意見を書かせていただいており

ます。 

 まず１の③のところにある、この間の「幼保一体給付（仮称）」と「こども園（仮称）」の在り方

について、給付と年齢との関係を表に落としてみました。２歳を分岐点として「こども園（仮称）」

と「保育所」が分かれると理解をしている方もいると伺いますので、事務局案を落とし込んだ場合、

こういう理解でよいかということをまず共通認識として一旦確認をさせていただきたいと思います。 

 その上で、表に落としてみますと、年齢の組み方で同じ０－２歳でも「こども園（仮称）」に行く

子どもと「保育所」に行く子どもに分かれてしまいます。これは一段と利用者の目から見るとわか

りにくい。この間の議論の経過から言えば、０－２歳のみの「保育所」と「こども園（仮称）」では
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０－２歳に関わる給付もサービスも基本的には同一と理解できます。個々の園の個性や歴史を踏ま

えた工夫はあると思いますけれども、少なくとも給付もサービスもスタンダードは同じであると理

解をいたします。 

 そうすると、なおさら０－２歳のみ施設が「こども園（仮称）」を名乗れないことは、法的な解釈

という説明を以前に受けた記憶がございますが、利用者からはわかりにくい。そこで働く方々にも

「何か違うのか？」と見えてしまいます。 

 また、本来の幼保一体化の理念、目的を議論してきたことからも、０－２歳のみ施設を「こども

園（仮称）」の対象外とすることは適当ではないと思います。したがいまして、それぞれの事業者さ

んの意思で「こども園（仮称）」を選択しないケース以外は基本的に「こども園（仮称）」を名乗れ

ないと、結果として近い将来住み分けといいますか、社会の中での受け止めが違う施設になってし

まうのではないかということを懸念します。 

 また、０－２歳のみの施設だけを切り離すとした場合、議論が尽くされていないと思います。子

どもを預ける親が３歳時点で転園の必要のない０－５歳のフルパッケージをまず希望するというの

は当たり前であり、保育士や幼稚園の教諭の方が就職するときも、やはり大規模型の方が融通が利

きますから、０－５歳のフルパッケージの「こども園（仮称）」に就職したいと手を挙げるのではな

いかと思っております。 

 結果的に０－５歳のフルパッケージの「こども園（仮称）」に入れない子どもや親、そして働き手

が０－２歳のみの保育所に回ることにならないか。施設間で差別化が起こり、幼保一体化の本来の

趣旨とは異なった方向にいくのではないかと懸念をしております。 

それから、０－２歳型の保育施設は現在５％程度で 1,000 か所くらいと言われておりますけれど

も、待機児童の約８割が０－２歳児に集中していることを考えますと、今後産休明け、育休明けの

受け皿がここに集中してくるということが想定されます。こうした状況を踏まえると、０－２歳の

み施設を「こども園（仮称）」から切り離すことが、本当に本来の意味での待機児童の解消や幼保一

体化に資するのか。どうも消化不良の感じがいたしますので、議論を尽くしていただきたいという

意味で意見を申し上げました。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、佐久間委員どうぞ。 

○佐久間委員 ３人くらい飛ばしていただいたような気がしますが、大丈夫ですか。 

 では、木幡委員がまず最初に言われた０－２歳の問題について、今、皆さんから御意見がありま

したが、私も思うことがありますので、発言したいと思います。 

 私も皆さんがおっしゃっているように、やはり０－２歳の乳児の園のところだけ保育所として分

けていくということに対しては賛成していません。ただ、法的な「教育」という言葉について、私

もいつも自分の中で混乱しますが、「養護と教育」という中での「教育」と、学校教育法にいう「教

育」とが恐らく法的には違っている。そこでの整理が、この０－２歳が保育所という位置づけにな

った理由であろうと理解はしているんですけれども、やはり一般的な保護者、御利用者からすると

全くそこはイメージできないところだと思います。 

 今も０－６歳が保育所という名称で養護も教育も行っておりますので、やはり０－２歳だけがなぜ
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保育所として残るのだろうかというところは大きな疑問になるかと思います。また、法的なことは

置いておいて、現場で園長たちからよく聞くのが、０－２歳の育ちがその後の教育というか、生活

に非常に大きな影響を及ぼすということです。ですから、０ゼロ歳からの連続性という意味も考え

るべきですが、現状として、０－２歳のところだけは、待機児童の問題もあって、その年齢までを

対象にした施設になっていることはあります。 

 私どもも２歳までの施設はありますけれども、やはり先ほどもあったように保護者の方はその後、

行く場所がないということで非常に悩まれる方も多いです。本来はゼロ歳から就学前までをそろえ

ていくべきだと思うのですが、やはり待機児童の問題もあり、そこは０－２歳の保育所があっても

いいと思うのですが、こども園（仮称）として同じように枠組みの中に入れていただきたいと思っ

ています。 

 幼稚園、そしてこども園（仮称）、保育所と３つに分かれているイメージがあることと共に、もう

一つ手前の話に戻ると、こども園（仮称）にも認可と届出があって、こども施設（仮称）という名

前も使われています。その認可と届出ということの違いも、利用者側からすると一体何なのかとい

うところが出てきますし、本当に給付が一体化するのかというところも少し疑問に思っております。

ここはまず利用者側から考えた在り方ということを議論し、そして給付も一体化をしていくという

ところでもう一度、話を皆さんでできればいいなというように思いました。 

○大日向座長 ありがとうございます。その次の順番は今、佐久間委員の御発言中に大きくうなず

いていらした柏女委員ですか、秋田委員が先ですか。どうぞ、どちらでも。では、秋田委員どうぞ。 

○秋田委員 それぞれの委員の言われていることがよくわかります。まず原点で１つ押さえたいと

私も思っているのは、いわゆる「保育」というものの中に「養護と教育」の一体的展開で「教育」

というものが含まれていることです。ただし、こども園（仮称）というところを制度設計として議

論をしてきたときに、学校教育法並びに児童福祉法に位置づけるためには、教育基本法ではなく学

校教育法上は、３歳以上のみが学校教育法上、教育として位置づけざるを得ないという実態がある。

それを明確にして議論をしていく。今の議論の混乱は、佐久間委員も言われたような用語使用に起

こっていると私は思っています。 

 先ほど普光院委員が言われたように、幼保一体給付（仮称）という言葉よりも「子ども給付」と

いうふうな視点であり、０－６歳までが一貫しているということが重要です。ただ、多分ここでも

問題になっているのは、この書類において、例えば紙面で４ページ目等において、「満３歳以上の幼

児教育のみを受ける」とか、この「幼児教育」という言葉のあいまいさにあるのではないかと思っ

ていますので、正確に例えば「学校教育法上の教育時間のみを受ける子ども」というような表現に

していただくことが重要です。学校教育法上の３歳以上の全員、すべての子どもに教育を保障しよ

うというための一体化としてこれは議論をしてきたはずなのです。そこの部分をこども園（仮称）

で実現していくという形です。当然ゼロ歳から児童福祉法の中でこども園（仮称）というものが６

歳までをカバーするというところです。それも質の向上を議論していくということの基本的理解と、

この用語が出されてきている書類上の「幼児教育」という言葉が非常に幼稚園のみの教育を示すよ

うな使い方になっているので、書面上でもう少し工夫ができることによって誤解を生まず、全員が
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学校教育法上の教育を受けるのだと示せるのではないかと考えます。 

 では、０－２歳のところは教育をしていないのかと言えばそうではなく、きちんと児童福祉法上

の養護と教育の展開における保育を行っているということをより明確に説明するということが私は

重要であり、誤解を受けないのではないか。「子ども給付」ということですし、そのように説明をす

べきではないかと思っております。 

 今回、事務方の方から応諾義務の具体であったり、公定価格の問題の説明がありました。私は職

員の配置と子どもの保育時間をずらして、すべての職員の人が必要な保育時間と勤務する時間の違

いを踏まえた価格設定をすることによって、研修やさまざまな保育のための準備時間も保障され、

質の向上に向かって設定されているというところは大変評価すべきところではないかと考えており

ます。 

 そうしますと、やはり１つは０－２歳をどういう名称にするのかという議論はありますが、法的

体系で言えば、児童福祉法並びに学校教育法の両方に位置づく制度をこども園（仮称）と呼ぶとい

うところはやむを得ないことです。やむを得ないというか、それを目指しているわけで、幼稚園や

乳児保育所など何か現存制度が残るイメージの絵ばかりがあるのですが、一体化の進む方向の絵で

私たちは議論しなければならないのではないか。途中経過にはさまざまな形態があるのですが、最

終形はこども園（仮称）にいくということを議論していく。そのための義務として努力をいろいろ

していくということが必要だろう。 

 あとは、細かな点で上乗せ徴収の部分です。 

○大日向座長 すみません。そこはすごく大事なところなので、一回切らせていただいてよろしい

ですか。今、最後のところは……。 

○秋田委員 では、１点だけいいでしょうか、上乗せ徴収ではなくて、そこに関係してくる部分な

んですけれども、これは後で保育課長に伺いたいと思いますが、例えば市町村及び社会福祉法人以

外のものが設置する施設とか、どういう施設かということの予備的な文言が付くべきではなく、一

体化の議論というのはすべて同じ方向で今後どういうふうに施設を扱っていくのかという議論をし

ない限り、こういう条件は別枠、こういうものも別枠というふうに限定上乗せではなくて、この全

体の発想が、※印の１のところもそうですけれども、様々な現存制度別に条件を付けていることに

問題があるのではないかと思います。以上です。 

○大日向座長 ちょっとここで整理をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 秋田委員から大変わかりやすいと言いますか、大事な御指摘をポイントとしていただいたと思い

ますが、これまで御発言くださった委員の共通の思いは、１月 24 日の新提案がどうもわかりにくい、

あるいは幼保一体化の理念に反して国民の理解が得にくいのではないだろうか、これでは、子ども

の発達を連続的に保障するというところから基本的に反するのではないか、それと同時に、待機児

対策にもならないのではないか、更には、財源もこれでは付きにくいのではないか等々、そういっ

た御懸念がいろいろ示されてきたと思います。 

 どこがわかりにくいかというのは皆さんのお考えを伺いながら私なりに整理したのは、幼保一体

化に関して給付はもう一致している。年齢に限らずですね。それから、指針上もほぼ同一だと考え
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られている。それなのになぜ名称が異なるのか、あるいは絵の中で、なぜ０－２歳対象の保育所が

こども園（仮称）に入れないのだろうか。これでは幼保一体化ではなくて、幼稚園とこども園（仮

称）の二元化になってしまうのではないだろうか。あるいは、別の委員はこども園（仮称）と０－

２歳対象だけの保育所の構図ができてしまうのではないか。こういう御懸念だったと思います。そ

れに対して今、秋田委員が制度上の整理が必要なのではないかというふうに御提案くださいました。 

 ここで確認をしたいのですが、こども園法（仮称）というのはこれからつくるわけですね。まだ

議論はされていないと思いますが、こども園（仮称）というのは児童福祉法と学校教育法がベース

にある。学校教育法で３歳以上ということは、もうこれは侵してはならないということかと思いま

す。他方で０－５歳までの子どもに対して、養護と教育を連続的に保障するということを考えるこ

とが必要ですね。そうすると、こども園法（仮称）は児童福祉法と学校教育法の上にかぶせて作れ

ないのかと思います。０－５歳の子どもたちに対して必要な養護と教育保障をするという定義をか

ぶせていいという理解でよろしいでしょうか。そうすると、絵を書き直すということで、先ほど最

後におっしゃった０－２歳のところの絵は外から外れないということになるのでしょうか。違いま

すか。 

○秋田委員 システムの法律上は、こども園法（仮称）に当てはまる部分は多分０－６歳までが一

貫していてもいなくてもですけれども、児童福祉法並びに学校教育法の両方を満たすものがこども

園（仮称）であるのだと私は理解していたのですが、それでよいのかどうかです。多分、法的にこ

れは整理がつくかどうかというところで、香取さんや村木さんにお話をいただかなければいけない

ところだと思います。私は両方を満たすものと理解して、それがこども園（仮称）になると思って

おります。 

○大日向座長 その辺りはまだ十分な議論がなくて and なのか、or なのかというところですね。ど

うぞ。 

○無藤委員 今の点は主には乳児保育所の扱いの問題ですけれども、こども指針（仮称）ワーキン

グチームの方でも同様の議論を行ってまいりましたが、そこでの議論のワーキングチームの合意と

いうわけではありませんが、大きな方向づけを御紹介したいと思います。 

 秋田委員もちょっと御指摘になりましたけれども、基本的には乳幼児期全体において、つまり従

来の保育所も幼稚園も含めて養護と教育を一体的に行う「保育」、それを展開する場である。それを

基本的なものとしてこども指針（仮称）をつくっていくということであります。 

 その上で、しかし、法律的に申し上げれば、やはり児童福祉法上で言えばいわゆる従来型の幼稚

園と言うんでしょうか、３歳以上を１日４時間程度だけ行っているところ、つまり預かり保育等を

行っていないところ、これは児童福祉法上の「福祉」とは言い難いだろうということが第１点です。 

 もう一点は既に議論されているように、３歳未満について学校教育法上の「学校教育」とみなす

こともなかなか難しいということがあるのではないかと思います。その学校教育法上の扱い及び児

童福祉法上の扱いを根本的に変えるとなると、これは少なくともこのワーキングチームなどの議論

のレベルではなくなって、恐らく何年かかるか知りませんが、５年、10 年かけてもう一度根本から

見直すということで、一体化をかなり急ぐ中でやるということについては難しいのではないかと私



 22 

は理解しています。 

 今のようなことは同時に、つまり学校教育法上で学校教育と呼んでいるものは３歳以上のすべて

の子どもについて適用されるべきである。これは、やはり一体化の理念の下で生まれた考えだと私

は思います。そういう意味では、３歳以上の子どもが幼稚園と呼ばれるもの、あるいは保育所と呼

ばれるもの、あるいはこども園（仮称）と呼ばれるもの、とにかくどこに行こうと「学校教育法上

の「幼児教育」を受けるんだ」ということが極めて明確になると思います。そういう意味で、結果

的にはいわゆる乳児保育が保育所として残り、あるいは預かり保育などをやらない幼稚園が純粋な

幼稚園として残るという案になったと、そういうふうに理解したわけです。 

 しかし、もう一度繰り返すと、こども指針（仮称）においては養護と教育を一体的に行う「保育」

というのを実質的に規定していくということで、そこには乳児保育も含まれますし、いわゆる幼稚

園も含まれますし、もちろんすべての乳幼児を扱うこども園（仮称）が含まれるという形でまとめ

て統合的に扱いたいということであります。 

 発言のついでにもう一つだけ申し上げたいのですが、現在の幼稚園がどこまでこども園（仮称）

に転換するか。これはやってみなければわからないと言えばそうですけれども、先ほどから申し上

げているように、預かり保育をやっている場合には、これは福祉と定義されるわけですから、今の

幼稚園の７割から８割ぐらいは既に預かり保育をやっておりますので、実質的にはこども園（仮称）

にそのぐらいは転換するはずであると見込めるというのが１つです。 

 それからもう一つは、預かり保育のうち、かなりの幼稚園で実は２歳児保育に広げているんです。

これは文部科学省の預かり保育の定義上、２歳児から可能になっておりますので、そういたします

と実は３歳未満について現在、幼稚園も部分的には踏み込んでいます。そういう意味で、施設整備

等の補助などがあれば、かなりの幼稚園が３歳未満児の保育にも広げていき得ると理解していると

ころです。今のことは、ついでのコメントです。以上です。 

○大日向座長 今の無藤委員の御説明に対して、少し確認をしておきたいと思います。 

 先ほど秋田委員も、「こども園（仮称）というのは学校教育法と児童福祉法の両方を備えたものだ

と理解していた」とおっしゃいました。私は、このワーキングチームでそれを本当に皆が合意した

かどうか、定かな記憶がありません。and なのか、or なのかというところもとても大事なポイント

だと思います。学校教育法と児童福祉法の両方を備えたものをこども園（仮称）とするのか、どち

らかの機能を持っているものとするのか。 

 あるいは、学校教育法は今、無藤委員が言われたように、このワーキングチームでいじれるよう

なものではありません。それは当然だと思います。そうしますと、今日出ているペーパーで別の既

存法ではない、教育基本法をベースに何か新たな道はないかという御提案もありました。 

 もっと大事な議論もほかにありますのでこの議論はそろそろ打ち切りたいとは思うんですけれど

も、それに対して菅原委員、それから山縣委員も今のことについてどうぞ。それから柏女委員、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、再度、順番を言います。菅原委員、山縣委員、柏女委員、そして山口委員、お願いいたし

ます。 
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○菅原委員 それでは今、出されている考え方について述べたいと思います。 

 各委員からも議論があり、実はきちんと整理して全体でまとめる議論をもう１、２回やっていた

だきたいというのが私の再度の願いです。それで今、出されたこども園法（仮称）との関係、ある

いはこども園（仮称）はどうあるべきかということの関係ですが、一番大事なのは何回も言います

が、やはり今の新しい指針ですね。幼稚園教育要領と保育指針が今せっかく更に高めた形で１つの

ものをつくろうとしているわけですので、その議論をやはりきちんと大事にしてほしい。繰り返し

ますけれども、それがまず第１点です。 

それから、給付についてはこども園法（仮称）によるこども園（仮称）になる以上は子どもたち

に等しく、差のない給付体系をつくっていただきたいというのが２つ目です。こども園法（仮称）

をつくってその中に学校教育法と児童福祉法をきちんと位置づけるということですね。そのことに

よって３歳未満児を分離するようなことは起きないと考えます。 

しかし、現在、学校教育法がありますので、これを例えば変えるということは至難の業だと思い

ますから、３歳以上については学校教育法の適用を受けるということをきちんと私は制度的に整理

した方がよろしいのではないかと思っております。そのことによって３歳未満児が切り離されるこ

ともないし、養護と教育もきちんとその中ではうたわれますので、そういう一つの考え方というの

も私は取り得るのではないかと思います。ヨーロッパなどでもプレスクールとスクールを、ちゃん

と制度的につながっているけれども分けていますね。大事なのは、私は乳幼児期のこども園法（仮

称）と学校教育法などのつなぎをどのように制度的につくっていくのかということではないかと思

います。 

教育基本法の中でも、「幼児教育」という言葉ではなくて「幼児期の教育」になっています。です

から、そういう視点から見ても、私はこども園法（仮称）をつくることによって、そことのつなぎ

をしっかりさせれば矛盾なくできるのではないかと考えています。その中で、未満児を切るような

ことはしない方法を、十分検討できるのではないか。 

その辺りはいろいろな方と議論しながら、最終的にそれでいいのかどうかということはわかりませ

んが、その議論をしっかりしていくことが私は全体をまとめていくためには大事なことではないか

と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。山縣委員、お願いいたします。 

○山縣委員 先ほど飛ばした部分について、今との関連で指針のことについて１つと、あとは年齢

のことについて、私は秋田委員とは少し理解が異なっていたかなという気がしますので、その部分

について説明をさせていただきます。 

 まず指針ですけれども、無藤先生が言われましたように、基本的には１つの指針をつくろうとい

う方向で議論をしていると私は思っています。そのとおりだと思っていますが、目的の違う３つの

施設をこちらで今つくろうとしているわけです。目的の違う３つの施設、法律が違うわけですから、

全く同じ目的で存在するとは思えませんので、その３つの施設があるのに指針が１つというのは非

常に混乱を招くような気がします。 

 ということは、こちらの方も今すぐは無理だというのは十分理解していますけれども、将来的に
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は一体化していかないとなかなかわかりづらい構造になっていると思います。幼稚園教育要領と保

育所保育指針でも目的が違うから別立てであって、しかし子どもの共通項があるからすり合わせを

しよう。すり合わせをするというのが私は精一杯ではないかというのが１点目です。 

 それから２点目は年齢に関してですが、ここで若干秋田先生と理解が違っていたのは、私は０－

２歳もこども園法（仮称）にやはり位置づけていくことが可能ではないか、そうすべきではないか

という考え方です。これは、他の委員から幾つかありました。３－５歳児のこども園（仮称）につ

いては、子どもたちの生活スタイルで言うと、平均的なパターンは家庭からこども園（仮称）にき

て小学校に入っていくという形になります。幼稚園も同じ形だと思います。それに対して０－２歳

のこども園（仮称）は、家庭からきますけれども、家庭から比較的早くくるという状況ですね。３

年間というブランクはありませんので、早く出て施設から更に次のこども園（仮称）に行く。保育

所からこども園（仮称）に接続し、更にそれが小学校につながっていくという構造に恐らくなるん

だろうと思います。 

 そうすると、子どもの育ちの連続性ということも考えましても、学校教育法等はこれ以上接続と

か連続という言葉以上の付け方は、私は正直難しいというのはよく理解していますが、こども園（仮

称）の中で更にそういうことをやるというよりは、やはり１つの法律の中でそれを法律的にも担保

していく。そのためには、０－２歳もこども園（仮称）に位置づける。 

 ただ、そのときに、これは秋田先生と同じなのですが、学校教育法上の教育を適用するのは確か

に難しいだろう。学校教育法にここは位置づけられないけれども、こども園法（仮称）に位置づけ、

なおかつ児童福祉法等に位置づけていくという構造でいかがなものかという考え方をしています。

以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。それでは、柏女委員どうぞ。 

○柏女委員 もう皆さん方がおっしゃっていらっしゃるので、本当に手短に申し上げます。 

 「教育」という言葉は、保育領域でも使われている言葉と、それから教育領域で使われている言

葉、教育学、保育学の言葉で違うわけです。それで、我々が議論するときにここはいろいろな背景

を持った方がいらっしゃっているので、あいまいな言葉は使うべきではない。最初から言われてい

る「「幼児教育」という言葉を変えるべきだ」ということをずっと多くの方が言ってこられたわけで

すが、それを使っているがためにその教育という言葉の中にいろいろなものを乗せてしまって議論

が混乱してしまったのではないかと思います。 

 これは、議論の仕方によっているのであって、いわばここは意見交換の場というふうに位置づけ

られていて、そして実際には事務方で考えているわけです。そして、いわば制度論を事務方が中心

になっていて、文科省にもいわゆる教育のプロがいるわけですし、厚労省にも保育のプロがいるわ

けですので、そのプロの専門官とか、そういう方がちゃんと入って、「この用語は違うんだよ」とか、

そういう議論をした上で丁寧な議論をしていかないと、制度論が現場とか臨床をどんどん侵食して

いってしまう、その典型例ではないかと思います。 

 そういう意味では、これから「幼児教育」という言葉は使わない方が私はいいのではないかと思

います。「学校教育・保育給付」でもいいですけれども、「幼児教育」という言葉は絶対に混乱の基
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だと思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。では、入谷委員どうぞ。 

○入谷委員 今、柏女先生からお話があったのですが、基本的にはちょっと受け入れられないとい

う思いでございます。確かに概念整理をする必要は私もあると思いますが、それにする場合には相

当共通認識を図っていただかないと、そのための作業を何回もやっていただかないと前に進まない

のではないかと私は思います。 

 先ほど０－２歳の教育については、かつていわゆる２歳児特区において国としての検証が既にな

されております。満３歳に満たない子どもに対する営みが集団教育にはなじまないというふうに私

は理解しておりますし、それを前提として先ほどの秋田委員、あるいは無藤副座長のお考えでよろ

しいのではないかと、私も同意させていただきます。 

 ただ、それ以上にもう少し踏み込むというのであれば、やはり学校教育法体系の大幅な改定まで

踏み込むのであれば、そこまでの確保をしていかないといけないと思いますが、そうでないならば

先ほどの秋田先生、無藤先生の御提案を私どもは支持させていただきたいと考えております。 

 応諾義務と上乗せ徴収については、また後がよろしいですか。 

○大日向座長 今ちょっとだけまとめて、後でまた御意見をいただきます。では、小田委員お願い

いたします。 

○小田委員 発言の機会をいただいてありがとうございます。非常に私は固い人間なので、学校教

育法、児童福祉法という法律はとても大事なものでということは何回もここで申し上げましたよう

に、子どもにとって一番大事な我々、大人がどうだこうだという操作や手出しをすることができる

ものではなく、法律というものが必ずきちんと位置づくことで子どもを守ることができる。その意

味で、学校教育法と児童福祉法ということを概念に置いて話がされてきた。 

 そして、私は秋田委員がおっしゃっていることについて非常に納得ができるし、柏女委員がおっ

しゃっていることもそのとおりだと思います。そして、普光院委員がおっしゃるように、「子ども給

付」という言葉にするとか、言葉をもう少し整理をきちんとしていくことで、この一体化が持って

いる意味は前回の１月 24 日に提出したものがどういう意味を持っているのか、それが法的にどうい

うような位置づけになって、どういう意味を持っていて、それが子どもにとって大事なのかという

ことを整理し直すことが大事だと思っています。その意味で、私は１月 24 日にやったものを、少し

今日言っているものを法的な意味での位置づけをしながら位置づけてみる。そして、用語をきちん

と整理をするということが大事だと思います。 

 そして、大変、大日向先生には申し訳ないんですけれども、「こども園法（仮称）があって、その

下に児童福祉法と学校教育法がある」とおっしゃいました。これはおかしいと思います。学校教育

法よりも、その前に教育基本法というものが存在していて、教育基本法があって学校教育法、児童

福祉法というのが子どもをずっと守ってきたわけですね。そのことを支えていくものとしてのこど

も園法（仮称）というのは、ここの一体化という意味であってもいい。 

 だから、こども園法（仮称）というのは児童福祉法や学校教育法を支えて、より豊かなものにし

ていく新たな制度としてのこども園法（仮称）であって、上にあって下に学校がくる、児童福祉法
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がくるという概念というのはおかしい。 

○大日向座長 すみません。私の申し上げたかった真意はやや違うのですが、その点について時間

の関係で釈明いたしませんけれども、その位置づけも含めてもう少し議論いたしましょう。 

○小田委員 その辺だということを申し上げて、私はこの議論というのは１月 24 日のものをもう少

し整理をしてきちんとやっていくべきではないかという意見です。 

○大日向座長 わかりました。 

 先ほどから山口委員がお手を挙げていらしたのを見逃しておりまして、失礼いたしました。 

○山口委員 ありがとうございます。まず、先ほど無藤先生、秋田先生がおっしゃったように、and

で合意したという記憶は座長と同じように私も持っておりません。それを前提にですが、秋田先生

が先ほど「学校教育法上の教育」だとか、そういったテクニカルなことで解決するようなことをお

っしゃっていたのですが、実際は 3 歳未満児を外して制度をつくってしまったら、現場が「学校教

育法上の教育」だとか、「児童福祉法上の教育」だとか、そういったことの説明などはまずできない。

それが実態だと思います。 

 そんな中でこの未満児を外してしまえば、やはり菅原委員や木幡委員のおっしゃったように、偏

見だとか差別だとか、3 歳未満児の施設であれば教育を行ってもらえないのだといったイメージを

どうしても残してしまうと思います。ですから、先ほどの and か or という意味では、私は or だと

いうふうにイメージをしていたわけですが、それは別にしても、どうしても法制度上こども園（仮

称）の中に０－２歳も入れられないのか、その辺の方が私は不思議でございます。是非、法律をつ

くる専門の官僚の方々は非常に優秀な方々ですから、無理してでもそういったところを考えていた

だいて一体化した施設にできないだろうかということを、質問も含めてお願いしたいと思います。 

○大日向座長 ありがとうございます。この議論はこの辺で一度打ち切りたいと思うのですが、今

日は１月 24 日案を支持するという御意見も後段に出ましたけれども、わからないという御意見が非

常に多かったと思います。 

 申し訳ありません。座長として私もよくわからないんですね。皆さんがわからない、わかりづら

いということは大切にしたいと思います。幼保一体化の理念を本当に国民の皆さんに理解していた

だいて、「これでよかったね」というものをつくりたいと思っております。取り分け現場の方々、親

がわからない、あるいはそこで働く保育者たちが無用な差別なり格差なりに苦労されるようなこと

はやはりあってはならないことだと思います。 

 他方で、法制度がどうなのかという問題もあろうかと思います。菅原委員がおっしゃったように、

この議論は１回ではなくて、そのためにもあと何回か続けていただきたいということもそのとおり

だと思いますし、今、山口委員が言われましたが、法制度を本当にこども園（仮称）の理念に合っ

たものに変えられないのかどうか。事務方、あるいは両副大臣、政務官の皆様、どうか知恵を集め

て御検討いただければ大変ありがたいと思います。これらに関して、村木統括官からお願いします。 

○村木政策統括官 ありがとうございます。あと１回でも２回でも、場合によっては３回でもと言

っていただいておりますので、議論をしっかりしていただけるように、私どもの方でも先生方の協

力を得て準備をしたいと思います。それで、今日はいろいろな議論が実は錯綜しているように思い
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ます。 

 １つは、大きなテーマとして方向と、そこへ至る道行き、理想とそこへ至る道行きの問題、教育

と保育を共に提供できるこども園（仮称）を増やしていこうということと、フルスペックでないも

のの存在をどうするかという、長く議論をしてきた道行きの問題が１つでございます。 

それから、２つ目は法的な枠組みの問題でございます。連合の中島委員にお出しをいただいた資

料の１枚目が非常にわかりやすいので私もちょっと使わせていただくとすると、ここにある絵のう

ち法律で申し上げれば学校教育法と児童福祉法がかかる施設でございまして、このうちこの絵にあ

る一番上の保育所と書いてあるもの、これが児童福祉法の適用を受ける施設です。それから、一番

下の右側にある幼稚園が学校教育法の適用を受けるものです。その間にある、ここで例示をしてい

ただいている施設はすべて両方の法律の適用を受ける施設になっております。 

したがって、法律の適用関係で言えば施設の種類は３種類になるという厳然たる法律上の事実が

ある。これを法制度で施設の法律に落とそうとすると、役人は普通は素直にこれを３つに落とすと

いうことになるわけでございます。ですから、法律の適用、それから学校教育法がかかるとか、児

童福祉法がかかるというのはどういうことかという意味は、もう少し私ども資料を用意して御説明

をさせていただいた方がいいかといます。この法律の問題が１つです。 

それから、３つ目は実態の問題で、これは今でもあるのですが、０－２歳の乳児保育所に行かせ

るとその後の行き場を探さなければいけないということで、連続的にサービスを提供できるかどう

かという実態の問題、これは今度、新たに出てくる問題ではなくて今までもある問題ですが、大事

な問題です。これは、実態の問題でございます。 

それから、４つ目は差別をされているとか、昔の名前のままだと新システムに乗っていないよう

な感じがする。これは、もう少しかみ砕いていかないと、理屈ではないところなのですが、それで

もユーザーの方の受け止めの問題でございますので、無視できない非常に大事な問題ですので、こ

ういうえも言われぬ部分があるわけでございまして、制度が変わるときに皆さんに理解してもらう

ようにどういうふうに施設をつくり、名称を付けるかというような問題ですね。この辺の問題が非

常にいろいろな形で出てきておりましたので、少し私どもの方でも整理をして、かつ法律の適用関

係とは別に、学校へ行く前の子どもが連続的に必要な教育・保育を受けられるようなシステムを全

体として構築をしたということをどこで制度的に見せるかということで、これは施設でやるのか、

給付でやるのか、あるいは新システム全体の絵として見ていただくのか。いろいろなやり方がある

と思いますので、その辺りをもう少し整理をして、この後、１回になるのか、２回になるのか、３

回になるのかわかりませんが、お示しをしたい。 

その際に、用語の使い方で混乱が避けられる部分というのも非常にありそうな気がいたしますの

で、そこも工夫をしたいと思います。役所、政務まで含めても当然でございますが、合わせて各委

員の先生方にも少しＳＯＳでお助けをいただく部分があろうかと思いますので、よろしくお願いを

いたしたいと思います。 

○大日向座長 いろいろありがとうございました。法制度的な再検討も、是非お願いしたいと思う

んです。０～２歳児の保育所の扱いについて、無用な差別や格差が生じないようにという心配につ
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いて、感情論ではないかという見方もあるかも知れませんが、感情論だからこそ法制度で整備する

のが今度の幼保一体化の目的でもあるかと思います。これまで事務方から２歳未満の保育所をこど

も園（仮称）に入れるということは法制度的に無理だという御説明をいただいてきたのですが、本

当に無理なのだろうか。その辺りもどうか知恵を絞って、新たな絵が出ることを期待してこの議論

はここで止めさせていただきたいと思います。 

 もう一つ、市町村関与の問題にとって非常に大事な問題がそもそも幼保一体給付（仮称）の具体

的制度設計に関してあったのですが、ごめんなさい、渡邊町長が先ほどから手を挙げていらしたと

いうことですが、気がつきませんでした。それから、この市町村の問題に関しては是非三鷹市の濱

中委員代理の方もどうぞ御発言いただければと思います。では、渡邊委員の方からお願いいたしま

す。 

○渡邊委員 ありがとうございます。なかなか隅っこにいるものですから、手を挙げても目立たな

いようでございます。 

 今ほど村木さんからお話のありました件でありますけれども、是非そのような形でこれまでの議

論を無にしないような事務方での配慮をお願い申し上げたいと思います。皆さんは既に十分議論を

尽くしているわけですから経過を十分認識していると思うんですが、やはり制度案要綱の基本的な

幼保一体化の考え方というのを前提としてこの幼保一体化の議論を進めてきた経過があるわけです

ね。 

 そして、幼保一体化はどういう目的でするんだということについて、先ほど来お話がありました

けれども、質の高い幼児教育・保育の一体的な提供ということで、「世界に誇る」という言葉も含め

て出してきた経過もありますし、それから保育の量的な拡大とか、家庭における養育支援の充実と

いう目的は、きちんと皆さん方で認識が一致してきているわけです。 

 ところが、幼保一体化、こども園（仮称）化するときの話になったら５つの案というのが示され

て、その５つの案の中で１案とするのか、それとも２案なのか、３案なのか、４案なのか、５案な

のかという中で、どうもお互いの現場の感情論が出てきて中途半端な議論で、何を一体化するため

の前提とするのかということについて確認をしたのかというと、正直なところまだ確認はないです

ね。 

 そういう中で幼保一体化の給付の議論に入ってきたものですから、それらの整合が取れていない。

そのことが、今ほど給付に当たってのいろいろな項目についての説明がありましたけれども、いわ

ゆる０－２歳児の区分けと３歳以上の区分けというところにこういう問題点を生じさせている。あ

くまでも制度案要綱の基本というのは、それぞれの垣根を取っ払って新しい幼児教育と保育を提供

するこども園（仮称）化しようじゃないかという第一条件があるわけです。そうすると、今ほどの

一体的な給付というものと整合がきちんと取れてくるはずなんです。保育所だから、幼稚園だから

ということではなくて、こども園（仮称）に向けて一体化するというふうな前提があるわけですか

ら、そのことをやはり再度確認願って、事務方の制度設計については御配慮いただきたいというこ

とを私も確認の意味で申し上げさせていただきたい。 

 そういう中で、素人の立場でこういうことを申し上げるのは何なんですけれども、いわゆる契約
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の問題ですね。契約の問題ということは施設の選定にかかる問題にもなるわけでありますが、今ま

では市町村が申込みを受けて自分の管内の施設に対して市町村の責任において割振りをしながら、

そして市町村契約に基づいてやってきた。 

 しかし、今日説明受けたのは、あくまでも情報提示しながら認定書を交付してあっせんをしてい

く。そして、それぞれの園との自由契約ですよ、いわゆる直接契約ですよという提示があったわけ

であります。そうすると、我々市町村にとっては事務が削減されるわけですから、非常に現場サイ

ドはありがたい話なのですけれども、逆に言えばそのことによって市町村の関与が縮小されるわけ

ですから、現場において園の競争原理が働いてしまって、調整機能は確かに必要なんですけれども、

そういう懸念が残らないのかどうかということが危惧する点かと感じました。 

 市町村の立場ではある意味では助かる面もあるんですけれども、しかし、前提となるすべての子

どもにきちんとした子ども・子育て支援に基づいて保障していくという考え方に立てば、その辺の

こともやはり危惧する点かと思います。 

 それと合わせて、こんな言葉を使うと皆さんにしかられるかもしれませんけれども、いわゆるこ

ども園（仮称）格差というものが出てきはしないか。これは、将来的な問題点としてあるかもわか

らないですね。結局そういうことを競争原理を働かせて契約すると、また上回ったところは市町村

が調整するとは言うものの、結果的にそういうことにもなりはしないかということをちょっと懸念

として持ちました。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。ただいまの点について、事務方から御説明はありますか。 

○今里課長 新しい形での契約の関係でございますけれども、確かに今この公的な給付の中で公的

幼児教育・保育契約（仮称）という言い方で言っておりまして、決して市町村の関与が薄まるとい

うふうに考えているわけではございません。市町村が認定を受けた子ども、それからその給付の対

象となる子どもに対しての保育・幼児教育を提供する責務というのを法令上明記するということを

考えておりますので、決して相対の契約になるということで市町村の関与が薄まっていくように設

計していくという方向ではないというふうに、今までの議論からは考えているところでございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。ほかに御意見はいかがですか。では、金山委員どうぞ。 

○金山委員 ありがとうございます。マミーズネットの金山です。今のお話とはかなり離れてしま

うんですけれども、大丈夫でしょうか。今日、基本制度設計についてお出しいただいた案について

です。先ほど質問をさせていただこうと思って手を挙げたんですけれども、機会を逃してしまいま

した。すみません。 

 このお示しいただいた案の中で、契約方法の認定基準のところに求職活動及び就学等を入れてく

ださったことはとてもうれしく思いました。子育て支援をしていますと、仕事を探したいけれども

子どもを連れては求職活動ができないというような悩みもよく聞きますので、きめ細かく丁寧に制

度をつくってくださろうとする気持ちが伝わってきて、とてもうれしかったです。 

 もう一つ、特別な支援が必要な子どもの受け入れについてです。書いてくださってありとても心

強いと思ったのですが、この特別な支援が必要な子どもという用語についても、私はさきほどの議

論を聞いていて気にかかったことがございました。普光院委員さんや柏女委員さんが出してくださ
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った意見書の中にもあるように、障がいを持った子どもたちの保育の現状が、十分ではない状況に

ある中で、今後本当に手厚くしていかなくてはいけない部分だと思うのですが、ここに書いてくだ

さっている、特別な支援が必要な子どもの受け入れという言葉は、障がい児と認定された子どもだ

けでなく、広い意味でさまざまな配慮や支援が必要な子ども全般のことと考えてよいのでしょうか。 

 保護者支援をしていますと、とても個性が強い子どもだったり、発達に何かしら困難を抱えてい

ながら障がい児という認定もないというような状況にある子どもたちをめぐって、その保護者の方

と園との間でうまくいかなくなったり、いろいろなトラブルが起きたりというようなことをよく聞

くことがあります。そういう意味でも、障がい児と認定されていなくてもなかなか集団に溶け込め

ないとか、いろいろと発達上、大変さを抱えている子どもたちが、園から「うちは受け入れないよ」

というように外に放り出されてしまうような制度になってしまっては困るなと思います。 

 もう一つは、特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている施設については、優先的にと

いう書き方がありました。この制度が整っている施設かどうかというのは、だれがどこで判断する

のでしょうか。「うちは無理ですよ」と言われてしまえばそれまでなのか、だれが「ちゃんと制度が

整っている施設です」ということを認めるのかが気になりましたので、教えていただきたいと思い

ます。 

○大日向座長 御説明を事務方からお願いいたします。 

○今里課長 特別な支援を必要とする場合でございますけれども、まず大前提といたしまして、す

べての子どもがこの幼保一体の全体のシステムの中で必要な幼児教育・保育を受けるというふうに

していくという、これは大前提でございます。 

 その上で、特別な支援を必要とする場合ということについては今、委員の方からも御指摘がござ

いましたように、市町村が実施の計画をつくっていくときに、特別な支援を必要とする体制の整備

というものをその中でニーズを把握して、地域ごとに必要な体制を整えていくということになるわ

けでありますので、当然そこのところで何らかの基準があって、その体制の方と、それから特別な

支援を必要とするのはどういう場合かということについて何らかの基準を設定しなければいけませ

ん。それは、市町村の事業計画の中でまずは判断していくことになると思いますが、その基準を全

国的にどういうふうに考えていくかということについてはこれからの検討ということであろうと考

えております。 

○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。 

 それでは、三鷹市の濱中委員代理から先にお願いいたします。 

○濱中委員代理 三鷹市の子育て支援課長をしております濱中と申します。せっかくの機会を与え

ていただきましたので、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

 意見交換ということですので思ったことを言わせていただくのですけれども、実は私は幼稚園を

担当しております。隣には、保育所を担当している子ども育成課という課がございます。今回のこ

の幼保一体化の新システムは、私のイメージの中では三鷹市流に言いますと、一つのこども園（仮

称）の例えば乳児園タイプ、こども園（仮称）の幼稚園タイプ、すべてを網羅したこども園（仮称）、

オールマイティな部分というか、すべてゼロ歳から６歳までいて、しかも学校教育法に定められて
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いる教育の機能も持った施設ということで、施設の分類が３つあるというふうに認識しております。 

 三鷹市のちどりこども園というのは認可としては保育所なんですけれども、短時間保育で幼稚園

タイプと言って、保育に欠けないお子さんを預かっている施設もあります。それはちどりこども園

も幼稚園タイプというような名称で今、子どもさんを預かっているような状況もございまして、何

となく私のイメージの中では乳児園タイプと今までの幼稚園が幼稚園タイプ、そして保育所のゼロ

歳から６歳までがこども園（仮称）というような認識があったんですね。 

 その中で行政側というか、基礎自治体といたしましては、これまで幼稚園に対する補助というの

が基本的には保護者に対する補助ですけれども、私たちがつかまえられるというか、確実に押さえ

られるのは保護者に幾らいっているかという支援の部分で、その部分しかなかったのですが、実際

に幼稚園さんには国や県、都道府県から別の補助金なども渡っていまして、実際にどのぐらいの援

助が行われているかがわからなかった。反対に、保育所についてはすべてが基礎自治体、市町村を

通してきますので、幾らその保育所に公費が投入されているかというのがわかる実態がありました。 

 これが今回、幼保一体給付（仮称）という中で考えられれば、各自治体は幼稚園に通われている

お子さんと保育所に通われているお子さんの支援というものの公平性というか、バランスを非常に

考えていたわけです。そういうものが基本的にはなくなって、一つの物差しでその補助の対象を見

られるようになるというのは非常に市町村としては大きなメリットだと考えています。 

 そういう部分については非常に私も期待しているところですけれども、今回御提示いただいた中

にも市町村の責務というところでかなり調整の部分、あっせんの部分、自由契約になるというよう

なことで、今まで幼稚園さんは自由契約であったわけですけれども、保育所はすべて入所措置とい

う形で対応していたわけです。これが例えば本当に自由契約になり、需要と供給のバランスが整っ

た自治体ではそれも非常にいい方法かとは思いますけれども、現在待機児を多く抱えていて、毎年

保育所を優先的に整備はしていても待機児解消になかなか追いつかない自治体にとっては、先ほど

の御説明で当面、市町村が調整することになってしまうのではないかというお話がありましたが、

その当面という先がどこまで続いてしまうのか、非常に不安なところがございます。 

 更に、今後そういう入所の選定の基準などを検討されていくかと思うんですけれども、各自治体

はそれなりに地域の実情に応じたポイント制なりの選定の基準を持っています。そういう部分も今

後十分いろいろお話をさせていただいて御検討いただきたいということと、こまごましたことで言

いますと、保育料の取り方も今まで保育所は施設で保育料を取るということがなかったかと思うん

ですね。それが、今度は所得に応じた利用者負担の部分というのを自分で管理して徴収してという

事務が発生したりとか、幼稚園さんにおいても今までは一定の一律の保育料なりを徴収して、あと

は保護者の方がその所得に応じた補助をいただくというような形態かと思うのですが、今度はその

保育料の取り方についても若干所得の基準で保育料の差が出てきたりすることも考えられますので、

この現場というのは自治体だけでなく施設の方とも十分お話をしていただいた上で制度を進めてい

ただきたいと思います。 

 私は、実は幼稚園のことだけでなく子ども手当も担当しております。とても今、非常に不安定な

時期でございます。是非、この制度が実効性と継続性を担保された制度になっていただきたいと切
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に希望するところでございます。ありがとうございました。 

○大日向座長 今、三鷹市さんの基礎自治体としての御意見がありましたが、村木統括官から何か

ありますか。 

○村木政策統括官 前回の議論、それから今日の議論の部分でございますけれども、相当自治体に

担っていただく部分が大きいと思いますし、それから自治体で責任を持って運営できないような仕

組みだとまったく絵にかいた餅になってしまいますので、この場だけではなくて多分、市長さん、

町長さんではなくて実務の方と御議論しなければいけない部分もあると思いますので、そこは少し

実務の方としっかりこれでうまく回るかどうかというところは詰めさせていただきたいと思います。 

○大日向座長 よろしいでしょうか。ほかに、もう少し時間ございますのでいかがですか。 

 では、まだ一度も御発言くださっていない浜田さんから先にお願いします。 

○浜田委員代理 知事会内部での意見調整はできておりませんけれども、高知県の事情を踏まえま

して、少し心配される点について御意見を申し上げさせていただきます。 

 ３ページの「保育の必要性の認定」についてでございますが、これまでの「保育に欠ける」要件

からこの「保育の必要性の認定」に見直されることによって、都市部や地方の別なく顕在化してい

る保育需要に加えて、潜在化していた待機児童、新たな保育需要が一気に顕在化することが考えら

れます。この急激な保育需要の増加によって、施設や保護者に混乱が起きないような対策が必要で

はないかと思います。 

 現在、高知県では待機児童が決して大きな問題にはなっておりませんが、それでも市町村などに

おきましては、保育者の確保に大変苦労しております。そのため、こうした一気に増加するであろ

う保育需要への対応に当たりましては、財政措置は当然ですけれども供給体制、取り分け保育に必

要なマンパワーである保育者の確保対策も合わせて行うことが大変重要ではないかと思っておりま

す。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。たくさんお手が挙がりましたが、12 時終了で、このワーキ

ングチームは今日が最後ではないということは確認が取れましたので、手短に御協力いただければ

ありがたいです。 

○柏女委員 手短に申し上げたいと思います。今日、幼保一体化の具体的な給付設定についての議

論は後に後にという形ではほとんどできないということになりますので、次回は是非、今日出した

意見書なども含めて、幼保一体化の具体的制度設計についての議論をしていただきたいというのが

１点です。 

それからもう一点は、先ほど村木統括官の方から個別具体的に委員の御意見を聞きながら制度設

計を進めていくという御意見がございました。私はとても大事なことだと思っておりまして、私も

その意見書を障がい児部分について出しておりまして、別途、内閣府の障がい者制度改革推進会議

の障がい児支援チームでも議論しておりますので、是非そういう意見なども反映させていただいて

聞いていただければ幾らでも参じますので、そういう形でお願いをしたいと思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。議事進行に関しましては最後に１、２分いただいて、少し

申し上げたいと思っておりましたので、のちほど。 
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 それでは、大橋委員どうぞ。 

○大橋委員 時間がないところをすみません。先ほどは０－２歳のお話でいろいろ意見交換がされ

ていたんですが、国公幼から資料をお出ししております。３ページです。私もワーキングチームに

最初から出ておりますが、やはり待機児童のことと一緒に就学前の子どもたちの教育ということが

とても大事ということの話が出ていたと思うんです。小学校に上がる前の子どもたちの体力の面と

か、コミュニケーション能力とか、言葉の関わりだとかというところですが、ここでやっとこども

園（仮称）ということで就学前に一緒の教育の場で子どもたちが関わるところでこれが進んでいる

ことは、とても子どもたちにとっては望ましい場であるのかなと思います。 

 今日、先ほど御説明いただきました、最終的に個々の施設で決めていくんですが、ここで子ども

を預かる時間だけではなく、職員の時間ですね。そこのところで、やはり職員の研修だとか、設定

時間数ではなく、必要な職員の配置の中で勤務する時間などを明記されて、保育士の先生たちも研

修の時間の確保だとか、そういうことが具体的に出されていることがとてもこの資料の中でよかっ

たかと思っております。 

 特別な支援が必要な子どもというふうにここに書いてあるんですが、２年ないし３年の教育の中

で特別な支援を要する子どもではなく、子どもたちと関わっているとやはり気になる子どもたちが

少しずつ出てくるんですね。そこで、最初から特別な支援でなくても２年、３年の中で集団教育、

それから小学校教育につなぐときの子どもたちの姿というのが少しずつ現れてくるときに、やはり

そういうところを本当に丁寧に見て小学校教育につなげていくことがとても大事かと思います。で

すので、子どもが出会う学校というところを本当に豊かに、それからどの子も教育を受けられるよ

うにということを質の高い施設として考えていただきたいと思います。 

 それから、やはり保護者の多様な生き方、保護者が働いていても働かなくても、やはり保護者が

子育て、それから教育に皆、責任が持てるように自覚できるような教育の場になっていただきたい

と思います。 

 時間がないところ、意見を述べさせていただきました。地域の中にある子どもたちの教育の健や

かな成長をお願いしたいと思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは、古渡委員、中島委員と、お願いします。 

○古渡委員 全国認定こども園協会の古渡です。今日はずっと皆さんのお話を聞いていまして、実

は幼保連携の認定こども園を実際やってみての話なんですけれども、やはり現場のことをもう少し

考えていただきたいなと考えています。 

 逆に今もお話がありましたけれども、「質の高い施設」というのはどういうものを言うのか、私は

わからないんです。例えば、今アレルギー対応が必要な子どもがたくさんいますが、その子たちも

受け入れなければいけないわけです。その質の高さと言ったら、給食をきちんとやらなかったら無

理なんです。 

 そういうことも踏まえて考えると、子どもと言いながら、実はもちろん大きな法律で決めなけれ

ばいけないことはわかりました。でも、その中で 17 年からモデル事業をやってきてみて、実際に大

きなずれがたくさんあると感じています。 
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 その１つは、例えば先ほど山縣先生がお話しされたように、例えば国公立の問題はすごく現場で

不安です。なぜかと言うと、一番研究してきちんと提案してもらいたい場所がやっていない。これ

は、逆に現場サイドで言うとすごく不安です。そういうものも踏まえて考えると、一体的というの

は多分全部です。全部の中でやっていかないと、多分一体的にはならないと現場では思うんです。

以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。それでは中島委員、山口委員の順番で。そして本日はそ

の辺りで切らせていただければと思います。 

○中島委員 ありがとうございます。具体的な制度設計については次回以降議論させていただける

ということなので、今日はペーパーを提出させていただいていますが、細かいことは次の機会に意

見を述べたいと思います。今日は３つだけ問題提起をさせていただいて、今後の議論に反映をさせ

ていただければと思います。 

 １つは、先ほど渡邊委員がおっしゃいましたが、市町村の責務にどの程度影響が出るかという点

について、現場実務の視点を含めて整理をする必要があります。半分冗談としてお聞きいただきた

いのですが、市町村に「自由契約だと楽になる」という誤った印象を持たれてしまうことは問題で

あると思っております。市町村については、利用調整や多様なサービス提供でむしろ仕事は増える

可能性があると思います。 

 それからもう一つ、先ほど山縣先生がこのままだと実現するのは財源の一元化だけだとおっしゃ

っていただいたんですが、障がい児保育の国庫補助と公立保育所運営費の国庫負担金は既に一般財

源化されておりますので、公立保育所ではそもそも「幼保一体給付（仮称）」における公定価格の水

準や質が担保できないのではないかと危惧します。つまり、制度と財源を１つにしないと、そもそ

も本ワーキングチームで決めたことが適用されない可能性があります。今のままの財源の在り方で

は制度と財源が１つになっていないのでここをどうするかを次回以降にテイクノートしておいて議

論させていただければと思います。 

 それからもう一つ、一般財源は地方交付税でございますから、従来の障害児保育に関わる国庫補

助や公立保育所運営費国庫負担金の部分については、一般財源化されて以降、地方交付税の不交付

団体に入っていないわけです。不交付団体は基本的に待機児童が多いところですから、幼保一体化

を行うに際しては、むしろここにも積極的に財源を入れていかなければいけない。こうした点も含

めて全体を見渡して落とし穴がないかということを議論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。それでは、山口委員どうぞ。 

○山口委員 私は、応諾義務のところで少し意見を述べさせていただきたいと思います。 

 ５ページになります。現状でも障がい児等に対しての応諾義務はあるはずなのですが、現実的に

はその受入れ体制が整っていない。ここで言う、「ウ」の「ａ」ですね。こういった理由によって拒

否しているという現状がかなりあるのではないかと推察いたします。 

 そのために、以前、普光院さんがおっしゃったように、公立保育所にこういった要支援児が集中

したり、それから私どもの１つの施設では 90 人定員で 10 人以上がボーダー以上というような子ど
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もたちがいる施設もいます。私どもでは発達障害に対する支援チームということで別途、専門家の

チームをつくっております。そうしたことが影響するのかどうかはわからないですが、そうやって

障がい児に対して手厚いケアをすればするほど、そういった施設に集中していくということがあれ

ば、これはその他の子どもの保育ということそのものがままならなくなってくるおそれがあります。

是非ここのところをもう一度、現状の実態を見ていただいて、この文言も含めて検討していただけ

ればありがたい。 

 それから、ｂの方で、特別な事情がある場合は拒否できるとあるのですが、例えば先ほどの 90 人

中 10 人以上だったらこれは本当は拒否できるというよりも、やっていけない場合もあると思います。

でも、そのときでも「応諾義務があるぞ」と役所の方から言われると、それでも受け入れざるを得

ないというケースもございました。是非、そこのところをしっかりと検討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。そろそろ予定の時間がきたのですが、では菅原委員、そ

して入谷委員のお２人で最後とさせていただきます。では、どうぞ。 

○菅原委員 今の待機児童の問題ですが、実はちょうどいま４月の入園決定が決まって、毎日のよ

うに入れない人たちがいろいろ苦情を言いに来られています。それで、今回の制度改革というのは

幼保一体化、幼稚園、保育所が協力して待機児童対策に互いに協力し合うということが一つの前提

というか、議論として大事な点であったと私は思っています。そういう意味で、できれば幼稚園の

先生方を目の前にして申し訳ございませんが、未満児のところをもう少し積極的に受け入れられる

ような議論なり対応なりを検討していただけないかということです。 

 その障害になっていることとして、経験がないということと、それから給食室問題を耳にします。

先ほど古渡委員がおっしゃられましたように、幼保一体型の認定こども園で実は何百か所で経験が

ありますので、そういうところを参考というか、協力していただきながら、もう少しやっていただ

くことが非常に大事な時期ではないかと考えています。 

 それから、給食室の問題というのは確かにある程度お金がかかると思いますが、水周りがあって

建物があればそんなにお金はかかりません。私は２か所、分園をつくり昨年 4 月にスタートしまし

たが、1,000 万前後で私はできると思います。何名入れるかは別ですけれども、未満児だけの給食

室だったら私はそんなにコストはかからないかと思います。そういうことを含めて事務方で議論を

し、積極的にある程度待機児童を入れられるような方向を私はこの場をお借りして検討していただ

きたい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した。それでは、最後に入谷委員お願いします。 

○入谷委員 私学教育の立場から応諾義務と、それから上乗せ徴収のことについて意見を申し上げ

たかったのですが、時間がありませんので次回にさせていただきますので、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。 

 予定の時間に迫ってしまいました。本日のこのワーキングチームの議論について、どなたかが「迷

走している」というような表現をおとりになりました。確かにそのように見えるかもしれませんが、
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私は、けっして迷走したとは思いません。１月 24 日に事務局案をお出しいただいたことで、改めて

このワーキングチームの論点が絞られてきたのではないかと思います。 

 具体的には、４つになったのではないかと思うんです。１つ目は公定価格・上乗せ徴収の問題、

２つ目は利用保障と応諾義務の問題、３つ目が基礎自治体の責務・関与の問題、そして４つ目が未

満児、０－２歳までの子どもだけを対象とした保育所の扱いの問題です。 

 この４つのうち、最初に申し上げた３つに関しましては事務方から本日修正をしていただいた資

料をお出しいただいたところです。それに関して十分な意見交換ができなかったことは本当に申し

訳なかったと思います。 

 しかしながら、渡邊委員も言われましたように４つ目の論点、つまり０－２歳児の保育所の扱い

をどうするかということは、そもそも幼保一体化の根幹に関わる問題だというふうに、私は皆様の

今日の御意見を伺いながら改めて思ったところです。土台となるところを皆さんが引き出していた

だきました。その結果、もう既に了解だと思っていたところがまだ了解ではなかったこと等々、い

ろいろな意見やお考えの違いも明らかになったかと思います。用語の概念の整理、あるいは法制度

上の問題、これもどうぞ先ほどもお願いいたしましたけれども、事務方、両副大臣、政務の方々、

お知恵を集めて再検討していただければ大変ありがたいと思います。 

それから、先ほど村木統括官が個別にもどんどん意見を聞いてくださるということで、これも大

変ありがたいと思います。個別に意見を聞いていただいて事務方でおまとめいただくということと

同時に、何かワーキングチームのためのワーキングチームがあってもいいような、そんな思いもい

たします。この平場で一斉に御議論いただくにはいろいろな時間的な制約もございますので、皆様

のお考え、思いを率直に交し合い、議論ができる場も欲しいと思います。 

先ほども村木統括官は、３回でも４回でもとおっしゃってくださいました。大変忙しい春になり

そうですけれども、どうかよろしく御準備の方お願いしたいと思います。 

そのお忙しさに更にお忙しさを加えるようで恐縮でございますが、冒頭、木幡委員が議事録がな

かなかアップされないということをおっしゃいました。その点について事務方からお願いいたしま

す。 

○村木政策統括官 議事録は大変申し訳ありませんが、１回目しか出ておりません。議事録の仕組

みは委員はよく御承知のとおり、議事録が上がってきたものを全員の委員に確認をしていただいて、

オーケーをいただいてからアップするというやり方を取っております。 

 非常に時間がかかっておりますので、これは委員の皆様、それから各省の皆様も関係がございま

して、大変勝手ではございますが、できるだけゆとりを見て期限は切りますが、期限までにお返事

がなかったらこれからは強制的に見切り発車をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げ

ます。今、たまっている分については再度確認をして、できるだけ早くお出しするようにしますの

で、御協力をよろしくお願いいたします。 

○大日向座長 最後に、今後のワーキングチームの議事の公開について御了解いただきたいことが

ございます。 

 これまでこのワーキングチームの検討状況については、今も御説明がありましたように内閣府の



 37 

ホームページ上で公表を行ってきたということですが、なかなかいろいろな事情があってタイムリ

ーに載っていません。国民の皆様にもこのワーキングチームの検討状況をもっと知っていただくた

めにも、３月以降はネット上で動画配信することを検討しているということでございますが、この

点について御異議はいかがでしょうか。 

（特段の異議の声なし） 

 よろしいですか。特段御異議はないということですね。今、末松副大臣から基本制度ワーキング

チームではこの動画配信はオーケーだとうかがいました。それではこのワーキングチームでもオー

ケーだということで御理解いただいたということでございます。 

 それでは、本日もいろいろ貴重な御意見をいただきまして有り難うございました。本日出されま

した課題について、引き続き議論を深めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、本日の会合はこれで終了といたしますが、次回の日程はいかがでしょうか。事務局の

方からお願いします。 

○藤原参事官 本日で終わりではないということで、まだ何度かということで宿題もいただきまし

たので、追って御連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○大日向座長 それでは、本日はこれにて終了といたします。ありがとうございました。 
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