
 

 

 

 

 

 

 

                 

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９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９回会合 

議 事 次 第 

 

             日 時 平成 23 年 5 月 25 日（水）17：02～19：48 

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

１. 開 会 

２. 議 事 

   （１）指定制について 

   （２）総合施設（仮称）の具体的制度設計について 

   （３）意見交換 

３．閉 会 
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○大日向座長 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９回会合を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日の委員の御出欠につきまして、事務局より御報告をお願いいたします。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 全国国公立幼稚園長会副会長の大橋由美子様、全国知事会子ども手当・子育て支援プロ

ジェクトリーダー高知県知事の尾﨑正直様、大阪市立大学教授の山縣文治様につきまして

は、本日所用により御欠席となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国国公立幼稚園長会より同会副会長の荒

木尚子様、全国知事会より高知県教育委員会教育次長の岡﨑順子様に、それぞれ御出席を

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、事務方から資料の確認をお願いいたします。 

○藤原参事官 それでは、資料の御確認をお願いいたします。 

 本日配布の資料は大部で恐縮でございますけれども、資料１から資料２－２まででござ

いますが、こちらの３種類の資料につきましては前回５月 11 日の幼保一体化ワーキングチ

ームに提出をいたしました資料につきまして、そのときの議論を踏まえて修正を加えたも

のでございます。資料１から資料２－２までが、前回の資料の修正版ということでござい

ます。 

 資料３－１は「指定制について(案)」、資料３－２はその参考資料をその下に添付をして

おります。 

 資料４－１が「総合施設（仮称）の概要(案)」、資料４－２がその参考資料、資料４－３

が「総合施設（仮称）の具体的制度設計について（案）」ということになっております。 

 それから、資料５といたしまして、本日各委員の皆様方から提出をいただいております

資料を置かせていただいております。 

 また、参考資料といたしまして、その下に３種類ほど置かせていただいております。 

 参考１－１は「こども園給付（仮称）の具体的制度設計について」、参考１－２は「参考

資料（案）」です。 

 それから、参考２といたしまして、前回までの幼保一体化ワーキングチームにおける各

委員からの主な意見をまとめたものを置かせていただいております。 

 また、当日配布ということで追加的にお配りしている委員からの提出いただいている資

料とともに、先ほど追加で１枚紙、「社会保障改革における「安心３本柱」について－総理

指示－」というふうな一枚紙も追加でお配りしておりますので、大部で恐縮ですが、御確

認いただければと思います。漏れ等はございますでしょうか。大丈夫でございますでしょ

うか。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 
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 本日の議事に入ります前に、私どものこのワーキングチームとも関連の深い社会保障改

革に関する集中検討会議の動きに関しまして、事務方から御報告をいただきたいと思いま

す。 

○村木政策統括官 御報告を申し上げます。お手元にあります、先ほどお配りをいたしま

した「社会保障改革における「安心３本柱」について」という資料をごらんいただきたい

と思います。 

 社会保障改革に関する集中検討会議がずっと開催をされております。この間、子育ての

問題はもちろんですが、医療や年金や介護や、そういったものをトータルに見直さんとし

て、厚生労働省からたたき台が提出をされて、それについての議論が続いているところで

ございます。 

 それで、今週月曜日、５月 23 日に集中検討会議が開かれまして議論をいたしましたが、

その最後のところで総理から、この「安心３本柱」ということについての指示がございま

した。 

 総理からのお話は、次のようなものでございます。この集中検討会議の議論もいよいよ

議論を集約していくプロセスに入ってきたというふうに理解をしている。そこで、総理の

方からこの議論のベースとなる社会保障改革の柱としての「安心３本柱」、つまり安心確保

のための最優先項目の検討をお願いしたいという前置きがございまして、この紙が配られ

ました。 

 そのうちの第１のところに「子育て支援強化」というふうに掲げられておりまして、子

育て支援のうち、特に現物サービスに重点を置いて、働きたい女性は全員働けるだけの子

育ての基盤の増強や「幼保一体化」の実現を目指してほしいというお話がございました。 

 ３本柱の２つ目は、社会保険への非正規労働への適用拡大。 

 それから、３番目は制度の縦割りを超えた自己負担の合算をして上限を設けるという制

度の導入でございます。ここの３のところもちょっと見ていただきますと、「医療、介護、

保育、障害制度」ということで保育が入っておりますが、こういったものの自己負担を「総

合合算」をして、一定の額を超えるところについてそれを免除するような制度を設けると

いうようなことの御指示があったところでございます。 

 この後の集中検討会議の議論の方向でございますが、総理の方から次回は「効率３本柱」

とも言える効率化、重点化の優先課題も自分からお示しをさせていただきたいという話が

ございました。 

 また、来週中には集中検討会議としての原案をまとめて政府与党本部に提出をしたいと

いうことで、最後の取りまとめに入っていくのでしっかり検討していきたいという話が総

理からございました。 

 幼保一体化を始めとして、子ども・子育てのこのシステムについて、総理から非常に大

きな期待が表明をされましたので、このワーキングチームからしっかりとした具体案が提

出できるようにいたしたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。以上で
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ございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。大変心強い御報告をいただきましてありがたいと

思います。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、前回ワーキングチームにおきまして幼保一体

化の全体像について御議論いただきました。おおむね全体としては評価をいただいたもの

と思います。 

 ただ、議論の中で幾つか修正すべき点も御意見としていただいたと思いますので、その

点を事務局が資料として修正しております。本日の主な議事は指定制あるいは総合施設（仮

称）の具体的制度設計ですが、そこに入る前に前回の修正点につきまして、まずは事務局

から御説明をお願いしたいと思います。 

○濵谷課長 それでは、お手元資料１でございます。 

 めくっていただきまして３ページでございます。前回の議論を踏まえて、幾つか文言の

修正をいたしております。 

 ３ページの一番下の⑤の２パラですが、「子育て相談や情報提供、親子参加型の事業等の

実施など」ということで、前回は子育て相談のみ例示しておりましたけれども、地域のネ

ットワークとか、その他の支援もあるのではないかということで、このような追加をいた

しております。 

 それから、４ページでございます。真ん中の「子ども・子育て家庭の状況及び需要」の

ところで４つの仮定類型で、「片働き」という文言が適切ではないのではないかという御指

摘を踏まえまして、「保育所等を利用せず家庭で子育てを行う家庭」、それから「保育所等

を利用する家庭」ということで、いわば価値中立的な文言に修正をいたしております。 

 それから、資料２－１でございます。３ページの（１）の※でございますけれども、「こ

こで言う「学校教育」とは～小学校就学前の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）」

ということでわかりやすい言葉に、小学校就学前の学校教育、すなわち幼児期の学校教育

ということが明確になるようにいたしております。 

 それから、４ページでございます。①の２つ目のポツでございますけれども、２パラで

「多様な保育事業を行う」。それから、「多様な事業者」と書いておりましたが、「多様な事

業主体」ということで、これまでの制度案要綱などの表現に合わせております。 

 それから、８ページでございます。②のアでございます。１つ目のポツで「現行の保育

所における幼児教育」ということでございますけれども、ここはこれに対して学校教育と

しての位置づけの付与ということですので「学校教育」という言葉は使えないわけですけ

れども、その定義といたしまして下に※印でございますが、「３歳以上の幼児を対象とする

もの」ということで定義をしております。 

 それから、同じところのポツの「現行の幼稚園の預かり保育のうち、保育の必要性の認

定を受けた子どもを対象とするものに対し」ということで、預かり保育全般ではなくて保

育を必要とするものに対する保育に対し、児童福祉としての位置づけを付与するというこ
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とで、表現の正確性を期したということであります。 

 それから８ページ、同じページの最後で「エ 二重行政の解消」ということで、地方公

共団体の二重行政の解消のみ書いておりますけれども、これは国について何もやらないと

いうことを記述しているものではなくて、その下の※でございますが、システム全体の所

管の在り方については基本制度ワーキングチームにおいて今後検討ということで、今後検

討、議論するということを明確にいたしております。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。ただいまの資料１と資料２－１の御説明を踏まえ

まして御意見がありましたら、どうぞ挙手をお願いいたします。 

 よろしいようですね。それでは、前回の修正点についてはお認めいただいたということ

で、ありがとうございます。 

 ごめんなさい。古渡委員さん、どうぞ。 

○古渡委員 大変申し訳ございません。資料１の件だったんですけれども、４ページを見

ていただきたいと思います。４ページの一番下の紫のポイントですけれども、「地域子育て

支援拠点事業等」とありますが、その下に「市町村が自ら相談等に応じるほか」という、

市町村が自ら相談に応じるという文言なんですけれども、本当にこれはできるのですかと

いうのが実は非常に考えた点で、ただこの１点なんですが、果たして市町村が地域子育て

支援の自ら相談に応じるということが果たして本当にできるのかというのがちょっと疑問

だったので、疑問点として投げかけてみました。以上です。 

○大日向座長 では、お答えいただけますか。 

○濵谷課長 当然すべてに応じることはできませんけれども、現行でも保育担当部局ある

いは福祉事務所などで専門の方がいらっしゃり相談に応じている場合もございますので、

そういう意味では直轄ですべて行わなければならないということではありませんが、そう

いう場合も地域、地域によっては想定されるだろうということでこういう記述になってお

ります。 

○大日向座長 よろしいですか。あとはよろしいですね。 

 ありがとうございます。それでは、本日の議題に入りたいと思います。本日御議論いた

だきますのは、給付の一体化に関する指定制度と、施設の一本化に関する総合施設の具体

的制度設計の２点です。それぞれ本日の残りの時間の半分ずつを使って御議論いただきた

いと思います。 

 では、まず指定制度について事務局から資料の御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 資料３－１、「指定制について（案）」という資料でございます。 

 １枚めくっていただきまして、内容でございます。目次でございますが、指定制度の導

入、基本的な考え方や対象となる施設事業の種類等、それから基準、指定・指導監督の主

体、需給調整、経過措置ということでございます。 

 まず導入の「基本的な考え方」でございますけれども、「基本制度案要綱」におきまして

指定された事業者がサービスを提供する仕組みの指定制の導入、株式会社、NPO 等の多様
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な主体の参入促進、客観的な基準による指定制の導入等が記述されております。こういっ

た考え方に基づきまして、サービスの質と安定的・継続的な運営を担保するために、必要

な客観的基準を満たすことを要件に、認可外施設も含めて参入を認める。株式会社、NPO

等、多様な事業主体の参入を認めるという考え方でございます。 

 また、新たな制度におきましては、指定制の導入により保育の量的拡大を図る。多様な

メニューの中からあらかじめ質も確保されている施設事業であることを行政が確認し、そ

の中から利用者が施設や事業を選択できる仕組みとするというのが基本でございます。 

 具体的要件が３ページからでございます。まず個別の制度設計で参入主体の要件でござ

いますけれども、「法人格」とございます。まず、施設であるこども園（仮称）につきまし

ては、学校法人、社会福祉法人、株式会社、NPO など、多様な事業主体の参入を可能とす

るということであります。 

 ただ、安定的・継続的な運営を確保する観点から、法人格を条件とするということであ

ります。 

 それから、多様な保育事業、保育ママなどでございますけれども、これは地方単独補助

の対象の個人立の民間保育施設もある、あるいは保育ママ等小規模なものもあるというこ

とを踏まえまして、法人でない場合であっても一定の条件を満たせば指定の対象とすると

いうことであります。 

 また、「欠格事由」ということで基準を満たさない場合、それから関係法令違反、取消し

をされてから一定期間などの場合に欠格事由と法定をするということ。 

 それから、「更新制」ということで、指定につきましては他の法令も参考にしながら質の

確保の観点から数年ごとに更新をするということでございます。ちなみに、介護保険など

では６年ごとの更新となっております。 

 それから、「指導監督権限」ということで、指定事業者には指定基準に従って事業を実施

しなければならないという義務を課すということでありますけれども、こういったことを

前提に、指定・指導監督主体について報告徴収、基準遵守の勧告・措置命令、取消し等の

権限を与えるということであります。最終的にはこの制度の下では指定取消しが一番厳し

い権限になるわけですけれども、その要件としては欠格事由に至った場合、基準が守られ

ていない、不正請求の場合等々を法定するということであります。 

 撤退につきましてはこれまでも議論がありましたけれども、継続的な運営が基本でござ

いますが、やむを得ず事業を撤退する場合には辞退の事前届出を行っていただくというこ

と。辞退については、法律で予告期間の設定を規定する。それから、利用しているお子さ

んが他の施設等で継続的に保育を受けられるようにするための調整義務を施設・事業者に

課すということ。県または市町村についてはその調整を援助するということを制度化して

はどうかということであります。これらについては、介護保険法等の例を参考にしたもの

でございます。 

 それから、「情報開示」についても、これまでも議論がございましたけれども、保護者の
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選択に資する観点から施設の基本情報、職員の資格やその数など、基本情報について情報

開示の義務化を行うということであります。 

 ５ページでございます。基準でございますけれども、質の確保、担保の観点から客観な

基準による指定制を導入する。「サービスの安定の質の確保」、「サービスの質の向上を検討

する」とございますけれども、「基本的な考え方」の原案といたしましてはこども園（仮称）、

指定小規模保育事業、保育ママ等のそれぞれの事業ごとに全国一律の基準として定めては

どうかということであります。 

 ただし、この点につきましては次の※でございますけれども、国の基準と地方の裁量の

範囲については今後検討をさせていただく。十分、地方関係者を中心に検討をさせていた

だきたいということでございます。 

 ちなみにその下にございますけれども、保育所の最低基準については先般成立いたしま

した地方分権の関連法律によりまして、都市部について一定の地方への参酌基準化といい

ましょうか、地方への基準の委任がされているところでございます。 

 「具体的な基準」でございますけれども、６ページでございますが、基本的な指定基準

は施設・事業の内容ごとに現行の基準を基礎とするということで、特に施設についてはこ

ども園、現行の幼保連携型の認定こども園、あるいは幼稚園、保育所といったそれぞれの

施設類型ごとの現行の基準を基礎とするということであります。 

 それから、指定の簡素化といいましょうか、例えば現行の幼稚園型認定こども園のよう

に認可施設と認可外施設が連携した施設については、設置者が同一である場合には一体と

して指定することを検討してはどうかということであります。 

 それから、こういった施設、設備、人員配置の基準のほかに、利用者負担などについて

指定基準として独自の事項を別途定めるということであります。 

 それから（３）でございますけれども、前回、質の向上、特に財源が必要となるものに

ついて資料を列挙、提出させていただいておりますが、質の確保・向上の観点から職員配

置基準の引上げ等を検討するということでございます。 

 それから７ページ、「指定・指導監督の主体」でございます。こども園（仮称）とそれ以

外の多様な保育事業と２つございますが、まずこども園（仮称）につきましては特に幼稚

園は現在でも保護者が選択するということでありますが、保育についても今後は自ら施設

を選択し、施設と契約することになることから、域外利用が特に都市部を中心に想定され

るということで、より広域的な調整が必要となるということから、指定・指導監督の主体

については都道府県単位で行ってはどうかということであります。ただし、※でございま

すが、大都市特例の位置づけについては今後更に検討ということであります。 

 それから、指導監督に市町村が関与する仕組みとございますけれども、日々、身近なと

ころで事業者なりに接しているのは市町村でございますので、市町村にも一定の都道府県

に対する意見を言うとか、一定の関与権と言いましょうか、指導監督に市町村が関与する

仕組みを他の類似制度を参考に検討するということでございます。 
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 それから、多様な保育事業につきましては、地域の実情に応じた、より身近なところで

ございますので、供給量確保の観点から市町村としてはどうかということであります。 

 ４ページは、「指定制度における需給調整」ということであります。これも他の制度など

も参考にしながらでございますけれども、指定制度におきましては基準を満たす施設につ

いてはすべて指定することを原則とするということでございます。 

 ただしでございますけれども、市町村が策定する計画における供給量を超えた供給がな

されている場合、つまり供給過剰、施設が過大となっている場合については、指定主体の

権限において新規の指定や更新を行わないことができるということとしてはどうかという

ことでございます。 

 この点につきましては幾つか※が付いておりますけれども、ポイントだけ申し上げます

と、下から２つ目の※でございます。計画につきましては、パブリックコメントなどの策

定手続を含め、国が策定のための支援を示すとともに、地方版の「子ども・子育て会議」

の意見を聞くことや、必要な情報の開示などにより、その計画の適正性・透明性を確保す

ることを検討ということでございます。いわばブラックボックスの中で計画をつくるので

はなくて、策定過程やその根拠などについて必要な情報開示を行うということでございま

す。 

 それから、その下でございますが、需要が減少した場合の需給調整における更新など、

計画の運用面におきましても適正性・透明性を確保することが必要でございますので、そ

の具体的内容については今後更に検討をさせていただきたいということでございます。 

 最後に９ページ、経過措置でございます。新しい制度を施行する際に、現に幼稚園また

は保育所の認可を受けている施設については財政措置を受けながら経営、運営をいたして

おりますので、こども園（仮称）の指定があったものとみなすという経過措置を設けると

いうことでございます。これが基本でございます。 

 それで、１つ目の※ですが、介護保険施行時にも同様の経過措置を設けております。 

 それから、２つ目の※ですが、ただし幼稚園につきましてはごく例外だと思いますけれ

ども、施設の選択によりましてこういった公費受給をせずに自ら経営するという選択があ

り得るのではないかということで、指定を受けないという選択も可能とするということ。 

 それから、認定こども園については連携した２つの施設について１つの指定施設として

指定が受けられるような措置を講ずることを含めて扱いを検討いたしたいということでご

ざいます。 

 それから４つ目でございますが、施行前に現に認可を受けている施設については、今回

施設については法人格を要件といたしておりますけれども、経過的に法人格を有しないも

のもございますので、そういう意味では経過的なものとして現に認可を受けている施設に

ついては法人格を有していなくても指定を受けられることとするということでございます。 

 概略は、以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、指定制度に関しまして委員の皆様より御

意見を伺いたいと思います。いつもどおり、どうぞ挙手をお願いいたします。 

 では、山口委員、渡邊委員、佐久間委員、岡﨑委員代理、佐藤委員、中島委員、そこで

一度切らせていただきます。 

○山口委員 ありがとうございます。山口でございます。 

 この会議の始まる冒頭にコンセンサスを得ていたと思います、多様な事業主体の参入に

よる量的拡大と質の向上という一つのテーマについて、前回の会議のときに私の方で質問

させていただきました。 

 まず、指定制に関しまして、前回の質問に対し、しっかりとお答えいただきまして、学

校法人、社会福祉法人、株式会社、NPO 等、多様な事業主体の参入を可能とすると、はっ

きりと明示していただきましたことに関しましては大変感謝しております。 

 ただし、その後に更新制というものが入っております。これについて御質問したいと思

います。いいかげんな事業をするような方々には退出していただくというのは当然のこと

だと思いますし、また更新制というものがあってもいいのかなというのは個人的な意見で

ございますが、しかし、この更新というところで、なお恣意的な運用というものが懸念さ

れる現状としましては、８ページに「需要が減少した場合の需給調整における更新など、

計画の運用面においても、適正性・透明性を確保することが必要であり」というふうには

書いていただいているわけなのですが、ここに透明な運用、それから恣意的な運用を排除

するといような基準が明確に盛り込まれないのであれば、やはりなおその恣意的な自治体

による運用によって更新がなされないということが大変懸念されると思っております。そ

こについて、どのようにお考えかということをお伺いしたいと思っております。以上です。 

○大日向座長 それでは、事務局からお答えいただいてよろしいでしょうか。 

○濵谷課長 まず更新理由、更新拒否などについては介護保険などでもそうですけれども、

法律上、どのような場合に更新、指定拒否が可能かということは法定するということを想

定しております。 

 その上で、具体的な運用についてはまさに検討ということでございます。それは、法律

で縛った上で具体的な更新手続についてどのような過程を経て、手続きなりを経てやるの

かということについては現段階ではまだこちらも腹案はございませんので、今後更に具体

的に検討させていただきたいと思っております。 

○山口委員 ただ、今回の幼保一体化ワーキングチームではこれが最後の検討会議になる

わけでございますね。そうすると、あとは事務局にその内容というのは完全に留保してし

まうということになるわけでしょうか。 

○濵谷課長 ワーキングチームのこれからの開き方については多分最後だと思いますけれ

ども、当面これまでのものについて一定の成果ということを中締めするということだと思

いますが、まだ全体としては課題が残っておりますので、ワーキングチームがすべてここ

で終了ということではなくて、一定の区切りの後にまた必要に応じてワーキングチームを
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開くということは想定されるのではないかと思っております。 

○大日向座長 よろしゅうございますか。 

 それでは、渡邊委員どうぞ。 

○渡邊委員 ありがとうございます。全国町村会の渡邊です。 

 まず冒頭、「社会保障改革における「安心３本柱」」ということで、村木政策統括官から

菅総理の指示事項ということで子育て支援強化が３本柱に入ったという報告がありました

けれども、ワーキングチームの一員として、これまで議論した過程を尊重していただいて

優先項目につけてくれたということについては敬意を表し、評価をしたいと思います。是

非、今後最終的なまとめに入ると思うのですが、社会保障改革の一端でありますし、子ど

も・子育て新システム、これは徹底的な社会の仕組みとして必要な改革でございますので、

よろしくお願い申し上げておきたいと思います。 

 次に、今ほど説明を受けた指定制について若干御意見を申し上げたいと思います。 

 まず、多様な事業主体の参入により量的な拡大を図るという基本的な考え方につきまし

ては評価をさせていただきたいと思います。 

 それから、今回、指定制の中身が示されたところでありますけれども、指定・指導監督

の主体についてこども園（仮称）でありますが、これは都道府県が担うとされ、市町村も

関与する仕組みとなっております。加えて、市町村はシステムの事業計画を策定する義務

を負うこととされております。また、管内の施設、事業者の情報を整理しながら子育て家

庭に広く情報提供しながら相談に対応することも示されております。 

 市町村が利用者に対する助言、そして公的な関与を適切に行っていくためには、指定事

業者の情報把握と都道府県との連携が欠かせないものと考えておりますけれども、システ

ムの事業計画も含めてどのように連携していくのか。そのスキームを整理して示していた

だければ大変ありがたいと思います。 

 次に、多様な保育需要を担う指定業者の指定・指導監督は関与として市町村長が担うこ

ととされております。関与の程度にもよりますけれども、従来の認可・認定については都

道府県が担っております。市町村は御承知のようにこういう経験もございませんし、負担

がものすごく拡大することになるのではなかろうかという懸念も抱いております。 

 御承知のように、市町村においては子ども・子育てだけでなく医療や介護等、さまざま

な事務を担わせていただいております。新システムに移行するに当たって、これは一方的

なお願いかもしれませんけれども、我々末端の小さな町村サイドでは過重な負担となるこ

とは一番避けて通らなければならないことでありますので、この辺の配慮をお願い申し上

げたいと思います。できる限り負担を少なく、事務の執行が円滑に進められるような仕組

みを示していただければありがたいと考えます。以上であります。 

○大日向座長 ありがとうございました。後段いただいた御意見は、今後の検討課題とし

ていただかせていただきます。 

 それでは、佐久間委員お願いいたします。 
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○佐久間委員 ベネッセスタイルケアの佐久間です。ありがとうございます。 

 先ほど山口委員が言われたこととほぼ同等な意見になりますけれども、一言、言わせて

ください。 

 資料の方は間に合わなかったのですが、先ほど１枚お手元に資料の方を配っていただき

ましたのでそちらをご覧ください。まずは、「指定制について」ということで、資料の四角

の２つ目と３つ目について意見をのべます。 

 先ほど御説明いただきました資料の８ページの内容になりますが、指定制度における需

給調整について、新システム事業計画における供給量を超えた供給がなされていた場合に、

「更新を行わないことができる」という文言があります。これを撤回していただきたいと

思っています。先ほど御説明いただいたように、指定制においては更新というのは必要な

仕組みなのかと思いますし、介護保険の方でも６年ごとに更新が行われるということは聞

いております。ただ、介護保険以上に厳しい規制がかかっているのではないかと思ってお

ります。これについては、賛成ができないということを表明しておきます。 

 それともう一点、「需給調整の仕組みの限定的な適用」ということで、国が示す参酌基準

によって市町村ごとの新システム、事業計画を策定していくことになると思いますが、こ

の参酌基準の内容がまだ具体的にわからないところがありますので何とも言えないのです

が、指定制度における需給調整という名の下に待機児童が多く発生する地域で新たな参入

規制、例えば設置主体による規制などを招いていくことがないようにお願いをしておきた

いということは意見として言わせていただければと思います。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 全国保育協議会の佐藤です。まず、この子ども・子育て新システムの基本制

度案要綱にありましたように、基本的には利用者本位を基本としたすべての子どもへの良

質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会をつくるんだということの中でこれまで

も議論をしてきました。ですから、そこに改めて立ち返っていただくことを今回の指定制

の場合でも申し述べさせていただきたいと思います。 

 例えば、今も何人かの方がお話をしていたのですが、今回は更新制というところがある

んですね。更新制のところで言うと、まずは３ページで、更新制は「指定については、質

の確保の観点から」ということが書かれていたんです。それでいて８ページのところには

先ほど何人かの方がおっしゃっていたように、供給量を超えた供給がなされている場合な

ど、その指定や更新を行わないことができるというふうに書かれているんです。 

 そうすると、例えばですが、私のところでいくと青森県はかなりの供給が満ちていると

ころなんです。そうすると、この指定主体のところから更新を行わないということを宣言

されてしまう可能性が残ってしまうんです。そのことによって、本来保育を必要とする人

たちが保育を利用できないということがあり得てしまうのではないか。ですから、ここは

もっと慎重に配慮していただくことができないのかということをまず１つお願いをしたい
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と思います。 

 それから、本当に先ほども申し述べておりますが、是非利用者本位という基本の方針に

もう一回立ち返っていただくことをお願いしながら、まずこの指定制のところについては

意見を申し述べさせていただきます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 中島委員、お願いいたします。 

○中島委員 ありがとうございます。社会保障の一体改革の議論の中で「未来への投資」

である子ども、若者への政策の優先順位が明確にされたということについて大変心強く思

っております。したがいまして、本当に新システムの実現を可能にするような枠組みと財

源について、引き続き関係の皆様に御努力をいただきたいということを、期待も含めてお

願いをしたいと思っております。 

 まず、指定制について、幾つか意見を述べたいと思います。委員資料にも記載しました

が、指定制の導入についての基本的な考え方として、原則的に法人格を条件とするという

ことについては賛同をいたします。それから、多様な事業主体を認めることも当然のこと

と思います。 

 問題になるのは、多様な事業主体の皆様に参入をいただいて、より質、量ともに豊富化

をしていく際に、何を基準にこれを評価するかということだと思っております。特に指定

基準と言われている最低基準との関係での基本的なミニマムスタンダード、給付、財源、

これをきちんと一体化をして、共通のルールの下に公費を投入するということが基本にな

ると思いますし、その結果の評価は利用者の観点から行われるべきだと思っております。 

 特に複数の委員が指摘されていますが、需給調整が必要になった場合、指定や更新権限

はもちろん指定権限主体である都道府県、市町村にあると思いますが、その評価は十分な

情報開示を前提として「地域子ども・子育て会議（仮称）」などとともに利用者も判断に参

加すべきだと思っております。したがいまして、そこで委員が指摘されているいわゆる「恣

意性」の排除は改善できるのではないかと考えております。 

 それから、指定権限主体について申し上げます。詳細はお読み取りいただきたいのです

けれども、現在は例えば保育所の許認可は都道府県がやっておりますが、「こども園（仮称）」

の指定権限主体については地域に根差したサービス提供をはかるためにも、大都市特例を

設けて少なくとも政令市、中核市までは責任を持っていただくことも含めて権限を付与す

べきではないかと考えております。 

 そしてもう一つ、先ほど介護保険よりも少し規制が厳し過ぎるのではないかという御意

見があった点ですが、子ども・子育て分野では介護保険よりも規制が厳しいのはある種、

当然だと思っております。 

 理由は、新システムの消費者は子どもですが、子どもは直接サービスや自分の置かれた

状況について評価を申し述べることができないからです。そういう意味でも第三者的な評

価あるいは社会的な規制が介護以上に明確に働く必要があると思っております。 
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 それから追加になりますけれども、先ほど指定権限主体のところで大都市特例のお話を

させていただきましたが、詳細はそれぞれの自治体間で協議をしていただいて御判断をい

ただければと思うのですけれども、指定権限主体はできるだけ基礎自治体に下ろすべきで

あると考えております。なぜなら、今までは例えば認可保育所に保育をしていただく場合

には、自治体が契約当事者になって一定の執行権限を働かせるという直接的な利害関係が

ございました。 

 今回、直接契約で法定代理受領という仕組みをとるということが前提に議論されている

わけですけれども、仮にそうだとしますと、基礎自治体が直接の契約当事者ではなくなる。

すなわち基礎自治体は、金銭のやり取りを直接事業主とするという関係でなくなりますか

ら、その意味で基礎自治体の権限の行使が相対的に弱くなると思っております。それをカ

バーするためにも基礎自治体の権限については今まで以上に明確にしておく必要があると

考えております。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 岡﨑委員代理、お願いいたします。 

○岡﨑委員代理 尾﨑知事に代わりまして、意見を述べさせていただきます。 

 まず、本題に入る前でございますが、このワーキングチームで検討するべきことではな

いと十分承知をしておりますけれども、知事は全国知事会の子ども手当・子育て支援プロ

ジェクトチームリーダーということでございまして、非常に大きな点でございまして、一

言事前にということで申しつかっております。 

 子ども手当の見直しにつきましては先日、５月 18 日にお話をさせていただいております

けれども、仕組みの検討を進めるに当たりまして地方との間で十分、話をしていただきた

いと言っておりましたのでよろしくお願いしたいと思います。 

 さて、本題でございますが、今回の資料におきまして総合施設の認可・指導監督または

指定をだれが行うかといった新たに教示をされておりますが、例えば大都市の特例指定制

度における需給調整、更には地方の裁量など、まだまだ地方にとりまして重要な事項が今

後検討されるということでございますので、十分検討していただきたいと思っております。

速やかな回答をお願いできたらと思います。 

 特に、まず地方の裁量の範囲ということがあります。今回の資料を見ましても、例えば

総合施設の設置基準、現行と同様ということではございますけれども、ナショナルミニマ

ムとしての一律の内容がある一方で、また地方の裁量の範囲ということについても明確に

なっていないということもございます。指定基準でも同様でございまして、さまざまな都

市部あるいは人口減少地域、それぞれの地域での多様なニーズに柔軟にこたえていただく

ためには、やはり地方の裁量はどこまでかということが議題になっておりますので、また

よろしく御教示をお願いしたいところでございます。 

 それから、後の議論になると思いますが、裁量という点でこども園給付（仮称）の公定

価格は地域別に設定するというお話を伺っておりますが、やはり仕方によりましては運営
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に大きな影響を及ぼしますので、基準や単価といったことにつきましても早目に御連絡、

あるいはそういったお考えをお伺いしておきたいと考えております。 

 それから、前回も申しましたが、小規模多機能な保育事業につきまして、具体的にどう

いった事業の組合せが可能なのか。その体制、方法、そういったことが具体的に検討され

ておれば、またお伺いしたいと思います。 

 前回も申しましたが、知事は非常に子どもの枠を超えて社会保障全体のサービスの中で

という方向はないのかといった意見も持っておりますので、できればそういった視点も大

切にして検討を進めていっ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 ありがとうございます。それでは、この指定制につきまして、引き続き普

光院委員、菅原委員、清原委員、入谷委員の順でお願いいたします。 

○普光院委員 普光院です。今回は、この各委員提出資料の７、８ページに私の意見を入

れさせていただきました。 

 指定制について書いているのですが、最初に１つお聞きしたいことがあります。と申し

ますのは、今まで市町村の関与という形で間接的な言い方でずっと議論をしてまいりまし

たが、今回の資料等を見ますと総合施設というか、こども園（仮称）がかなり現行の認定

こども園制度に近いものになっているんだなということをようやく理解したところでござ

います。ただし、給付は一体となるという部分は現行制度とは違うわけですけれども、前

回、大日向先生が、学校教育法も児童福祉法も変えない多様な在り方があるのではないか

というような御発言をされていたことに触れて私が思いましたのは、児童福祉法 24 条、こ

れは保育にとっては大変重要な条項であるわけですけれども、これも変えずにこの新シス

テムの中でやっていけるのではないかというところに希望を持った次第でございます。 

 この児童福祉法 24 条は、保護者の間でも大変重要なものと認識されております。例えば、

株式会社 MK グループの倒産のときに、MK グループの認可保育所が川崎市とさいたま市に

あったのですが、このほかに認証等もあったのですが、認可保育所に入園していた子ども

たちについては市が責任を持って即座に他の園に措置をしたというようなことがございま

した。こういった市町村の責任感、そしてまた地裁の判決でしたけれども、たんの吸引が

必要な東大和市の女の子が公立保育所への入園を断られたときに、これは児童福祉法 24

条で市町村に保育の実施の責任があるということで、入園させるようにという地裁の命令

が出たという経過もございました。 

 こういった保育の保障というところで、より強くはっきりと明示されている児童福祉法

24 条がこの新システムの中で継続されることができるのではないかという点、この点につ

いてもし考えが間違えておりましたら教えていただきたいと思いました。 

 それで、すみません。指定制のところで私の書いていることですが、「指定制の需給調整」

について、先ほど来、事業者の方々からの御意見がありましたけれども、利用者の観点か

らは従来の認可制の中で財政的事情から認可園の新設が抑制されてきたという経過があり

ました。そういった財政事情からの新設抑制を正当化するようなものにならないようにし
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ていただきたい。事務局案の中にも、透明性の高い制度にする、計画づくりにするという

ことが書かれておりましたけれども、市民や有識者が子どもの最善の利益を考慮しつつ参

画し、策定、運用するような透明性の高い仕組みとしていただくことを強くお願いいたし

ます。 

 それから、「市町村新システム事業計画」では客観的基準を満たせばすべて指定されると

いう仕組みは待機児童対策にとって非常に大きな効果を持つ可能性があるのですが、ただ、

以前から私が危惧しておりますのは、早いもの勝ちになりましてとにかく整備が早い。例

えば、ビルの中のテナントとして入るような保育施設が急増するのではないかということ

を大変心配しております。 

 増やすのであれば、子どもにとって良質な環境をできる限り確保するために、どんな具

体的な方法があるかはわからないのですが、例えば国における指定基準の設け方を工夫す

るなどが必要ではないかということですね。それから、市町村新システム事業計画が子ど

もにとっての質を重視して策定されるような指標を設けるようなことができないか。何ら

かの工夫をしていただきたいと思っております。 

 それから、指定基準についてはまず国の基準でいくということが書かれておりまして、

ほっとしたところです。地方裁量との関係を今後検討していくということですが、ここに

も書きましたように、OECD の Starting StrongⅡも就学前政策における地域の主体性は重

要としながらも、地域格差を生まないように給付や基準などの制度について慎重な検討が

必要というふうに述べております。 

 それから、面積基準については待機児童解消が今、重視されておりますけれども、ある

程度の猶予期間の後、全社協の「機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業」

の報告にある推奨値に移行していただきたい。つまり、０～１歳児 4.11 平米、２歳以上

2.43 平米という基準ですね。 

 それから、「３歳以上を対象とする新設施設については、敷地内屋外遊戯場を必置とする

基準を設けるべき」と書きました。これは、認定こども園幼保連携型では一応３歳以上必

置となっているようですけれども、特例措置として許容されているということですが、３

歳以上の待機児童が多くないところでは新設では必ずこの屋外遊戯場を設置とするという

ことは必要ではないかと思います。 

 それから、長時間保育を実施する施設には調理室は必置というのは、御提案どおり是非

お願いします。 

 それから、事務局が提示してくださった人員配置基準の改善は何としても実現していた

だきたいと思います。そして、できれば定数保育士、つまり最低基準に定められた人数の

保育士は正規雇用を原則としていただきたいということです。給与水準等の改善も是非お

願いしたいと思います。 

 それから、６点目の「現行の保育所基準、幼稚園基準を照合し」というふうに書いてあ

る部分です。私もこれを書いたときに理解が足りていないのですが、ひょっとしたら今、
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事務局案が構想されているのは総合施設基準と指定基準は二段構え、あるいは事業種別ご

との基準というふうに書かれておりましたけれども、そのようなことを構想されているの

かどうか。その場合、どのような差ができるのかということは大変気になります。 

 例えば、有資格者が６割でいい施設と、全員有資格者であることが求められている施設

が、認証は６割まででいいんですけれどもそんな違いがあることは実は保護者は全く知り

ません。それで、前回も申しましたけれども、こういったものに全く同じ看板をかけてし

まうということは避けていただきたい。あるいは、何らかの説明で種別がわかる形にする

必要があるのではないか。あるいは、そういった保護者から見えにくい基準の段差は設け

ない、一律の基準にしていただくということが必要かと思います。 

 ８ページ目にまいりまして、幼稚園以外の「こども園（仮称）」においては、午後も正規

の教育時間であることを明確にしていただき、「課外授業」のような保育の切り売りによる

上乗せ徴収は禁止すべきです。 

 そして、次の「預かり保育」。非就労家庭を対象に預かり保育を実施する場合も、子ども

にとっては長時間で過ごすことには変わりなく、必要な質は保障すべきと考えます。 

 指定基準の話に戻りますけれども、OECD の Starting StrongⅡは就学前施設を「公共財」

と位置づけています。企業が取り組む場合にも社会貢献事業であることを前提とし、使途

制限を設けるなど、とにかく人材確保定着のための人件費が確保される仕組みにするべき

だと思います。 

 「こども園給付（仮称）」の額は、必要な職員を継続雇用できる人件費と諸経費を積算し

て決められるというふうに理解しているのですが、そこから利潤として施設を離れていく

お金が無制限であってよいとは考えられません。この辺り、やはり人件費削減による質の

低下は保護者からは見えにくい部分ですけれども、子どもは毎日直面する部分ですので、

是非確保していただきたいと思います。 

 それから、情報開示です。詳細な制度説明のところでは「情報提供」と書かれておりま

すけれども、ある定型の書式に基づく情報開示をお願いします。開示項目については、こ

こに書きましたとおりです（園庭・園舍面積、子ども１人当たり実質保育室面積、配置人

材の詳細（人数、資格、正規・非正規などの雇用形態、経験年数）、直近の退職者数、保育

課程、かかるお金に関すること、指導監査結果、施設ごとの会計など）。 

 それから、最後にまず何としても財源をしっかり確保していただくことが一番重要なの

ですが、現在一般財源化されております公立保育所では職員の非正規化が非常に激しく進

んでおりまして、地域格差が広がっています。この財源の中に公立保育所の運営費も含め

ていただいて、こういった地域格差を縮めていただくようにお願いしたいと思います。 

 それから、障がい児保育についても柏女先生の御意見の中にありましたけれども、この

システムの中で充実を図っ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す。冒頭お尋ねのありました児童福祉法 24 条に関して

ですが、ここでは 24 条について議論はしておりません。 
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 私が児童福祉法について少し触れましたのは、０～２歳専門の保育所について教育があ

るということを何らかの形で盛り込めないだろうかという思いからです。今日お配りいた

だいた先ほどの資料２－２の中で 10 ページのところにありますが、指針上は０～２歳にも

教育が認められていいます。０～２歳は学校教育法の対象ではないので、学校教育法は触

ることはできない。そうであれば、児童福祉法の中に可能であれば、教育基本法上の教育

があるというようなことも将来的に何らかの形で盛り込めることもあればよろしいですね

と申し上げたことでございまして、24 条については触れておりません。そこは文脈が違い

ますので、御確認いただければと思います。 

 お待たせいたしました。菅原委員、お願いいたします。 

○菅原委員 ありがとうございます。私の方からも最初に、先ほど政府の方で準備されて

いる社会保障改革の中で子どもの問題、新システムの問題が重点的に取り上げられている

ことについては是非成功する方向で、また私たちの議論が生かされるようにお願いしたい

ということを冒頭に申し上げておきたいと思います。 

 指定制の問題について一言申し上げますが、今回の指定制度については質の確保と、あ

るいは最低基準及び条件を前提としていること。また公の関与をきちんと明確にするとい

うことが前提になっていますので、その点では我々として理解を示したいと思っておりま

す。 

 同時に、この指定制度によって待機児童問題、または少子化問題が解決する一つの足が

かりになるだろうということで、前向きに評価をしていきたいと思っております。 

 しかし、多様な事業主体が参入しますので、この間、少子化対策特別部会以来、議論し

てまいりました株式会社、企業の取扱いですが、平成 12 年に企業参入が法的に認められて

おりますので、そのことについて今、私が意見を述べるつもりはございません。ただ、こ

の株式会社が民間的な事業と児童福祉事業の両方を経営している場合、経理区分はどうす

るのかということについて私はある程度明確にしていく必要があるのではないかと考えま

す。剰余金等については、その区分をはっきりさせるということと、是非お金の流れを含

めて透明性の確保をどのように表現していくのかという辺りについて検討の中に入れてい

ただきたいと思います。 

 それから、今回の指定制の中で、最低基準を含む保育の質の問題が資料３－１指定制に

ついて（案）６ページの下の方に記載されております。また、資料の中にも 12 月に提案さ

れた職員配置基準等々が出されておりますが、我々としてはこの新システムの検討の中で

保育の質をいかに上げるかということが最大の眼目だったと思っております。特に子ども、

利用者、あるいは保育現場からすると、この最低基準の見直しというのは 65 年間の悲願だ

ったというふうに私は思っております。 

 小学校の 35 人学級にこの４月からスタートするということになりましたので、それに引

き続いてこの職員配置基準については子どもたちの発達保障、あるいは安全保育等々を考

えた場合、看護師の配置基準の問題、あるいは保育士の配置基準の問題、これは何として
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も今回の改革の中に最大の重点項目として取り上げ、実現する方向を図っていただきたい

ということをお願いしたいと思っております。 

 特に、財源確保についてはこれから議論されていくと思いますが、指定制が今度制度化

されることによってさまざまな事業の経営主体が拡大していくという中で、量的拡大の方

向で、あるいは現物の拡大が重視される施策にどうしても予算がふくらんでいくだろうと

私は思っております。 

 それを考えたときに、私たちとして質の問題に対する予算が量的な拡大の中で決して後

回しにされないよう切にお願いしておきたいということを申し上げます。以上でございま

す。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 清原委員、お願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。全国市長会選出の、三鷹市長の清原慶子です。 

 まず、皆様おっしゃいましたが、本日冒頭、「社会保障改革における「安心３本柱」」の

１番目に子育て支援強化が明確に打ち出されたということは大変重要だと思っています。

そこで、このたび提示されている指定制について適正に運用するとともに、子ども・子育

て新システムにおける重要な子ども・子育て支援給付（仮称）を適正に運用していくため

にも、確実な財源が確保されなければなりません。大臣、副大臣、政務官、そして政策統

括官を始め事務局の皆様が、是非このワーキングチームの議論を基礎に置いて、できる限

り医療、年金問題等も課題とされる中で、ともすると今までどうしても子ども子育て関係

予算が少額に収まってきた状況にあって、是非、子育て支援の財源を確保していただけれ

ばというふうに応援をさせていただきたいと思います。 

 この指定制について幾つか意見を申し上げ、最後に質問を１つさせていただきます。 

 １点目です。今回の資料においては、先ほど菅原委員もおっしゃいましたけれども、「質

の確保」の問題をどれだけ確保するかという観点で、事務局でも指定制の案をまとめてい

ただいていると思いますし、そのトーンでずっと一貫していただきたいと思います。 

 その中で７ページに、こども園（仮称）の指定・指導監督の主体は都道府県単位で行う

というふうになっております。一般的に地域主権ということで市町村が重視される中、あ

えて都道府県単位で行うとされたことにつきましては、私は実際的に広域利用であります

とか公定価格を考慮すれば、ナショナルミニマムによる質の確保を図る上でも、国が一定

の基準を示した上で、都道府県レベルでこの指定・指導監督の主体を担っていただくのが

妥当ではないかと考えます。 

 ただし、渡邊町長さんもおっしゃいましたけれども、私たちは「新システム事業計画（仮

称）」をつくる立場でもあります。その中で、需給計画も立てていく中で、指定・指導監督

の主体がこども園（仮称）について都道府県単位である場合、やはりよほど都道府県と市

町村が情報を共有して実態について適合的な対応を、「子ども本位」でできるような仕組み

をつくっていかなければなりません。このことについて、市町村は主体的に臨む気持ちで
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おりますけれども、やはり都道府県との一層の連携が必要になってくると思います。 

 具体的には次の、多様な保育事業を行う指定事業者は「地域の実情に応じた供給量の確

保の観点から市町村長とする」とありますけれども、このこども園（仮称）と多様な保育

事業を行う指定事業者の中で、ともすると多様な保育事業を行う指定事業者が、ひょっと

して需給調整の調整弁のように位置付けられ、それについては市町村が指定するのだとい

うことになりますと、やはり本当に子どもたちの身近にいて、事業者と身近に接している

市町村長としては大変心苦しいです。あれだけ待機児童が多いときは頼んだのに、それが

解消したら今度は指定を更新しないというようなことが実際的にできるのかどうか。 

 これは、私としては課題として、事務局に提起したいというか、案でも提示してくださ

っておりますけれども、やはり重要なポイントでございます。今後、「こうした国の基準と

地方の在り方については密接な協議を」と言っていただいておりますので、是非そこで中

心的な課題にもしていただきたいと思っています。 

 次に申し上げたいのは、指定とか更新のときには第三者的な評価が必要になります。し

かも、情報開示が正々堂々できるものでなければなりません。これについては、今までも

保育所と福祉施設については第三者評価を受審している自治体というのは少なくないわけ

なのですけれども、やはり基準の共通性と、それから情報開示をするときに保護者の皆様

がわかりやすいような形式も大事だと思います。比較しやすい、判断しやすい、そうした

ことについても是非いい意味での標準化が図れればいいと思っております。指定更新とい

うのは大変重たい判断になりますので、絶対評価なのか、相対評価なのか。相対評価にな

ると、かなりこれは厳しい判断を迫られることにもなりますので、これは大学研究者の皆

様の出番もあるのかなと思って期待をしているところです。 

 最後に、指定制に関して質問です。今日は御紹介がなかったんですが、参考資料(案)の

資料３－２の６ページの「多様な保育の指定制度での整理（案）」という中で延長保育事業

と病児・病後児保育事業が「市町村事業」としての整理となっております。短時間利用者

向けや早朝・夜間、休日保育については、こども園（仮称）での実施が基本ですから、こ

れは都道府県が指定していくのかなと思うんですけれども、この辺りが気になります。 

 こども園給付（仮称）の対象となる標準保育時間の設定は、国基準の８時間のベースな

のかもしれませんけれども、例えば東京都の認可基準は 11 時間、認証保育所は 13 時間の

開所が義務付けられておりまして、実態に見合った見直しが今後行われていくのか。その

とらえ方によって延長保育の需要というのも左右されることになるかもしれません。これ

は御説明がなかったものですから、私たちとしても先ほどの指定主体の中で都道府県、あ

るいは市町村、どちらがするのか、連携しながらするのかというときに延長保育のことと

病児・病後児保育が気になりましたので、これは確認の御質問をさせていただきました。

以上です。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。それでは、最後の御質問のところについて、事務

局にお答えいただきたいと思いますが。 
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○今里課長 参考資料の６ページの指定制度の整理でありますけれども、まず指定制の対

象とするというところで、こども園（仮称）でありますとか小規模保育事業、それから休

日保育、早朝・夜間保育、ここのところにつきましては働き方の観点も踏まえて、そして

子どもの育ちも観点も踏まえて必要と認定されるもの、それから３歳以上については必要

な認定というのは概念にないわけでありますけれども、そこの部分についてはこの指定事

業者の給付のメニューということですね。それも、時間的その他のニーズによってはみ出

るといいますか、そういった部分については事業構成というふうに整理をしているという

基本的な考え方の整理でございます。 

 それから今、御質問にありましたことで、では例えばこども園（仮称）の給付といった

ものの時間をどのように考えるのかということでございますけれども、これは現行の例え

ば保育所での利用時間というものの実態、それから延長保育事業を行うに当たっての基礎

となる時間の設定の仕方、それから保育時間の標準的なものがどうなるかというのがいろ

いろ８時間から 11 時間の間で今ばらばらになっております。ここら辺のところを、必要な

時間の保育が必ず行えるようにという観点で整理をしていくという考えでございまして、

具体的な時間については今後また検討ということでございます。 

○大日向座長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 この指定制に関しては、あと 10 分ぐらいで次の議題に移りたいと思いますが、入谷委員、

荒木委員代理、それから古渡委員、そこでよろしゅうございますか。それでは、その順で

よろしくお願いいたします。 

○入谷委員 私立幼稚園連合会の入谷でございます。１つ確認と、１つの意見を申し述べ

させていただきます。 

 まず確認をさせていただきたいのですが、この資料の最終ページの９ページの※印の４

番目、「施行前に現に認可を受けている施設については、法人格を有しなくても指定を受け

られることとする」という、ここの具体的な例としては、例えば私立幼稚園の中には個人

立幼稚園という認可を受けている園がございます。そのような園が対象に該当するのかど

うなのかを確認させていただきたい。これが、確認事項の１つです。 

 それから、意見といたしましては、先ほど各委員が御指摘されておりました指定制度の

更新制についてはやはり慎重な手続を定めていただきたい。清原委員もおっしゃられたよ

うに、この幼保一体化に向けて全国各地の私立幼稚園の関係者が不安を抱いている１つの

大きな理由に、特に人口減少地域において学校法人と言えども私学、民間でございます。 

 参考資料２－２の「幼保一体化について」ですが、最後はよく出てくる「幼保一体化の

進め方」のイメージ図の中で、この人口減少地域の推移がすごく恐怖心をあおっておりま

す。幼保一体化すれば、いろいろな財源が豊かに支援していただけるというふうなことが

言われるけれども、本当にそうなのだろうか。この右側の方に移行していって、しかも更

新制、しかもその更新制の理由として、例えば違法行為を行ってしまうとか、質を担保で

きなくなってしまったとか、そういうことでは決してなくて、需給調整の結果、もう必要
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ありませんよと。要するに、安全弁のように学校法人も含めて民間事業所が使われる危惧

があるのではないかということをすごく恐れております。 

 これは、安心・安全に地域の幼児教育、あるいは保育を担おうとする当事者にとっては

マイナス要因でございますので、そういった点からこの需給調整については極めて慎重な

手続きをお願いしたい。取り分け憲法 31 条で言う適正手続は御案内のように行政手続も適

用されるわけですから、告知と聴聞を受ける権利など、当事者にとっても不利益がないよ

うなきちんとした手続きの仕方、デュープロセスを確保していただきたいと思います。こ

れは、意見でございます。よろしくお願いいたします。 

○大日向座長 それでは、最初の御質問の個人立幼稚園について。 

○濵谷課長 御指摘のとおり、個人立幼稚園もこの経過措置に該当いたします。 

○大日向座長 よろしいですね。 

 それでは、荒木委員代理お願いいたします。 

○荒木委員代理 本日、大橋委員が欠席ですので代理で出席させていただいております。 

 大橋委員の提出資料ということで、お手元にお配りしております。１ページ目に書いて

ございます。本会といたしましては、５月 11 日に示された事務局案で、学校教育法に位置

づけられる小学校就学前の子どもを対象とする幼児教育を「学校教育」と明確にしたこと

に大変賛同しております。３歳以上の子どもがどこの施設においても、適正な集団規模が

保たれた同年代の友だちとの遊びや生活を通して、幼児期に必要な体験を通した豊かな学

びができるようにしていくことは、まさに子どもの最善の利益を保障するものであるとい

うふうに考えております。特に首相から「安心３本柱」というふうにうたわれた以上、財

源をそのためにしっかりと確保していただきたいと思っております。 

 今後、この下に書いてあるようなことで、このことが進められる中では学校教育・保育

の質の維持・向上が図られるような制度を構築していただきたい。とにかく質の中身のよ

さというところを大事にしていってほしいと思っております。ここの下に書いてあります

ように、教育は持続性、確実性、公共性が担保されなければならないので、「法人を原則と

する」と、ここに書いてありますようなことを押さえていきたいと思います。 

 それから、２番の指導監督等の主体です。都道府県という形で出ておりますが、ここは

あえて教育委員会というところを私たちの団体としては言いたい部分がございます。地域

格差がなくならないように、教育の公共性が確保されるためにも、教育委員会の関与とい

うものがあるべきかと思っております。特に公立の場合は、小中と同じように各区市町村

の教育委員会の関与も当然必要だと思われますので、先ほどの制度のところで地方と国と

県との連携がというようなことがございましたけれども、その辺でしっかりと連携をとり

ながら、地方自治体との役割に大変期待しております。それが現場には一番の頑張りの基

になっていくと思いますので、実態に即した対応をというふうに思っております。 

 それから、それに合わせて更新制、情報開示などで評価の問題が出ておりましたけれど

も、第三者評価をしっかりとやるということ。今、学校としても義務付けられております
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けれども、幼稚園等の施設が教育の質の確保とともに、保護者や地域住民に信頼される経

営を進める上で評価の実施を確実にしていくということが大切だと思います。 

 特に質に関する評価と言うんでしょうか、先ほど大学の先生たちの関与もなどというこ

とがありましたが、その中では安心度と子どもの姿、夢中度とか、公開保育をする中で見

ていただくというようなことも考えていかなければいけないかと思っております。 

「設置基準」のところも基準が下に落ちていくのではなく、質の維持という意味で幼稚

園設置基準などは学校のところに関する部分では適用していただきたいと思っております。 

次のところでも学級担任制を言っておりますけれども、一人ひとりの幼児への意図的・

計画的・継続的な指導には、学級の責任者を明確にする担任制が有効であると考えていま

す。学級集団を基盤にした育ち合いが一人ひとりの育ちへの教育効果を高めます。また、

就学前教育、小学校への滑らかな接続という意味でも、この学級担任制ということは大切

にしていきたいと考えております。そのためにも、職員はしっかりと資格を持っている者

を充ててほしいと思っております。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に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す。 

 今回のこの指定制度に関しては、大変すばらしくまとまってきたなと協会としても考え

ております。特に、先ほど冒頭に市町村の「自ら」という言葉をちょっと出してしまった

んですけれども、先ほど渡邊委員の方からもありましたように、多分小さな市町村におい

ては非常に大きな問題だろうと思っています。逆に大都市とか、そういう観点で考えます

と、人員とかスタッフとかはかなりそろっていると思いますので、そういう観点では非常

にやりやすいのかなとは思っております。 

 そういう観点は今後議論していただければと思いますけれども、実際、認定こども園は

今年５年目になると思うのですが、やってまいりまして、特にこの指導監査の問題をちょ

っと考えておりました。 

 どういうことかと言いますと、実際のところ指導監査とか、報告聴取とか、立ち入り検

査とか、基準厳守というのは、従来の監査の観点の中では相当入っていると思います。で

も実際に我々は認定こども園をやりながら現場の中で認定こども園、もしくは今後のこど

も園（仮称）の仕組みをもっともっと加速させる仕組みというのはどういうことかという

観点を考えたときに、実はもしかするとこの指導事業者による指導監査、監督権限の中に

本当の意味のいい評価制度を持ってこないとなかなか動かないんじゃないかと考えていま

す。 

 先ほど清原委員の方から、大学の先生もという話がありましたように、もしかすると行

政ともう一つ、評価機関と言った方がよろしいでしょうか。例えばの話ですけれども、評

価機関と本当の意味で都道府県ごとにタッグを組んできちんとそれが各市町村とタイアッ

プしてできないと、多分この原動力にならないんじゃないかという観点はちょっと危惧し



 22 

ております。 

 そういう意味では、従来の指導監査というのはもちろん、我々も現場で受けてはいます

けれども、もしこれを今後の少子化、または子どもの数が少なくなっている場所、または

大きい場所と、多様な人口の増減の中でも運用するとすれば、もしかすると評価制度をき

ちんとした中で考えた方が、例えば先ほどの人口減少の場合、経営している方は不安を感

じるのはわかります。 

 実際、今回福島県の場合は前回もお話ししましたように、約７万人が浜通りから中通り、

会津と移動したときに、人口が多くなる場所と、実はすごく減ってしまって今後経営でき

るかどうかという不安がある場所もあります。やはりそういう観点も踏まえますと、縮小

してもその地域でどうしても地域に根差して子どもたちのためにやりたいという施設も中

にはあるんだなというのは、このごろお話を聞いていてわかってはいるんですけれども、

ある意味では時間の中でそれは問題解決すると思いますが、逆にうまく動かすための評価

制度、またはその行政とタイアップする何らかの仕組みが多分必要じゃないかと考えてお

ります。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。たくさんの貴重な御意見、御指摘ありがとうご

ざいます。検討させていただきたいと思います。 

 それでは、次の議題に移ります。総合施設の具体的制度設計です。事務局から、資料の

御説明をお願いいたします。 

○濵谷課長 一部、総合施設に関しても御意見をいただいておりますけれども、資料４－

１の「総合施設（仮称）の概要（案）」でございます。 

 まず、概要に基づきまして全体図を御説明して、具体的制度設計について改めて御説明

申し上げます。 

 １ページめくっていただきまして、「総合施設（仮称）の基本的考え方」位置付けでござ

います。総合施設につきましては、「学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に

提供する施設とする」ということでございます。したがいまして、総合施設（仮称）につ

きましては学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法における学校（１条学校）、児童福祉施

設及び第２種社会福祉事業として位置づけるということであります。 

 「具体的制度設計の基本的考え方」でございますけれども、この設計につきましては「質

の高い学校教育・保育を保障する観点から、現行の幼稚園制度及び保育所制度の双方に求

められる質の水準を基本とする」ということでございます。 

 ２ページに、具体的な制度設計の概要をお示ししております。現行、こういった学校教

育・保育、いわゆる子育て支援の総合機能を持つ施設でございますので、現行制度で言い

ますと認定こども園の幼保連携型と基本的には同様の機能を有する施設というコンセプト

でございます。 

 現行の認定こども園、幼保連携型との比較で申しますと、現在では認定こども園法、学

校教育法、児童福祉法、三法に基づく施設、認定こども園施設でございます。したがいま
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して、三法に基づくいろいろな行政の関与、手続きがございますけれども、新たな総合施

設法（仮称）における総合施設（仮称）につきましては、総合施設法（仮称）という１本

の新たな根拠法に基づく１本の法律に基づく１本の許認可で設立される施設ということで

ございます。 

 それから設置主体、指導監督者、情報公開、研修等々でございますけれども、例えば設

置主体につきましては、幼稚園は国、地方公共団体及び学校法人、保育所については法律

上は設置主体制限はないわけでございますけれども、総合施設（仮称）についてはこれら

の双方を勘案いたしまして国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要件を

満たした株式会社、NPO 等の法人が参入できるということでございます。 

 ただし、この参入できるときの考え方でございますけれども、※印で書いておりますが、

一定の要件を満たした法人を国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人と同じ扱いとす

るのか、それとも現在学校教育体系では学校法人までが原則でございまして、株式会社等

については構造改革特区での特例としての参入でございますけれども、こういった原則論

を立て、一定の要件を満たす法人については当然参入可能とするわけでございますが、考

え方として地域の実情に応じた例外とするかということにつきましては、今後検討をさせ

ていただきたいということでございます。 

 その他、認可・指導権者、評価・情報公開、研修、監督、政治的行為の制限とございま

すけれども、基本的には現行の幼稚園、保育所の制度を参考にしながら質の確保、研修権

利の確保、政治中立性の確保等について、質の確保の観点から同様の仕組みとするという

ことでございます。 

 具体的な内容については、資料４－３でございます。「総合施設（仮称）の具体的制度設

計について（案）」とございます。まず、この資料の性格でございますけれども、昨年の年

末、12 月２日のこども園（仮称）に係る具体的制度設計に関する論点を基にいたしまして、

これまでの議論等を踏まえ、各論点について具体案を事務方として提示をさせていただく

というものでございます。 

 ただ、この案につきましてはあくまでも事務方の原案ということでございまして、今後

地方自治体を始めといたしまして関係者等と十分に協議を行わせていただくということが

大前提でございます。めくっていただきまして、目次等でございます。 

 ２ページの「基本的な考え方」については今、申し上げたとおりでございます。 

 それから、３ページは「設置主体」でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、

国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び、ここは若干誤植がございまして、「一定

の要件を満たした株式会社、NPO 等の法人とする」ということでございます。これは、誤

植でございます。 

 それから、この設置主体の在り方の考え方として２つあるというのは先ほど申し上げた

とおり、１つ目の※でございます。 

 それから、四角の点線で囲っているところは一定の要件でございますけれども、例えば
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以下のような要件ということで、基準に適合する施設、設備、必要な資金、経営に必要な

財産、財産的基礎がしっかりしていること、担当する役員が必要な知識経験を有すること、

社会的信望を有すること、例えばそんなことが考えられるのではないかということでござ

います。これは、現行の保育所における参入主体、要件、あるいはその構造改革特区にお

ける学校の要件等を参考にしたものでございます。 

 それから、その下にございますけれども、先ほども使い道の制限の話がございましたが、

会計間の繰り入れ制限を行うか否かなどについては今後の検討課題ということでございま

す。 

 それから、５ページでございます。「設置認可・指導監督等の主体」でございますけれど

も、この総合施設（仮称）の設置認可等につきましては現行の幼稚園、保育所の例に倣い

まして都道府県単位で行ってはどうかということであります。ただ、※でございますけれ

ども、大都市特例については今後検討ということであります。 

 それから、都道府県単位で行う場合に、公立の学校については教育委員会所管でござい

ますけれども、知事部局か教育委員会かということでございますが、総合施設（仮称）に

つきましては学校教育、保育を一体的に提供する施設であります。したがいまして、その

設置認可・指導監督等については現行の認定こども園の例に倣い、教育と保育の双方を統

括する知事部局、都道府県知事が行うという案でございます。 

 それから、７ページは「設置・廃止の手続き」でございます。現行制度、幼稚園、保育

所については８ページの参考でございますけれども、公立については届出、私立について

は基本的に認可でございますが、今回は双方の機能を有する総合施設（仮称）でございま

すので、同様の扱いとしてはどうかということでございます。 

 ９ページは、「監督」の内容でございます。総合施設（仮称）につきましては学校、児童

福祉施設、双方の性格を有するということで、内容としても一体的に提供するということ

でございます。したがいまして、監督業務についても個々の行為が教育か福祉かというの

は必ずしも区分できませんので、一体不可分ということで現行の幼稚園に対する監督、保

育所に対する監督、一体的に行うことが適当ではないかということであります。 

 そうしますと、現在これは私立幼稚園に対する監督権限のみ少し適用応除外など例外が

ございまして、現行の私立幼稚園については監督権限としては閉鎖命令のみであります。

学校教育法上は変更命令など、改善命令のようなものが規定されておりますが、私立学校

法において適用除外になっておりますけれども、一方で現行の保育所については立ち入り

検査、改善勧告、改善命令の権限も含め監督権はございますが、教育福祉一体不可分とい

うことで、こういった保育所の権限も含め、監督権者に付与してはどうかということでご

ざいます。 

 それから、11 ページでございます。先ほど監督部局、所管部局、知事部局と申し上げま

したけれども、学校教育の内容が入っております。そういう意味では、教育委員会の一定

の関与が必要ではないかということであります。 
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 まず、公立施設については、学校教育の質、政治的中立性等を確保するために、公立施

設の監督業務について教育委員会が例えば意見を言うことができることとするなど、一定

の関与を行うこととするということであります。教育委員会の判断で知事部局に対して意

見を言うことができるということであります。 

 一方で、私立につきましては現在、地方教育行政の組織及び運営に関する法律におきま

して、私立施設の自主性の確保の観点から、知事が必要と認めるときは教育委員会に対し

て助言、援助を求めることができるということで、知事部局から教育委員会に対し、求め

に応じ助言、援助を求めるという形式でございます。こういった例を基礎といたしまして、

私立についてはこのような同様の仕組みとしてはどうかということであります。 

 それから、13 ページは「審議会」でございます。都道府県知事等が児童福祉施設に対し

重大な行政処分を行う場合には、現在適正性の確保の観点から児童福祉審議会の事前の意

見聴取が義務付けられております。 

 それから、都道府県知事が私立学校に対して行政処分を行う場合には、私学の自主性を

確保する観点から私立学校審議会の意見を事前に聞かなければならないこととされており

ます。 

 現行の公私立に関する仕組みは 14 ページの参考にございますが、幼稚園については公立

については特に審議会の意見聴取はなく、私立について設置認可、閉鎖命令という重大な

入口、出口のところで審議会の意見聴取があるということ。保育所については出口のとこ

ろ、事業停止のところで審議会の意見聴取があるということでございます。 

 こういったことも参考といたしまして、適正手続、私学の自主性の確保の観点等から、

公立については重大な処分、停止命令、閉鎖命令を行う場合に審議会の意見の事前聴取、

それから私立については基本的には行政処分を行う場合にはすべてについて審議会の意見

を聞かなければならないこととしてはどうかということでございます。 

 なお、この審議会でございますけれども、総合施設（仮称）に関する審議会ということ

で、この施設に関する審議会を置いていただくということが考えられますけれども、当然

既存の審議会を活用するなど、地域の実情に応じて弾力的な設置運営が行えるようにする

ということは、分権の観点からそういったことにしてはどうかということでございます。 

 それから、15 ページは「評価、情報公開」でございます。先ほども意見が出ておりまし

たけれども、学校教育の質の向上、保育の質の向上の観点からは評価システムは必須では

ないかということでございます。現行の幼稚園では自己評価が義務、それから地域の方々、

保護者などの学校関係者評価は努力義務でございます。 

 一方、保育所については自己評価、それから専門家による第三者評価が努力義務となっ

ておりますけれども、こういった双方を勘案いたしまして、新たな総合施設（仮称）にお

いては自己評価を義務化してはどうか。それから、学校関係者評価や第三者評価について

努力義務として規定してはどうかということでございます。 

 また、先ほど情報開示は標準化いたしまして必ず標準的な項目を開示していただくとい
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うことでございますけれども、それとは別に各施設単位での積極的な情報提供も義務化し

てはどうかということでございます。 

 17 ページで、「設置基準」でございます。この総合施設（仮称）の設置基準については、

ナショナルミニマムの確保の観点から、現行の幼保連携型認定こども園制度の基準を基礎

として全国一律の基準を設けるということでございます。また総合施設（仮称）における

学校教育・保育機能の充実を図るため、職員配置基準、学級編制基準の引上げを検討する

ということでございます。 

 ※で書いておりますけれども、こういった考え方の下、国の基準と地方の裁量の範囲に

ついては、今後地方自治体等関係者と十分検討、協議をさせていただきたいと考えており

ます。 

 下にちなみに基準を書いておりますけれども、現行の幼保連携型の認定こども園につい

ては学校教育と保育の双方の基準を満たさなければいけないということで、運動場につい

ての３～５歳児の面積基準、自園調理、調理室必置、それから施設面積についても０～２

歳児は保育の基準、３～５歳児については、基本的にはきつい幼稚園の基準を満たすとい

う前提でございます。 

 それから、先ほどもございましたが、19 ページ、特例でございます。しかしながらとい

うことで、既存施設からの円滑な移行等を考慮いたしてということでございますが、運動

場及び施設面積については、現行の幼保連携型認定こども園においても運動場施設面積に

ついて、既設の移行の場合はいずれかの面積基準を満たせば可という特例がございます。

20 ページに書いてございますけれども、こういった特定については設ける必要があるので

はないかということでございます。 

 21 ページは、「公立施設の管理」でございます。これも教育委員会か、首長部局かとい

うことでございます。公立の施設の管理については、現行幼稚園は教育委員会、保育所は

首長部局でございますけれども、双方提供ということで双方を統括する地方公共団体、首

長部局が行うということでございます。 

 ただしでございますが、学校教育の質、政治的中立性を確保するため、地方公共団体の

長が行う公立総合施設に関する規則制定等について、教育委員会が意見を言うことができ

ることとするなど、教育委員会が一定の関与を行う仕組みとしてはどうかということでご

ざいます。 

 23 ページは、必置職員でございます。 

 24 ページは参考でございますが、幼稚園については園長、教頭、教諭、学校医、学校歯

科医、学校薬剤師等が必置で法定されております。そのほか、副園長等が任意設置という

ことであります。保育所については、省令最低基準におきまして保育士等、調理員等が必

置とされております。こういった双方を勘案いたしまして、総合施設（仮称）におきまし

ては双方で必要とされる職員を置くということでございます。 

 23 ページの※に書いておりますが、幼稚園の職員と同様に資格要件及びその資格要件違
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反に関する罰則で担保するということで、法律で規定したらどうかということ。それから、

その職制といたしましては基本的に学校教育と保育、双方を担うということで、新たに仮

称でございますけれども、保育教諭といった名称の職制を置いてはどうかということであ

ります。 

 この保育教諭（仮称）につきましては、現行の認定こども園、幼保連携型と同様、幼稚

園教諭の免許状、保育士資格の併有を原則とするということであります。 

 なお、職員の資格につきましては、教員免許・養成制度の見直し及び保育士資格制度の

見直しが並行してそれぞれ検討されておりますので、その検討状況を踏まえる必要がある

のではないかということであります。 

 25 ページは、「職員の身分等」でございます。特に公立関係の話でございます。公立幼

稚園の職員については教育公務員ということで、教育公務員特例法に基づき、研修、政治

的行為の制限などが法律上担保、規定されております。こういったことから、こういった

総合施設（仮称）、学校の位置付けがございますので、公立施設の職員については教育公務

員としての扱いをしてはどうかということであります。 

 以下、27 ページから具体的な内容でございます。例えば、研修につきましては、公立に

ついては現在 28 ページの参考の幼稚園のところで書いてありますが、研修機会の付与、新

任研修、10 年経験者研修等、節目、節目の研修が法律上義務化されておりますけれども、

そういった同様の研修権の確保をしてはどうかということ。 

 それから、私立についても教育基本法におきまして職員の充実規定で充実を図らなけれ

ばならないという責務がございますので、こういった規定を適用してはどうかということ

でございます。 

 それから、29 ページは「政治的行為の制限」でございます。質の担保のため、政治的中

立性の確保のために、現行の公立幼稚園については地方公務員としての政治的制限に加え

て、より厳格な制限が課されております。総合施設（仮称）についても、学校として、教

育公務員として同様の政治的中立性の確保のための規制を行ってはどうかということ。そ

れから、施設単位では教育基本法におきまして、学校については政治教育、その他、政治

行為の禁止規定がございますけれども、これは公私立を通じてこういった教育基本法の規

定は総合施設についても適用してはどうかということであります。 

 31 ページからは少し技術的な話になってまいりますが、福利厚生関係でございます。 

 まず給与、特に公立施設についてでございますが、現在、幼稚園の職員については教員

ということで教職調整額ということで※で書いておりますが、勤務態様の特性を踏まえて、

教員の勤務時間の内外問わず包括評価ということで、給与月額の４％を基準とした包括的

な手当てが支給されております。 

 今回、一方で保育所については通常の公務員としての時間外、休日手当等が支給されて

おりますが、総合施設（仮称）については教育と保育一体提供ということで、勤務形態と

しては保育所の職員に近い勤務形態態様となることが想定されるということで、残業など
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を行った場合にきっちり時間外勤務手当を払う、休日勤務手当を払うといった仕組みにし

てはどうかということ。 

 それから、福利厚生については学校でございますので、基本的には公立学校共済に加入

していただいてはどうかということであります。 

 それから、私立施設については、現在基本的にはその法人単位、学校法人であれば学校

法人の共済制度を含めた福利厚生、社会福祉法人であれば厚生年金など、社会福祉法人に

関する福利厚生が適用されております。一部、施設によってばらついている場合がありま

すけれども、基本的には法人単位で対象となる福利厚生制度を整理してはどうかというこ

とでございます。一部、現在同じ法人であっても施設によって違う制度に加入している例

もございますけれども、基本的には法人単位で統一してはどうかということです。 

 ただし、※でございますけれども、移行前に加入していただいた制度に経過的には引き

続き加入できるような、選択できるような仕組みに移行期にはする必要があるのではない

かということであります。 

 35 ページは貸付関係でございます。補助金のほか、公的な融資が学校、社会福祉施設に

はございます。それで、参考までに学校法人、社会福祉法人、幼稚園、保育所については

36 ページのような整理になっておりますが、総合施設（仮称）については基本的にはこれ

も法人単位、学校法人が経営するものであれば私学事業団、社会福祉法人であれば福祉医

療機構の融資対象としてはどうかということであります。 

 それから、37 ページは保健衛生の関係でございます。乳児、幼児の保健衛生の確保の観

点から、感染症の防止のための措置などとして出席停止、臨時休業なども行われることと

してはどうかということでございます。そのほか、学校保健安全性に基づいて、幼稚園に

ついては保健計画の策定など、種々の規定がございます。保育所についても、レベルは法

律ではございませんけれども同様の規定がございますが、基本的にはこういった規定を総

合施設（仮称）について同様に規定してはどうかということであります。 

 ただ、現行の保育所については臨時休業を行うに当たり、例えば感染症の流行時に保育

を必要とする医療従事者等の子どもに対して、確実に保育が提供される体制が効率化され

ていくことが前提ではないかということであります。 

 それから、39 ページは園内で事故が起こった場合の「災害給付」でございます。これも

幼稚園、保育所、いずれも現在日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となって

おりますので、当然対象とするということであります。 

 それから、41 ページは名称の使用制限でございます。現在、幼稚園、それから認定こど

も園の名称についてはその使用が制限されております。総合施設（仮称）についても新た

な学校としての施設でございますので、幼稚園、認定こども園と同様に総合施設、これは

仮称でございますので、今後具体的な名称を付けた上でその名称について使用を制限する

ということでございます。 

 それから、43 ページは「税制上の措置」でございます。現在、学校法人、社会福祉法人



 29 

立の幼稚園、保育所等について、法人税から固定資産税など、主要な税について基本的に

非課税の措置が講ぜられておりますけれども、学校であり、児童福祉施設である総合施設

（仮称）については同様の措置を講ずることを検討するということでございます。 

 それから、最後に「経過措置等」でございます。これまで御説明申し上げている内容と

同様でございますが、保育所は３歳未満児のみを保育するいわゆる乳児保育所を除きます

けれども、保育所につきましては小学校就学前のすべての子どもに学校教育を保障する観

点から、一定期間後にすべて総合施設（仮称）に移行することとしてはどうかということ。 

 それから、同じ機能を有する認定こども園が総合施設へ移行する場合、基本的には現行

の認定こども園の機能と総合施設の機能と同じでございますので、円滑に移行できるよう

所要の措置を講ずることとしてはどうかということ。 

 それから、教育関連、児童福祉関連法令の整理は当然でございますけれども、建築基準

法など、学校や児童福祉施設についてそれぞれいろいろな規制がございますので、その関

係についても円滑な移行に配慮して関係規定を整理する必要があるということでございま

す。 

 事務方からの説明は以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。大変、大部な御説明をいただきました。 

 ただ、かなり技術的な問題も含まれておりまして、この場で議論し切れないものもは多

いかとは思います。先ほど冒頭に御説明がありましたように、今後関係者の方々と事務方

と十分に協議を行っていただくということでございます。それをどうか御承知おきいただ

きまして、今日は７時半が終了の予定でございますが、時間の限り、どうかこの問題に関

しまして皆様から御意見をいただければと思います。 

 山口委員、柏女委員、佐久間委員、渡邊委員、秋田委員、佐藤委員、中島委員、清原委

員、荒木委員代理、木幡委員でよろしくお願いいたします。その辺りで７時半になります

でしょうか。では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、山口委員からどうぞ。 

○山口委員 最初に御指名いただきましてありがとうございます。 

 まず、今週の月曜日の日経新聞の夕刊に村木統括官のコメントが出ておりまして、株式

会社を含む多様な運営主体が認可保育所に参入しやすくするのも今回の重要な課題だとい

うふうにおっしゃっていただいております。 

 片や、今日の日経新聞の朝刊を見ますと、企業などの新規参入は限定的になりそうだと

いう間逆の記事が出ております。 

 さて、今回の事務局で御提案の中身についてそれを見てみますと、先ほどの指定制度に

ついては非常に平等に書いていただいていたわけですが、それがこの総合施設（仮称）と

なりますと急にトーンダウンといいますか、逆の方向に動いているとしか思えないという

ことでございます。 

 「総合施設（仮称）の概要（案）」のところの２ページでございます。設置主体について
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ですが、「国、地方公共団体」云々と書いてございます。「及び一定の要件を満たした株式

会社、NPO」、ここまでは仮によかったとしても、その下の※印のところでございますが、

先ほど御説明の中に学校教育体系の原則に基づき、それであれば学校法人まではわかるの

ですが、「学校教育体系の原則に基づき」、なぜ「及び社会福祉法人を原則とし」、そこで止

まってしまって、株式会社以外の主体が入ってこないのか。この論理が全く私には理解で

きません。 

 例えば、社会福祉法人の保育所が含まれるのであれば、株式会社においても保育士保育

指針等を守って、形式的には教育と養護を行っているわけでございますので、全く同じ存

在であるということでございます。にもかかわらず、どうしてこれを分けて、場合によっ

てはこれを例外とするというような記述になっているのかということが疑問でございます。 

 それから、「一定の要件を満たした」というところの説明書きですが、「総合施設（仮称）

の経営に必要な財産を有すること等が考えられる」ということで、株式会社、NPO 等を分

けていらっしゃるようですが、しかし、社会福祉法人においても学校法人においてもこう

いった財産を有していないところもないと言うと言い過ぎかもしれませんが、危ないとこ

ろも現実的にはございます。 

 例えば、先週の日経新聞だったと思いますが、これは東京都の記事ですが、社会福祉法

人再編へ新制度ということで、内容を申し上げますと、財政的に要警戒水準と位置づけら

れている社会福祉法人が東京都内で 50 件もある。これは学校法人の部分も入っていないわ

けでございますが、そういった部分も、これは平等といいますか、株式会社であろうが、

NPO 法人であろうが、社会福祉法人であろうが、学校法人であろうが、同じようにこうい

った危険性が存在するわけです。そういうことであれば、この「一定の要件を満たした」

という部分はすべてのものに関わります。場合によっては、これは地方自治体、地公体に

も関わってくる問題であると思っております。どうしてこれは株式会社等だけ別にこうい

うことが付けられるのかということは非常に疑問であります。 

 そして、今回の改革というのは、公務員や事業者のためにあるのではなくて、これは最

初から皆さんが共通認識でお持ちいただいておりますが、すべての子どものための改革で

あります。 

 しかし、このように事業者類型での区別は単なる形式論にすぎません。これで本当に子

どもたちに対する教育や養護というものがしっかりと行われるのか。実際にもしその本質

を担保するのであれば、また違った規制が本来必要だと思います。 

 例えば、ここの中では評価や情報公開のところの部分ですが、第三者評価とか関係者評

価というところが単なる努力義務になっておりますが、これこそがその施設の本質、保育

の質、教育の質というものを評価する大きな部分であろうかと思いますが、どうしてこう

いったところが単なる努力義務規定になって、単なる事業主体という形式論だけがこうや

って先行するのか。これでは質が担保されないのは当たり前です。是非ここをもう一回見

直していただいて、同列に扱っていただいて、更に中身をしっかりと担保できるような、
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そういったシステムにするべきだと考えております。 

 それから、立ち入り検査とか監督の部分で、株式会社も同じように監査を受けて指導を

されているわけでございます。そういったものをフルに活用していただいて、質を上げて

いくという方向で検討していただきたいと思っております。 

 それからもう一つ、これが仮に文言的に並列になったとしても、最終的に残るのが使途

制限の問題でございます。法人によってはそのそれぞれの特性があります。例えば社会福

祉法人というのは寄付金を受け入れるときも寄付者は非課税で寄付をします。そして、運

営して余剰金というものがいわゆる株式会社では利益金になるわけですが、これも非課税

といった特性があります。また、先ほど御説明にありましたように、借入れに関しまして

も福祉医療機構だったと思いますが、そこからの低利の資金供給というものが用意されて

います。 

 では、片や例えば株式会社で言うと、半分近い課税をされた上で、その残ったうちから

配当をする。この配当というのは、よく「税金を配当などに使うのか」というようなこと

をいつもいつもおっしゃるわけですが、配当というのは資金調達の手段です。非常に大き

な資金を調達するときに、こういった配当制度があることによって有意な資金調達ができ、

それが保育所の建設だとか、そういった投資に向かうわけです。 

 こういったそれぞれの事業主体の特性という手段を奪っておきながら、これでイコール

フッティングで参入促進をするというのは、これもやはり論理矛盾であるというふうに考

えております。 

 この例が適切かどうかはわかりませんが、例えば湖を渡るときに……。 

○大日向座長 恐れ入りますが、まだほかの委員の御発言もありますので、なるべく手短

にお願いいたします。 

○山口委員 あと 30 秒で終わります。 

 手こぎのボートが仮に社会福祉法人とします。それで、株式会社はモーターの付いた大

きな船だとします。その大きな船でたくさんの人を運ぼうとしているにもかかわらず、こ

の使途制限があるというところで、ガソリンは使うなと言っているようなものなんです。

だから、その特性を全く活かそうとしていないというところが非常に問題だということで

ございます。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 先ほどお手をお挙げくださった方の中で、本日まだ御意見をいただいていない方から先

にいただければと思います。柏女委員、秋田委員、木幡委員の順でよろしくお願いいたし

ます。 

○柏女委員 ありがとうございます。淑徳大学の柏女と申します。前回、欠席をさせてい

ただいた関係で、すみませんが、給付関係で２点ほど追加でお願いをしたいと思います。 

 こども園給付（仮称）関係で応諾義務関係ですけれども、本当にいろいろ特別な支援が

必要な子どもたちへのさまざまな配慮が規定されたことはとてもよかったと思っています。 



 32 

 もう一つ、障がいを持った子どもたちが中心でしたけれども、児童養護施設にいる子ど

もや、あるいは里親に委託されている子ども、ファミリーホームに措置されている子ども

たちが総合施設（仮称）に通えるような対応を是非お願いしたいというのが１点目です。 

 それから２点目は、障がいを持った子どもたちについて、来年の４月から指定障害児相

談支援事業者によるケアプランが前置ということになります。それで、このこども園給付

（仮称）がそれに当たるのかどうかがはっきりしていないので、そうなりますと障がいを

持った子どもたちはこども園（仮称）を利用するときに指定障害児相談支援事業者のケア

プランの中にそれを入れなければいけないのか、あるいは直接契約しなければいけないの

か、あるいは市町村がいわばあっせんをするのか。そこがよくわからないので、できる限

り障がいを持った子どもたちの親御さんの負担にならないように、ワンストップサービス

をお願いしたいと思っています。 

 それから、それに関連して、この際、障がいを持った子どもではなくて一般の子どもた

ちにも子育て支援プランを作成するような形も考えていいのではないかと思います。介護

保険のケアプランも自分で作ってもいいわけですし、子どもの場合はほとんど 10 人中９人

は自分でそんなものは作れるよという方だろうと思いますが、どこを利用するかは自分で

決めるという方が多いと思いますが、10 人中１人はやはりなかなかわからない。特にいろ

いろなタイプのこども園（仮称）ができてくる形になりますからわかりにくいということ

があります。石川県でそのような試みをしていますので、参考にしてほしいと思います。 

 そういう意味では、今回このコーディネーターを置くということになっておりますので、

そのコーディネーターに子育て支援プランを親と一緒に作成するような、そういう仕組み

を設けてはどうかと思っています。これが給付関係です。 

 総合施設（仮称）関係では２点、大きくあります。１点は保育教諭（仮称）の関係なん

ですけれども、保育教諭（仮称）を検討するときにここのメンバーで保育士養成校の教員

は無藤先生と私と２人だけではないかと思うのですが、養成校教員の意見をしっかりと聞

いていただきたいと思っています。 

 それからもう一つ、保育教諭（仮称）を作りますと、今度は小学生以上の子どもたちの

ケアワークを担う保育職員ですが、その保育職員の資格がどうなるのか。それは、保育士

資格の見直しとの関連で是非しっかりと忘れないで議論をしていただければと思います。 

 その際、先ほど普光院委員からもお話がありましたけれども、保育者の待遇改善の問題

ですね。もちろん、厳しい財源の中でというのは承知しておりますけれども、それを優先

順位の方に上げてほしいと思います。養成校で保育士養成をしておりますと、保育士にな

ろうとしても親が反対するとか、そういうようなことでなかなか保育士を希望する人、学

生たちが少なくなってきております。そういう意味では、是非その待遇の向上ということ

に優先順位を上げていただければと思います。これはお願いです。 

 それから最後ですけれども、今回地域の実情や、あるいは事業者の実情、利用者の実情、

それらを配慮してとても配慮をした総合施設（仮称）や新システムにしてくださいました。
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そういう意味では、それはよかったと思うのですけれども、その反面、それが複雑なシス

テムになってしまっているような気がいたします。それは全体がすごく複雑なんですけれ

ども、各市町村で子ども・子育て会議（仮称）があって、そこで自分たちにはこれとこれ

とこのシステムが必要だというふうにしっかりと作っていくことが大事なんだろうと思っ

ています。 

 そういう意味では、子ども・子育て会議（仮称）というものがしっかりと機能していく

ような、あるいはそれが機能するような指針づくりというものをつくってしっかりとやっ

ていくことがとても大事だし、利用者にわかりやすいシステムにしていくことが大事だろ

うと思います。 

 補足です。先ほどの臨時休業のことです。臨時休業はそれでいいんですけれども、例え

ば台風のときも開いていなければいけないわけで、保健だけではなく台風や災害のときも

やはり開いている総合施設（仮称）というものを幾つかはつくっておかなければならない

のだろうというふうに思います。 

 以上でございます。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。 

 秋田委員、お願いいたします。 

○秋田委員 今日、最初の冒頭から、まず「３本柱」で子育てが最初に出ました。政策の

中で子どものことが社会で最初に出たことはほとんどなかったのではないかと思うので、

この子育てが第１位に出ていることがありがたく、御尽力いただいた方々に本当にお礼を

申し上げたいと思います。 

 それから、指定制度も発言はしませんでしたけれども、繰り返しここの会議の場で皆さ

んが量だけではなく質をと訴えてこられた部分が指定制度の中にかなりの部分で盛り込ま

れているところが大変ありがたいと思っております。その最大の実現の場が総合施設（仮

称）に、最後の経過措置でもありますように、就学前のすべての子どもに良質の学校教育

を、保育を保障していくということにあります。その視点の実現を考えたとき、私は保育

や教育は「投資とサービス」の議論ではなく、公的な国の責務や保護者の責務、県や市区

町村の皆が、公的な営みとして行うものであろうと思います。 

 それを、ここの３ページの「設置主体」のところでは「学校教育体系の原則に基づき」

と書かれています。この学校教育体系はすべての子どもに対して公的な営みとして提供し

てきたものであります。その公共性の高さということが保障されて、従来から認可制度が

されてきました。今回指定制度の議論でありますけれども、認可の中で長い歴史を持って

教育をやってきたところを原則とする必要があります。 

 もちろん、良質の株式会社や NPO 法人があることは重々承知でございますし、それから

大都市の部分ではそうしたところが重要な役割を担ってくださることはわかっております

が、全国を見たときにはやはりこの原則はきちんと書き込まれ、議論されることが必要で

はないかと私は思っております。 
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 それから、第２点目でございます。11 ページにございます「都道府県知事と都道府県教

育委員会との関係」のところでございます。学校教育体系というところで、ここでは「都

道府県教育委員会が意見を言うことができる」と出ておりますけれども、私は今回の改革

で質の向上を貫くためには専門家主義がこの原則ですべてにおいて貫かれる必要があると

思います。 

 つまり、保育教諭（仮称）という専門的な資格を持った人が行う。それと同時にやはり

専門的な助言を言うことができることが極めて重要であろうと思っています。学校教育体

系に位置づけるということは、日本が 1960 年代、70 年代に、ジャパン・アズ・ナンバー

ワンと言われて、日本の義務教育体系が世界に誇る教育の質を担ってきたのは、専門家主

義を貫いて教員の養成に力を尽くし、ほとんどの教員を専任とし、教育委員会制度によっ

て指導主事という専門家がすべて全国どこも同じように指導・助言していくことで質を上

げてきました。 

 今回の総合施設（仮称）においてもそうした、この所属が教育委員会かどこかという問

題ではなく、いわゆる幼児期の学校教育や保育の専門家が指導主事のようにそこに配置さ

れ、アドバイスをしていくことが必要です。単なる評価とか監督ではなく、ともに質の向

上を上げていくところとして教育委員会が働いていくという意味で、自治体の役割として

教育委員会の一定の関与が極めて重要ではないかと思っております。それが、多分、保幼

小と言われるようなところで、幼児期から小学校への接続の保障で極めて重要なのではな

いかと思います。 

 そして、長くなるので簡単に申しますが、15 ページのところでございますけれども、先

ほどからうれしいことに大学の先生という言葉が何回か出て、大学の先生もまんざらでは

なく、ここでは少し評価していただけているのかとありがたく思っているのですが、自己

評価の義務化と同時に関係者評価、第三者評価においても、この専門家主義を貫いて、保

育の専門家、保育の見識を持っている人による評価が各自治体で行われていくことが重要

ではないかと思います。 

 東アジアで最初に評価システムを入れてきたのは台湾ですけれども、台湾では教員養成

校の先生と、それからいわゆる監査と事業運営の評価がセットになってやられ、常に向上

を目指してプロセスの評価がなされてきています。日本もそうした意味で自己評価の義務

化と同時に、専門家が入った関係者、第三者評価のところでも専門家の見識というものを

入れていただきたい。先ほど柏女先生が言われたように、そこに養成校の協力が入ってく

ることによって養成校の質と、保育教諭（仮称）の質が一緒に上がっていくのではないか

と思います。 

 そして、ナショナルミニマムとして今日、出してくださったすべてをやはり高い水準の

方に合わせていく。しかも、職務の体制を保育所の方でも明確に書き入れ、研修を入れて

いくところが極めて重要なところです。運動場の必置も子どもの発達に還るためにはどう

しても必要だと思っています。現在、移行の間はよいのですけれども、10 年、15 年後の子
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どもの体力を考えたときに、そうしたことが考えられるとよいのではないかと思います。 

 最後ですけれども、これを混乱なく進めていくというか、この移行をあまり急激に行っ

ていくことで実際の現行の保育所や幼稚園の教育が混乱しないような手だてをどうしてい

くのかを、今後の検討の中で丁寧に入れ込んでいただきたいと思います。少し長くなって

すみません。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 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。 

 本日の資料にありました具体的な制度設計を拝見して、本当に変わっていくんだなとい

う期待感が高まりました。新システムの下では、働き方が違っても子どもが受ける教育あ

るいは保育が同じになって、これは本当に大きな前進だと思います。 

 願わくば、これによって受け皿もどんどん増えて待機児童も解消に向かい、働くお母さ

んだけではなく、働いていないお母さんたちも含めて施設を利用したいと思うすべての人

が利用できるようになれば、本当にすばらしいと思います。 

 ただ、法律、所管については二重行政あるいは三重行政とも言われておりますけれども、

そういったものが残ってしまって少し残念さが残ります。幼保一体化という言葉で人々が

連想するのは、やはり本当の意味での一体化であって、名前だけの統一ではないと思いま

す。 

 でもお話伺っておりますと、なかなかすぐに一本化するのは難しいようでございますの

で、まずはここからスタートしていただいて、幼稚園や保育所、認定こども園、または民

間の保育所、民間の施設が共通意識を持って現場同士でもっと積極的に交流していただい

て、お互いのよいところを吸収し合って、今よりももっともっとよい形になってもらえた

らいいなと思います。現場の一体化が先に進んでいくイメージで、そのうちに法律や所管

が分かれていることがむしろ奇異に思われるくらいになったら理想的ではないかと思いま

す。 

 それから、基本制度案要綱にありました子ども家庭省を設置するという案は、これはな

くなったわけではないんですよね？やはり日本は子どもに対して手厚い国なんだ、子ども

を本当に大切にする国なんだというメッセージにもなりますし、是非これは近い将来、実

現していただいて、より国民にとってわかりやすいシンプルな制度にしていっていただき

たいと思います。 

 最後になりますが、少子化が問題視されるようになって久しいです。この間、子どもを

持とうとしている人たちにとってプラスになる材料というのはほとんど提示されてこなか

ったように思います。国民の幼保一体化への期待、または関心というのは非常に高いので、

是非今回せっかく一歩前進したわけですから、個人的にはこの新しいシステムがこれから

子どもを持とうと思っている人たちにとって久しぶりの明るいニュースになって欲しいと

思っております。 
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 「幼稚園が仕事を持つ母親にも利用しやすくなりますよ。保育所にも学校教育的な要素

がプラスされます。または、民間の創意工夫を凝らした保育施設も増えます。どこへ行っ

ても提供されるものは共通のシステムに基づいたものです。また、仕事をしていないお母

さんも利用できるようになります。」こういった認識でよろしいのですね。 

 これはマスコミの仕事にもなってくるかもしれませんが、シンプルな言葉で何がどう変

わるのかをわかりやすくアピールして、明るいメッセージになることを期待したいと思い

ます。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。マスコミの方々には、是非明るくお伝えください

ますように、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まだの方は小田委員、金山委員、中島委員、渡邊委員、佐久間委員、清原委

員、荒木委員代理、佐藤委員ですね。では、どうぞ。 

○小田委員 私がただ手を挙げたというのは帰りたい一心で、この時間帯の会議は２回目

なんですが、最初のときがそうだったなと思って思い出したんですけれども、早く帰りた

い。でも、何か話さないと帰れないような雰囲気が何とも言えないんですけれども。 

 よく考えてみると、非常に短時間の間によくここまできたなという感慨がすごくありま

して、実際上、私は最初のときに思ったのは子どもの側に立つとすれば、長い間の積み重

ねでさまざまな形で積み上げてきたものに対してどう評価し、どうきちんと位置づけるか

という形になると、１年間で果たしてまとまるんだろうかという形だったものが、それぞ

れに従来のものも生かされながらここまできたという点で、非常に私は評価されるもので

はないかと思います。 

 基本的に発言しなかったのは、普光院委員が言っていらっしゃることや秋田先生や皆さ

んがおっしゃっていることにほぼ賛成をしているからだと思っていますが、やはり変えた

というときに何かの施設を一つにするというイメージだけは払拭しておかないと、また形

が変わってしまう。今、木幡さんがおっしゃるように、今のように説明が非常にきちんと

できてシンプルになっているんだと、どう理解するかということはとても大事だと思いま

す。 

 そのときに重要なことは、たくさん量を増やさなければならないという考え方ではなく

て、質をどう高めるかという中にあってだれもが参加できるというふうに考えるときに、

指定制の意味合いはとても大事だ。安易に取り扱ってはならない。それは子どもの側にと

ってとても悪いことにつながってくる。 

 それは、幼稚園だって長い間、さっきちょっと入谷さんがおっしゃったように、102 条

園が存在することと法人が存在することの間に長い間、悩まれたというのと同じように、

安易に指定制を増やすという程度で考えてしまうと、また同じように悩む。だから、やは

りそれはステップを踏むときにはきっちり考えるべきだと思います。 

 そして、秋田先生がおっしゃったように長い間の歴史は何かと言ったら、教育委員会と

いうものがよかったか、悪かったかは別として、指導主事を含めて必ず学校教育法の中に
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はもちろん児童福祉法も含めてですが、振興法というものがあったんです。あなたの町の

幼児教育はどう考えますか、子どもの教育はどう考えますかと、振興法という法律の下で

５年くらいのパターンで考えた上で先へ進むというやり方をずっとしてきたわけです。そ

のことを支えたものが児童福祉法や学校教育法の中に存在するわけです。 

 ですから、その辺りをしっかり守っていくことで質を担保していけるのではないかとは

思っております。そういう意味で、従来から積み上げてきた子どもの側に立った本当に夢

のある、そしてどの子も生き生きとできるということを支えるものの質をどこで支えたか

ということがこの中に位置づけられるといいと思います。 

 最後に、柏女先生が最後におっしゃったように、私もそろそろ言わなければならないと

いうふうに思っておりますのは、やはり障がいのある子どもたちの問題ですが、障がいの

ある子どもたちには幼稚園はないんです。皆さん、御存じないかもしれませんが、幼稚部

という形で属しているわけです。この幼稚部という問題をどのような形で位置づけていく

かというのは非常に大きな問題なんです。 

 あまり皆さん方を混乱させてはならないという思いでおりましたので、私は大体まとま

りそうになったときに特別支援学校における幼稚部というものをどう見ていくのか。これ

は幼稚園ではないんです。しかし、いるのは乳幼児の子どもたちです。その辺りをどう支

えていくのかということは、今後どこかで話し合いの中に入れていただければと思ってい

ます。 

 すみません。長くなりました。ありがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 金山委員、お願いいたします。 

○金山委員 今日は遅れての出席になりまして申し訳ありませんでした。私の方からも３

つ、お話をさせてください。 

 まず、「安心３本柱」の１番に子育て支援の強化を挙げていただいたことはとてもうれし

く思います。「働きたい女性は全員働けるだけの、子育て基盤の増強や「幼保一体化」の実

現」とありますが、この幼保一体化ワーキングチームで話し合われてきたことというのは、

親の就労支援ももちろん大事なんですけれども、そればかりではなく、これからの日本を

担う子どもたちのための保育、教育の量的、質的な向上をまず第一に考えてきたというこ

とも、もっと前面に出していただければと思います。 

 第２点目は、柏女委員さんや普光院委員さんの御意見にもありましたとおり、私もこの

幼保一体化の中で大事にしていただきたいと思っていることの中に、職員の福利厚生がご

ざいます。職員の待遇です。私は私立園の保育者としてしばらく働いてまいりましたが、

公立、私立の職員の待遇の格差というのはとても厳しいものがあると思います。民間企業

と公務員の格差是正というのは時々行われていますが、保育の専門職における公立、私立

の格差是正というのは聞いたことがございません。幼稚園、保育所は私立の園がとてもた

くさんあります。私も保育者養成校の教員でもありますので、教え子たちから、「先生、私、
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勤務して４年目なんだけれども、一番のベテランになってしまった」というような話も聞

きます。 

 やはりしっかりとした身分保障があって、働きやすい職場で職員が働いている保育所、

幼稚園はきっと子どもたちもゆったりと過ごすことができると思います。ただ、出してい

ただいた資料を見ますと、どうも私立の場合はそこの職員の規定に従うというような記述

が多くて私には理解するのが難しかったんですけれども、職員の福利厚生は、今後是非大

事にしていただきたい部分です。 

 ３つ目は、評価や情報公開について、15 ページ目です。「自己評価を義務化し、関係者

評価、第三者評価を努力義務化する」とあります。自己評価もとても大切なのですが、い

ろいろな幼稚園、保育所の自己評価の場に行きますと、どうも職員にとって最初からでき

そうなことのみを目標に挙げて、自己評価の際にオールＡで通すようなところも少なくな

いような気がいたします。 

 それを考えますと、評価のシステムをもう少し丁寧に構築していくことが大切だと思い

ます。それから「また」の部分ですね。「地域住民・保護者の理解増進及び連携・協力に資

するため」と書かれていますけれども、保護者の立場からの相談事であるとか困り事をち

ゃんと持っていける仕組みが必要だと思います。第三者評価の部分になってくるかと思う

のですけれども、この中で具体的に困ったときにはここに相談してねという、相談窓口を

保護者の人たちにもわかりやすくお示しいただければと思います。 

 最後ですが、「今後の検討課題とする」というのがこの資料の中にたくさんございました。

本当にもちはもち屋で、専門家の方々に詰めていただくしかない部分なのかもしれません

が、このワーキングチームで検討されてきたことを大切にしていただき、また、この問題

に関心を持っているのはここの場にいる人だけではありません。本当に多くの人たちが関

心を持っている問題ですので、その人たちにその経緯がわかるような形で大事に進めてい

って、育てていっていただきたいと思います。どうも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。これで全員が御発言いただいたわけでして、予定

は７時半でございます。早く帰りたいとおっしゃる方もいらっしゃるのですが、大事な会

ですので多少延びることは御了解いただきながら、しかしながら、御発言時間を御配慮い

ただければ大変ありがたく存じます。 

 それでは、渡邊委員、佐久間委員、清原委員と、こちらの列の委員の方からご発言をお

願いいたしましょう。 

○渡邊委員 ありがとうございます。まず初めに先般、この会議で初めて総合施設（仮称）

というものが出てきたんですけれども、これについて私はどうも不可解で、位置付けがど

うなのか、理解しにくかったんですけれども、今日の事務方の具体的な制度設計というこ

とで基本的な位置付けも示され、ようやく内容がはっきりしましたので、非常によかった

なと感じております。そんな中で、私自身だけのとらえ方なのかどうかはわかりませんが、

２、３点申し上げさせていただきたいと思います。 
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 まず、先ほどの指定制度の中でこども園（仮称）についての学校法人と、そして多様な

事業主体の参入を可能にするという考え方が示されました。そして、安定的・継続的な運

営を担保する観点から法人格を条件とするということも示されております。 

 そんな中で、一定の条件を満たせば指定の対象とするという付帯条件も示されておりま

す。この指定制度の法人格というのと、それから総合施設（仮称）の認可制度の位置付け

とは若干異にするものがあるのかわかりませんが、先ほど山口委員からお話がありました

けれども、いわゆる設置主体の考え方の中で、「学校教育体系の原則に基づき、国、地方公

共団体、学校法人及び社会福祉法人を原則とし、一定の条件を満たした法人は地域の実情

に応じた例外とするか、については、今後検討」と、その「今後検討」というところがち

ょっとうやむやなんですけれども、指定制度とこれは考え方を異にするのかもわかりませ

んが、何か矛盾しているような感じがしないのかなという疑問をまず第１点目に感じまし

た。 

 それから、具体的な制度設計の概要が示されているわけでありますが、そして先ほど設

定の全般にわたって御説明を受けたわけですが、21 ページに「公立施設の管理」というこ

との考え方が示されております。基本的には、管理は市町村の義務付けとするというふう

な考え方が示されております。そしてまた、25 ページに「職員の身分等」というふうなこ

とで、これは教育公務員特例法に基づいて、職員の身分は教育公務員とするとなっており

ます。また、いまひとつは、この総合施設（仮称）の許認可については都道府県の教育委

員会がつかさどるんだという考え方も示されています。 

 そうすると、現状においては私ども公立の場合、私立もそうですけれども、いわゆる幼

稚園、保育所については、幼稚園の場合は教育委員会が関与しております。そして、保育

所の場合は町長部局の方でやっているわけですね。そんな中で、これを今の時代の中でや

はり一体化すべく窓口を一本化するというふうな考え方で教育委員会に全部移している市

町村もあります。そしてまた、逆に市町村長部局に移して例外的な運用の中でやっている

ところもあるわけです。 

 それを、公共施設の管理という中で町長部局に一方的に管理を任せてしまった場合、そ

のほかに先ほど申し上げたような点についての矛盾が生じないのかどうかということを感

じたんですけれども、その辺はどうなのかなということを１点、御意見として伺えればと

思います。 

それからもう一つ、最後でありますけれども、財政措置の関係であります。これまでは

過去において、私立も公立も人件費等の経費について全部、国の負担金補助制度に基づい

て支援されておりました。ところが、公立についてはこの度、保育所の場合、一般財源化

されてしまっております。そんなことから、せっかく指定制度に基づくこども園（仮称）

については、すべからくこども園給付（仮称）の一体化に移行するわけですから、我々、

基礎自治体市町村も厳しい財政事情にあることは周知のとおりでございますので、私も市

町村の一般財源化されたことについては、これをこども園給付（仮称）の中で何とか私立
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も公立も一体的に財源補助していただくような考え方をお願い申し上げたいと思います。

よろしくひとつお願いしたいと思います。以上でございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 佐久間委員、お願いいたします。 

○佐久間委員 ありがとうございます。私も今回の制度改革の内容の、大きな枠組みにつ

きましては賛成をしていますし、皆さんがいわれている質を高めていくということ、また

それぞれの園の評価をきちんとしていくということは非常に重要なことだと思っておりま

すので、そこに異論はございません。 

 ただ、何か不可解な思いというか、明るい気持ちになれないことも事実です。それは山

口委員も言われておりましたが、私は昨日の日経新聞の村木統括官の記事を読んだときに

非常にうれしかったですし、昨日は全園の園長が集まる会議がありまして、本当に真摯に

子どもたちに向かっていこうとしている、質を高めていこうとしている姿を見ていると、

示されている案が、法人格の違いによって何かしらの差別を受けていくことがあるのでは

いなかと思い、それが本当に残念でなりません。 

 既に認可保育所は株式会社としてもたくさんの園が運営をしておりますし、そこは移行

措置として総合施設（仮称）になっていくということも言われておりますけれども、その

後の参入について株式会社は今後検討というふうになっていることに対して非常に残念に

思います。是非、ここは法人格がどうということではなく、質を見ていくというところで

しっかり議論をしていただきたいと思っているということが１点です。 

 それから、総合施設（仮称）は指定制という枠組みの中の認可の位置づけとなります。。

指定制の中にも、認可と認可外があると思いますが、指定制の基準を満たした施設の給付

体系は同一の水準であると言われておりますが、認可外に位置づけられる 0 歳から 5 歳ま

での子どもたちを預かる園は総合施設（仮称）には位置づかないのですよね？45 ページの

「経過措置等」に、「保育所については、小学校就学前の全ての子どもに学校教育を保障す

る観点から、一定期間後に全て総合施設（仮称）に移行する」とありますが、認可外の０

歳から５歳までの園ここには位置づかないと読みました。認可外の 0 歳～5 際の園はたく

さんあります。今回のこのワーキングチームの議論の中では、全ての子どもたちに高い質

の教育・保育をということをかかげており、認可外の園に通う子どもたちにも同じように

質を保っていこうということが大きな課題だったと認識しております。 

 一定の基準を満たすこども園の給付の水準は一定であると言われており、認可、認可外

にかかわらず本当に同一の給付水準を確実に実現していただきたいと思っております。 

現在の制度案では、０歳から５歳までの保育所が認可外としてはあって、指定が受けられ

たとしても、この総合施設（仮称）という枠組みからは外れているということを確認して

おきたいと思います。 

 総合施設（仮称）というものの中に入っているということでよろしいですか。では、現

在の認可外保育所も総合施設（仮称）になることができるというふうに思ってよろしいで
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すか。 

○大日向座長 一定の水準を満たしていればということですが、村木統括官から何かござ

いますか。 

○村木政策統括官 まず、指定制度で給付が一本であると、このことはこの場でも確認を

したとおりでございます。 

 その上で、今、総合施設（仮称）のその認可の仕組みについてここで新たに議論をして

いるということです。ですから、この議論で一定の枠がはまれば、その外にあるものとい

うのはこの総合施設（仮称）という認可を受けたものではなくなる。その基準について今、

御議論をしているということでございます。 

○佐久間委員 では、私の理解が違っていたのかもしれません。認可の方だけ０歳から５

歳までが総合施設（仮称）という位置付けになり、認可外の方はどうなるのだろうという

ことが１つ疑問としてありました。違うということですね。 

○村木政策統括官 今、申し上げた総合施設（仮称）というものの定義、今、学校教育法

上の位置付けがあるこの総合施設（仮称）というものについては、今議論している認可の

要件を満たしたものだけです。そういう意味では、おっしゃるとおり指定制度によって０

歳から５歳までのお子さんを皆、預かって教育・保育を提供している施設であっても、こ

の総合施設（仮称）に入ってこないものがあり得るということでございます。ハードルは

違うということで、違うというか、違うかもしれないということで今、より厳しいハード

ルを付けるかどうかということで議論をしているところです。 

 そういう意味では、確かに日経新聞の記事をお読みになった方はいらっしゃるかもしれ

ませんけれども、指定制度と認可制度は私は別々に記者さんには説明をしたつもりですが、

やはり若干記者さんも混同されているところがある。ですから、そういう意味では、今そ

こにずれがあるのか、ずれがあるとしたらどれぐらい大きなずれなのかということを議論

いただいているということです。 

○佐久間委員 ありがとうございます。それであれば、本当にすべてのお子様に同じよう

にということであれば、総合施設(仮称）の認可基準は、指定基準と同じ基準であるべきだ

ろうと私自身は思っているということをお伝えしておきたいと思います。 

 すみません。疑問が解決しました。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。 

 では、清原委員どうぞ。 

○清原委員 もう７時半を過ぎておりますので、簡潔に３点だけ申し上げます。 

 １点目、この総合施設（仮称）の創設の基本的な考え方の中に、単に学校教育・保育の

みの一体化ではなくて、「家庭における養育支援を一体的に提供する総合施設（仮称）」と

いうふうに書かれているということは大変重要なポイントだろうと思います。従来、どう

しても保育を必要とする皆様のために、待機児童をいかに解消するかということが優先的

に論じられてきた中、家庭における養育支援、そして学校教育というのがきちんと位置づ
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けられたということを大事にしたいと思います。 

 ２点目です。今日いただきました資料の４－２の「総合施設（仮称）の創設」の副題は

「二重行政の解消」とあります。二重行政が解消しますよという方向性が示されました。

例えば、認定こども園の現行を例示して、将来的には総合施設（仮称）になるので、二重

行政は確保されますよと。ただし、私は自治体で仕事をしている者として、すべてが総合

施設（仮称）になるのにはそれなりの時間がかかり、そして今、村木政策統括官がおっし

ゃいましたように、多様な存在として保育施設も残り、また幼稚園も残るでしょうから、

実際には、「三重行政になる覚悟」を基礎自治体の市町村の立場としてはしなければならな

いのかなというふうには思っています。 

 ただ、見通しとして、やがて将来的には総合施設（仮称）にできる限り統合化されるの

だという御提案だとは受け止めておりますが、覚悟もまだ求められているのかなと思って

お聞きしておりました。 

 それゆえに、この資料の４－３の 10 の「経過措置等」というところが、ちょっとまだこ

の３項目では不十分ではないかなと思っています。あまりにも細かい制度をお考えになっ

ていましたので、どうしてもこの点ぐらいしか代表的にお挙げにならなかったと思うんで

すが、実は経過措置ということが質を高める上でも重要です、大変申し訳ないんですけれ

ども、この整理された中に許可・指導監督権者とか、評価、情報公開とか、研修とか、政

治的行為の制限とか、保険だとか並びますが、眼目は子どもたちが総合施設（仮称）にな

ったことでよりよい内容の学校教育と保育を受けるということが「見える化」されていな

ければいけないと思うんですね。今回の制度の整理は、どうしてもそういう部分ではない

ものが先行して整理をされていますので、先ほど言いましたように、三重行政を当分の間

しなければならない立場としては、現実的に渡邊町長もおっしゃったように財政のことも

考えたり、事務量を考えたりして、ちょっと臆するところがあるわけです。 

 しかし、そうではない。これが経過措置であって、過度的であって、結果的に総合施設

（仮称）化することのメリットが子どもにいくという絵柄、あるいは整理の仕方を更にし

ていただくと、私たち市町村の立場も更に気概を持って進んでいくことができるのではな

いかと思います。以上です。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 それでは、こちらの列で荒木委員代理、佐藤委員、中島委員でおしまいとさせていただ

きます。 

○荒木委員代理 一言だけ、時間のないところなので言います。研修のことがしっかりと

明確に書かれておりますことに感謝しております。質の中身の向上という意味で、研修は

欠かせないと思っています。 

 本日、私の園でも指導室訪問というのがありまして、区の教育委員会の指導主事の先生

が来て保育を見てくれたんですけれども、幼稚園は常に見てくださいという姿勢で、そう

いう研究、研修のところに先生たちが意欲を持っているというところがいいですねという
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助言をいただいたので、是非こういうことを進めていってほしいなというふうに一言、添

えたいと思いました。 

○大日向座長 ありがとうございます。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 総合施設（仮称）、先ほどの更新制のときにも述べたのですが、臨時休業とい

う措置とか、そういうところが出てきました。前回のワーキングチームのときにも指針の

ことを話したんですが、今回の震災のような場合のことも考えられると思うんです。そう

いうときには、個々のいわゆる総合施設（仮称）だけでは対応できない部分が出てくるだ

ろう。 

 ですから、前回出てきたような、何か所かに１件のような拠点的な部分があったりとか、

そういうものを整備するようなものを市町村と一緒になって体制整備をすることもこの中

に入れ込まないと難しいのではないか。私たちは、保育所はそういう意味でのセーフティ

ネットを保ってきましたので、そこを何とか維持できるような部分をまず改めてお願いし

たいと思います。 

 それから今回、総合施設（仮称）の中に家庭における養育支援を一体的に提供するとい

うところがありました。これが、これまでの中で一番弱かったところのような気がするん

ですね。ある意味では御家庭におられる子育て支援と言うんでしょうか、そこについては

現在の給付体系の中だと基礎給付しかないわけですね。今回もそうですけれども、子ども・

子育て支援給付（仮称）の中のこども園給付（仮称）の中には対象外のはずなんです。そ

れで、この総合施設（仮称）のところだけには家庭における養育支援を義務付ける。 

 でも、ここで位置付けられているものは今、現在でいくと地域子育て支援拠点事業や一

時預かり等しか想定できないんですが、ここをもっと幅広く、どのように今までこの給付

の体系から外れているようなすべての子育て家庭にそういうことができるのかというよう

な具体的な絵もこれから描かなければいけないので、今後そういう場を持っていただくこ

とも強く要望しながら、意見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。 

 それでは、最後に中島委員お願いいたします。 

○中島委員 ありがとうございます。私もここまで、実務を含めて材料をまとめていただ

いたことについて感謝をしたいと思います。その上で、今日お返事をいただく必要はない

ですが、今後の作業の機会に教えていただきたい点があります。 

 １つは、資料４としてまとめていただいている「総合施設（仮称）」に関する資料の性格

でございます。それと、今後法律案に落とすということなどをイメージしておつくりいた

だいていると思いますけれども、今後これをどのように扱うかということです。 

 ２点目は、何人かの方が御指摘になりましたけれども、指定制と、「総合施設（仮称）」

の制度設計を積み上げていきますと、やや矛盾があるような気がいたします。それら判断

をどこの場で整理をするのかです。 
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３点目は、資料４－１の２ページの「２．総合施設（仮称）の具体的制度設計の概要」

に総合施設の「根拠法」がございます。矢印が右を向いておりますので、例えばその左側

に今ある３つの法律があって、右側に「総合施設法（仮称）」となっておりますけれども、

これが例えば先ほど児童福祉法 24 条という例が出ましたが、児童福祉法はいじらないとい

う前提で「総合施設（仮称）」に関わる新たな法律を一括法の中で整備するということでし

ょうか。 

 それから、例えば資料４－３の５ページです。「３．設置認可、指導監督等」ということ

で①の中に２つの丸がありますけれども、「総合施設（仮称）の設置認可等は都道府県単位

で行う」という１つ目の○の下にある※の大都市特例は、「総合施設（仮称）の設置認可、

指導監督等は、都道府県知事が行う」という２つ目の丸にもかかるというふうに理解をし

て良いのでしょうか。何かこの２つの丸が、私の理解が追いつかないのですが、矛盾する

ような気がいたします。 

 それから、もう一つだけ教えてください。６ページの総合施設（仮称）の設置主体のと

ころで都道府県知事の下に※で「国（国立大学法人）、都道府県は不要」とあるんですが、

これが「設置認可・指導監督等の主体」のところに入ってきている意味はどのようなもの

でしょうか。これらのことも含めて今後の整理の中で教えていただければと思います。あ

りがとうございました。 

○大日向座長 ありがとうございました。時間も大分過ぎましたが、本日は本当にさまざ

まな御意見をいただきましてありがとうございます。最後に１、２分、時間をちょうだい

できればと思います。 

 これまでこの幼保一体化ワーキングチームは、昨年の 10 月から本日まで９回にわたって

開催いたしまして、皆様から大変活発な御意見をいただいてまいりました。毎回いただい

た御意見を事務局にて資料に反映していただき、その資料を基にまた議論を重ねるという

過程で、幼保一体化の在り方がかなり鮮明になってきたのではないかと思います。 

 冒頭、村木政策統括官から「安心３本柱」についての総理指示の御報告をいただきまし

て、この点につきましてはほとんど多くの方が大変評価をされました。それはひとえに、

この幼保一体化ワーキングチームで議論をしてきたことが反映されてきたのではないかと

思います。 

 制度案要綱のすべての子どもに質の保障された発達環境を保障するという目的。同時に、

親の生活への支援、ここを大事にこのワーキングチームでは議論してまいりました。そし

て、子どもを大事にする観点から子育て支援を強化をしたいということは両副大臣始め政

務の皆様、そして事務方が大変強く強力に訴えてくださった賜物だと思いまして、皆様も

おっしゃいましたが、私もここで改めて御礼申し上げたいと思います。本当にありがとう

ございました。 

 もちろん、まだまだ細かい点につきましては、皆様もさまざまな御意見がおありのこと

はよく承知しております。しかし、前回も申し上げましたけれども、この幼保一体化を含
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む子ども・子育て新システムは、６月に取りまとめられる税と社会保障の一体改革と歩調

を合わせて一定の結論を出す必要がございます。 

 したがいまして、本日までの御議論を踏まえまして、皆様に一致していただいたところ

をまとめ、今後それが理想の姿に対して経過という言葉もありましたけれども、これがす

べてではない、必ず理想の姿を道しるべとしつつ、今ここから実を取る形でスタートした

いというような形で、できれば基本制度ワーキングチームにも御報告をさせていただきた

いというふうに考えております。 

 本日、配布された資料につきましては、今、中島委員も最後に御質問されましたが、委

員の皆さまからのご質問もいくつかありました。それらを含めて、必要に応じて修正、あ

るいは可能な限り回答をいただけることは回答いただき、今後、協議すべきことを明らか

にするということで、基本制度ワーキングチームへの報告につきましては座長の私に御一

任いただきたいと存じますが、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○大日向座長 ありがとうございます。では、そのようにやらせていただきます。 

 次回の基本制度ワーキングチームにおきまして、皆様のお考えをしっかりと御報告させ

ていただきたいと思います。 

 何か事務方からありますか。何か最後にございますか。 

○小宮山副大臣 本当に大日向座長を始め、皆さんには熱心な御議論をいただいてありが

とうございました。 

 「安心の３本柱」の中に子どもを１番に入れられたというのは皆様のお力だと思います

が、今、座長もおっしゃっていただいたように、実際の財源をどれだけ取ってくるかとい

うのはまだまだこれから勝負でございます。是非いろいろと皆様方も、また聞いていらっ

しゃるメディアの皆さんも応援をしていただいて、これからの日本をどうするかのカギだ

と思っていますので。これから私どもも６月末まで「子ども、子ども、子ども」以外言い

ませんので、是非またよろしくお願いを申し上げます。 

 本当にありがとうございます。 

○大日向座長 ありがとうございました。 

 それでは時間もまいりました、本日の会合はこれにて終了いたします。ありがとうござ

いました。 


	【セット版】23-5-25子ども・子育て第9回幼保一元化WT表紙
	【セット版】23-5-25子ども・子育て第9回幼保一元化WT議事録

