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山口委員、吉村委員を指名する。
1
1 ．委員会の運営
正副委員長案を了承する。
1. 第 6‘号議案 豊島区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例・・・・ 1
関子育て支援課長より説明を受け、審査を行う。
全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。
1 ．第 75 号議案 豊島区立舞台芸術交流センターの指定管理者の指定にっいて 、・・ 11
第 76 号議案 豊島区立地域文化創造館の指定管理者の指定にっいて
2 件一括して、八巻文化デザイン課長及び矢作学習・スポ一ッ課長より説明を受
け、審査を行う。
挙手多数により、原案を可決すべきものと決定する。
1 . 22請願第 7 号 「子ども・子育て新システム」にっいての意見書採択を求める
請願
22陳情第 40 号 保育制度に関する意見書提出を求める陳情

22陳情第 43 号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情
22陳情第 44 号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情
22陳情第 45 号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情
22陳情第 46 号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情
6 件一括して、小花保育園課長より説明を受け、審査を行う。
22請願第 7 号については、全員異議なく、採択すべきものと決定する。
同決定に伴い、意見書案を作成することとなる。
案の作成を正副委員長にー任する。
22陳情第 40 号、第 48 号、第 44 号、第 45 号、第 46 号については、挙手多
数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。
次回の日程
12 月 7 日（火）午前 10 時 委員会を開会することとなる。
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◇
小林（俊）委員長
それでは、これで議案を審査を終わりまして、次に、請願・陳情
0
の審査を行います。
22請願第 7 号、 「子ども・子育て新システム」についての意見書採択を求める請願、
22陳情第 40 号、保育制度に関する意見書提出を求める陳情、22陳情第 43 号、保育制
度改革に関する意見書提出を求める陳情、22陳情第 44 号、保育制度改革に関する意見
書提出を求める陳情、22陳情第 45 号、保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情、
22練情第 46 号、保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情、以上 6 件を事務局に
朗読してもらいます。
0野田書記 それでは、朗読させていただきます。
22請願第 7 号、 「子ども・子育て新システム」についでの意見書採択を求める請願。

要旨。私たちは子どもたちの豊かな成長を願い、保育園・地域の子どもたちや保護者と
関わり、共に子どもを育て、保護者の就労を支え、地域の親子を含めた子育てを支援す
る仕事をしております。 OECD は「 Start ingStrong 」と提唱していま
すが、私たち豊島区私立保育園園長会も、 「子どもたちの人生の始まりがカ強く」と心
から願い、未来を担う子どもたちが成長している場である保育園の制度がさらに充実し
ていくことを願っております。子どもたちは、どの子どもにも健やかに育つことが等し
く保障されなければなりません。現行の保育制度は、憲法 25 条と児童福祉法 24 条で、
国と自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度の柱に
しています。しかし、現在検討されている「子ども・子育て新システム」は、最低基準
の廃止、直接入所契約、応益原則の導入などが盛り込まれており、私たちは子どもたち
が置かれる環境が今よりも悪くなるのではないか、保育の公的責任が縮小されるのでは
ないかと懸念しております。また、保育園と幼稚園を一体化し「こども園」にするなど、
大きな制度改革であるにもかかわらず、来年には国会に法案が提出され、平成 25 年度
から実施するというスケジュールで進められており、十分な論議がされず決まってしま
うのではないかと、危機感さえ感じております。昨今、虐待で命を落とした子どもの報
道も多く、私たちはこのような時代だからこそ児童福祉施設である保育園の役割がさら
に大きくなっていると認識しております。このような状況の中で、貴議会から国に向け
て、現在国で検討されている「子ども・子育て新システム」に対し、拙速な結論は避け
十分な論議をすること、自治体や関係者の意見を十分に考慮して進めることなどを求め
る意見書を提出してくださるようお願い申し上げます。これからの日本の「保育・子育
て施策」が、 「貧困」や「虐待」が深刻になっている状況も踏まえて、すべての子ども
たちの健やかな成長を保障できる内容になることを切望し、貴議会の大きなお力添えを
いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
続きまして、22陳情第 40 号、保育制度に関する意見書提出を求める陳情。
要旨。現在、国において検討されている新たな保育制度「子ども・子育て新
システム」は、 「最低基準の廃止」や「財源の一元化」 「基礎自治体による自由な給付
設計」 「多様な保育サービスの提供」 「直接契約の導入」などを実現するとしています。

しかし、実際には利用者の負担増によって利用したくても利用できない家庭や、保育水
準や保育の質の低下、地域格差が生じることが予想されます。私たち職員は、子どもの
笑顔や成長に喜びを感じ、保護者と一緒に子育てをしています。そして、人格形成の基
礎を培う「保育」という仕事にやりがいを感じています。しかし、 「子ども・子育て新
システム」が施行されたとき、保育は細切れになり、子どもの発達に即した継続的な保
育・行事の実施は難しくなります。そのため、現在のように安定した職員や環境の中で
子どもたちが育っていけるか不安を感じています。子どもの貧困や虐待、子育て困難が
広がっている今、国と自治体の責任を確保し、すべての子どもたちに対して必要な保育
が受けられるよう、保育・子育て支援の制度を充実させることが必要だと感じます。つ
いては、将来を担う子どもたちのために、貴議会より国に向けて、保育制度に関する意
見書を提出していただきたく陳情いたします。
続きまして、22陳情第 43 号、保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情。
要旨。現在、国において、 「地域主権改革」と称して、国が定
める保育所最低基準を地方条例にゆだね、地方自治体が保育所を増やさなくても乳幼児
を詰め込むことによって待機児童解消を可能にする方針を明らかにしています。さらに、
「幼保一体化」と称して、直接契約・直接補助方式の導入など、介護保険制度をモデル
にした保育制度改革を行い、幼稚園制度に一本化することによって福祉としての保育制
度を根本から変える検討を進めています。このような改革が行われると、現在我が子が
通っている保育園も運営方法が変わり、なれ親しんでいる先生が勘けなくなったり、家
庭の経済状況により子どもが受ける保育のレベルにも格差が生じ、日々の保育に様々な
支障が起こるだけでなく、山登りや合宿といったかけがえのない経験ができなくなるこ
とが予測され、保護者側にも大きな不安を引き起こしています。千早子どもの家保育園
は、これから生きていく上で最も大切な、人とかかわる力や助け合う心を、異年齢のゆ
ったりしたかかわりを通して育て、歩くことを軸にした基礎体力づくりにカを入れるな
ど、家庭ではなかなか経験できないことを積極的に保育に取り入れ、歴代の先生方がつ
くり上げてきたすばらしい保育が今も引き継がれています。一人一人が成長をじっくり
と見守られ、子どもたちが毎日安心して過ごせる環境であり、子どもにとっても保護者
にとってもなくてはならない場所です。保護者同士のつながりも強く、お互いの子ども
の成長を共に見守り喜び合ったり、困ったことがあれば支え合うことができるネ，ソトワ
ークができ上がっており、保育園を通してのつながりは働く親たちのオアシス的存在で
もあります。そんな大切な保育園が、行政が強制的に始めた制度によって壊され、先生
たちが苦しみ、保護者同士の関係も崩され、なんといっても、今、笑顔いっばいの生活
の子どもたちが混乱の中で苦しみながら生活するのは許せません。今、子どもたちの世
界が守られなければ、日本の未来はありません。今必要なことは、国が定める最低基準
を廃止・緩和することではなく、国の責任において改善し、財源を保障すること、及び、
国と地方自治体の責任を明記した現行保育制度を基本に保育予算を大幅に増額し、地方
自治体による保育施策の拡充を保障することです。つきましては、貴議会において、国
に対して、下記事項を内容とする「保育制度改革に関する意見書」を提出していただき
たく陳情いたします。記。 1 、児童福祉法第 24 条に基づく現行保育制度を堅持・拡充
すること。 2 、地方自治体が待機児童解消のために保育所を整備できるよう、国が必要
な支援と財政措置を行うこと。 3'
幼保一体化を含む保育制度改革にあたっては拙速な
結論は避け、慎重に審議し、保育に格差が生じる直接契約・直接補助方式は導入しない
こと。 4 、保育水準の低下につながる国の保育所最低基準廃止・弓は下げを行わず抜本
的に改善すること。 5'
保育所、幼稚園、学童保育、子育て支援施策関連予算を大幅に
増額すること。子育てにかかわ馴濡蔓者負担を軽減し、仕事と子育ての両立が図られる
よう、社会的環境整備を図ること。 6 、民間保育所運営費の一般財源化は行わず、公的
保育所運営費、施設整備費を国庫補助負担金に戻すこと。

続きまして、22陳情第 45 号、保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情。
要旨。現在、国において検討されている新
たな保育制度「子ども・子育て新システム」は、すべての子どもに切れ目のないサービ
スを保障するとしながら、市場原理による保育のサービス産業化や直接契約・直接補助
方式の導入など介護保険制度をモデルにした保育制度改革に加えて幼保一体化や最低基
準の地方条例化まで、十分な論議もないまま強引に進めようとしています。現行保育制
度は、国と自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度
の柱にしており、すべての子どもの保育を受ける権利を保障してきました。しかし、現
在検討されている国の制度改革の方向は、国の貴任を市町村にゆだねるだけでなく、児
童福祉法 24 条に基づく市町村の保育実施責任を大幅に後退させるもので、保育の地域
格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子どもが受ける保育の質にも格差が生
じることになりかねません。あわせて、それぞれ成り立ちも運営形態も異なる幼稚園と
保育所を一体化することに対して拙速な結論を出すことは、社会に大きな混乱を弓は起
こします。子どもの貧困や子育て困難が広がり、急激な少子化の進行にもかかわらず都
市部では保育所の待機児童が急増しており、過疎地で保育の場の確保が困難になってい
る今！必要なことは、国と自治体の責任で保育・子育て支援を拡充し、十分な財源を確保
することなど、すべての子どもに質の高い保育を保障するための保育制度の拡充です。
よって、貴議会において、国に対して、 「子ども・子育て新システムの再考を求める意
見書」を提出していただきたく陳情いたします。
0小林（俊）委員長 今、先に 45 号を読んだから、 44 号を読んでください。

0野田書記 失礼いたしました。
認陳情第 44 号、保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情。
要旨。現在、子どもの貧困や
保育所への入所希望の待機児童が急増し、子育ての困難が広がっています。そうした中、
国は、 「子ども・子育て新システム基本制度案要録」を出し、市場原理による保育サー
ビス産業化や直接契約・直接補助方式の導入・応益負担、幼保一体化や最低基準の地方
条例化まで、十分な議論もないまま強引に進めようとしています。現行保育制度は、国
と自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度の柱にし
ており、保育園に入所を希望する家庭の子どもは、保育を受けられるよう児童福祉法に
より自治体の責任で入園ができています。しかし、現在検討されている国の制度が導入
されれば、子どもの保育環境や職員配置の最低条件を決めている国の「最低基準」を廃
止することが考えられ、国の責任が市町村にゆだねられ、地域の格差、家庭の経済カの
格差が保育を受ける子どもたちにストレートに反映されてしまいます。あわせて、それ
ぞれ成り立ちも運営形態も異なる幼稚園と保育所をなくし、 「こども園」にー体化する
ことに対し早急な結論を出すことは、社会に大きな混乱を引き起こします。保育所はた
だの「託児施設」ではなく、子どもたちの生活の場であり、成長・発達の場です。 「子
ども・子育て新システム」になると、職員の雇用が不安定になることが予想され、保育
所職員としての経験やスキルが蓄積されにくくなることが心配されます。子どもたちを
健やかに育てるためには、経験豊かな職員集団が必要です。今、求められているのは、
国と自治体の責任で保育・子育て支援を拡充し、保育に必要な財源を確保することや、
未来を担っていく子どもたちに質の高い保育を保障するための保育制度を守り、さらに
拡充していくことです。よって、貴議会において、国に対して、 「子ども・子育て新シ
ステムの再考を求める意見書」を提出いただきたく陳情いたします。
続きまして、22陳情第 46 号、保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情。
要旨。保育園は、福祉施設です。保育園は、働く保護者の就労を保障する

場であり、共育てをする場であり、子どもが生活をする場であり、成長、発達を保障す
る場でもあります。私たち保育者は、日々の保育と研修を何年も積み重ね、成長、発達
に沿った保育カリキュラムを作成し、一人一人に見合った保育を保障し、子どもの心に
寄り添った保育を実践しできました。歩くことを大切にした散歩と山登り、白然を満喫
できる合宿、お友達とけんかを体験しながらも人と人を結ぶコミュニケーションの土台
づくりなど、年齢に見合った保育をしてきました。栄養士も、子どもの心身の健康を守
り、食の楽しさを伝えるために、季節感あふれる給食、畑の野菜づくり、命を頂く大切
さを伝える収穫祭など、日々の調理や研修を積み重ね、食育カリキュラムを作成し、実
践してきました。今、政府において検討されている「子ども・子育て新システム」とは、
保育を成長の期待できる重要な産業と位置づけ、保育を福祉から切り離し、国や自治体
の責任を後退させ、保育の市場化をねらったものです。このシステムが導入されれば、
私たちの長年培ってきた保育実践は根底から覆されてしまいます。保護者の就労に合わ
せた認定時間以外、保護者の経済状況によって、保育を受けられない子が出てくる状況
があり、同じ保育園の中で、同じ年齢で、散歩や山登り、合宿に参加できる子と参加で
きない子が出てくることになりかねません。また、このシステムは、自治体の責任が後
退することが考えられるため、発達障害や育児困難家庭の子どもが保育園に入所できな
い状況も出てくるかもしれません。豊島区の各保育園は、長年培ってきた保育実践があ
ります。私たち、千早子どもの家保育園も過去の無認可時代からの保育実践があり、今
の保育につながっています。それは、豊島区と豊島区の保育関係者が長年築き上げてき
た区民福祉向上を目指す保育施策を基調にしています。今回の「子ども・子育て新シス
テム」の制度は、豊島区が目指す、子どもと保護者に寄り添う保育園のあり方と対立す
る考え方です。よって、貴議会において、国に対して、 「子ども・子育て新システムの
再考を求める意見書」を提出していただきたく陳情いたレます。
以上でございます。
0小林（俊）委員長
6 件一括して、理事者から説明をいただきます。
0小花保育園課長 ただいまの請願第 7 号、陳情 40 号並びに 43 号から 46 号までに
つきまして、その背景になっております子ども・子育て新システムの概要についてご説
明を串し上げます。
資料をご用意いたしましたので、ご用意をお願いいたします。 A4 判、横書きで、表
紙がチャートになっているものでございます。上に平成 I6 年から平成 21年までの年
号のついているものでございます。この表は、横向きにそれぞれ今までの子ども施策に
つきましての経緯の流れが、また縦には上の方が最初に入る学校としての幼稚園の位置
付けについて、それから下半分につきましては就学前の保育制度につきましての今まで
の改革の流れが書いてございます。ここにはございませんけれども、例えば平成 13 年
度には待機児ゼロ作戦、平成 20 年度には新待機児ゼロ作戦なども行われております。
一番下段にご注目をいただきたいと思います。真ん中辺り、社会保障審議会少子化対
策特別部会の設置ということで、ここでかつてご審査いただいたこともございますが、
社会保障審議会少子化対策部会の報告について、その内容がございます。これまでの議
論の整理、その右側でございます。切れ目のないサービス、潜在需要の顕在化及び量的
拡大、多様な利用者ニーズへの対応、これらのことを、これは厚生労働省が中心になり
ましてその審議をしてきたものでございますが、それを右側、これは内閣府が中心とな
りまして、子ども・子育て新システムの基本制度案要綱として提案がされ、その右にご
ざいますように、今回の子ども・子育て新システムの検討会議での審議となったもので
ございます。
それでは、 I 枚おめくりをいただきまして、ここでの子ども・子育て新システムの検
討会議についてでございますが、これは、大きな 1 番でございます、明日の安心と成長
のための緊急経済対策を受けましての検討会議でございます。大きな 2 番、構成員は、
共同議長として内閣府特命担当大臣、それから構成員といたしまして総務大臣、財務大

臣以下の大臣でございます。 3 番目に、これが今回様セな新聞をにぎわしているところ
でございますが、 ワーキンググループとしての作業グループがごぎいます。スケジュー
ルといたしましては、これもまた新聞をにぎわせておりますけれども、来年度中の法案
の提出を見込んでいるということでございます。
I枚また、次のページでございます。メンバーでございます。子ども・子育て新シス
テムの検討会議は、これは設立当時のものでございますが、これらの閣僚によって構成
をされております。また、先程お話しいたしました作業グルーブは真ん中の段、四角の
中のようなメンバーによって設立当時開始をされたものでございます。また、今般これ
を前倒しして実施するということで、新聞紙上でも大分にぎわいました、村木事務局長
を局長といたしました前倒しのためのプロジェクトのチームが結成されているところで
ございます。
次のページでございます。限られた時間でございますので、請願・陳情の要点に沿っ
てご説明をさせていただきます。請願・陳情では、今後保育基準がこのシステムによっ
てどうなるのか、また入所の契約がどうなるのか、いわゆる認可保育園の応益負担のシ
ステムはどうなるのかといったご疑念、ご不安があるということで、陳情・請願が寄せ
られているところでございます。これらに沿いまして、また、大きな項目のーつであり
ます幼稚園と保育還の合体ということにつきましてご説明をさせていただきます。
まず、総論でございますが、一つーつの細かな改革事項もごぎいますが、このような
目指す社会として、す／’こ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、これらの社会を社会の仕組みとして目指していくんだということがまずうたわれ
ております。その下に方針がごぎいますが、キーワードといたしましては、すべての子
育て家庭が対象であるということ、それから良質なサービスを確保するのだということ、
それから地域の主権を重要なものとして位置付けるというキーワードがございます。そ
れを受けまして、新システムの中身でございますが、下に示されている 6 項目、中でも
上から四つ目の幼稚園・保育所の一体化、いわゆる新しいこども園構想というのが話題
になっているところでございます。
次のページでございます。制度設計の基本でございますが、市町村が主体となって包
括的な制度をつくっていくのだということがここでうたわれております。また、大きな
2 番目、下でございますが、市町村の権限と貴務ということで、五つの責務、必要な子
どもにサービス・給付を保障する責務、質の確保されたサーピスの提供責務、適切なサ
ービスの確実な利用を支援する責務、サービスの費用・給付の支払い責務、計画的なサ
ービス提供体制の確保、基盤の整備責務、これらの責務が市町村に課せられているとこ
ろでございます。
次、 3 ページでございます。このシステムによってどのようなサービスが用意される
のかということでございますが、(1｝と｛2）でありますような、わかりやすく申し上げます
と、子ども手当に見られるような現金による給付、それから施設による様々なサービス
を行う現物給付、これらの大きく分けでこの二つになるということを説明をしておりま
す。
4 ページをお開きいただきます。ここの（6）でございますが、ここにおきましては、市
町村独自の給付が可能だということで、それぞれの市町村の裁量によりまして、いわゆ
る上乗せの補助、それからいわゆる横出しの補助ができるんだということがここで述べ
られております。
その下の大きな 2 番には、キーワードのーつでありました生まれてからずっと絶え間
のない、切れ目のない子育て支援をしていくのだという切れ目のないサービスというの
がうたわれております。
それから、その下に、（2）番、ここは請願‘陳情でのご心配のーつでもあります価格制
度でございますが、行政が関与をした公定価格の制度にするということをうたっており
ます。

5 ページでございます。これがまた大きな論議の焦点でごぎいますが、新しいこども
園制度、けさの新聞にもございますが、五つの案が提示されまして、今論議が進んでい
るところでございますが、今ある幼稚園、保育園、それから旧来の認定こども園が一体
どのような姿になっていくのか、どのようなシステム構成がされるのかということで論
議が続いているところでごぎいますが、一番皆さんの関心を呼んでいる部分でございま
す。

6 ページでございます。この中の⑧その他サービスの下にあります給付の仕組み、こ
こにーつこのシステムの仕組みがわかりやすく書いてございます。丸が四つございます
けれども、一番上には、非正規労働者の方、それから職を求めている方を含めました様
々な就労状況に応じるようなサービスを確保するんだと。入所については客観的な基準
に基づく保育の必要性を認定をする、認定制度ということがうたわれております。その
下には、やはりこれは請願・陳情の中でご心配のーつであります入所はどうなるのかと
いうことでございますけれども、市町村の関与に基づく公的保育契約制度を導入すると
いうことになっております。また、一番最後には、これもまたご心配のーつであります
利用者の負担はどうなるのか、これについては一定の利用者負担のもとにサービスがで
きるよう公定価格を基本としつつ、現物給付とするということになっております。応益
負担であるのか、応能負担であるのか、その積極的な意味づけについては述べておりま
せんが、公定価格となるのだということがここで示されております。その下は、それで
はどのような事業者がそれを実施するのかということで、指定制をするのだ、指定をさ
れた事業者が実施するものについては給付が受けられるという指定制についてうたって
おります。
続いて、 7 ページでございます。一番上でございます。 2 行だけ残ってしまってわか
りにくいのですけれども、営利法人が参入した場合、それぞれ株式会社、 NPO.. NP

0 は営利ではありませんけれども、有限会社、その他いろいろな形態がございますので、

その形態に合った会計ルールでやっていいのだということがここで述べられております。
今までは社団福祉法人会計をすべてに適用するというやり方がされておりましたので、
営利法人にとっては極めて煩雑な会計処理がしなければならなかったという参入障害に
なっていたところでございます。
そこから下は、切れ目のないサービスの保障、それから放課後児童給付といったサー
ビスのあり方、それから、その次のページに行きますと、 8 ページでございます。全体
の負担はどうするのか。丸の三つ目でございますけれども、国及び地方の恒久財源の確
保を前提として実施をするのだ。
それから、その下、四角でございます。幼保一体化、これは新しいこども園、ただ、
それぞれ伝統のある、またそれぞれ制度の違う幼稚園と保育園が合体するものですから、
これは相当な大事業になるということがまたここでも記されているところでございます。
続いて、 9 ページ、最後に工程がございます。 23 年通常国会に法案を提出し、 25
年度の施行を目指すということで、今回、請願・陳情の中でもごぎいました拙速な工程
なのではないかということをご指摘されているものと思います。
ご説明は以上でございます。

0小林（俊）委員長 それでは、審査に入りたいと思います。質疑のある方は…・。
0吉村委員 では、最初にお願いさせていただきますが、まず、確認なのですが、今回
のこのシステムに関してですが、かつて国の社会保障審議会、先程横型のぺらでもご案
内がございましたが、社会保障審議会の第 I 次報告のときに陳情が出たと思います、私
立保育士組合ですか。その折にたしか審査の結果、継続という判断をさせていただいた
のではないかと思いますが、今回のこの子ども・子育てシステムは、その内容がその時
の報告に似ているような気がするのですが、いかがなものでございましょうか。
0小花保育園課長 先程ご説明させていただきました表紙のところにありました、下段
のようにありますように、厚生労働省が審議会として社会保障審議会の中で少子化対策

特別委員会というものをつくって、保育園制度についても論議をしていたところでござ
いますけれども、ここでもやはりキーワードとしては切れ目のないサービス、すべての
子育て家庭の支援、それから多様な利用者ニーズに応えるのだということで、今回のこ
の要綱案と非常に類似したところがございます。ただ、論議がなかなか遅カとして進ま
なかったということもあるのかわかりませんけれども、今回の内閣府のこの新システム
の要綱の扱いにつきましては、今回は内閣府が中心であること、それからそれを先取り
実施をするための待機児童ゼロ特命チームというものをつくって、いわば迅速な執行を
していくのだということを言っておりますので、スビード感を求めたということが前回
と今回との差異なのではないかと考えております。
0吉村委員 であるならば、22請願第 7 号にある、子ども・子育てシステムの中に保育
最低基準の廃止、直接入所契約、保育料の応益負担の導入などが盛り込まれているので、
保育の公的責任が縮小されるのではないかと心配されています。その点は実際のところ
どうなのか教えてください。
0小花保育園課長 新システムについて審議がされている、様々な関係者のヒアリング
を受けながら、委員たちが審議をしているという段階でございますので、具体的にどう
なるのかというのはなかなかわかりかねるところでございますけれども、五つの責務と
いうことをこの要綱の中で市町村に課しておりますので、直ちに公的な責任がなくなっ
てしまうということはないのではないかと。この要綱を見る限り、そのように読み取れ
るところでごぎいます。必要な子どもにサービス、給付を保障する、質を確保する、適
切なサービスを支援するということもありますので、これが市町村の責務とされている
ところでございます。
吉村委員
今回のこの請願を出された皆さんは、今日もお見えでございますが、私立
0
保育園の園長たちなのです。でありますところからすれば、新聞でも話題になっている
幼稚園との一体化というのに対して大変不安を持たれているのではなかろうと思ってお
ります。しかも、来年法案を提出して、 25 年にもう実施するという性急さには私たち
もびっくりしているところなのですが、幾ら何でも拙速だと思わざるを得ない。この請
願では、自治体や関係者の意見をよく聞いて進めるよう提言されているわけですけれど
も、このあたりは実務サイドとしてはいかがなものなのでしょうか。
0小花保育園課長 今日のこれは読売の朝刊でございますけれども、例えばこの中にも
こども園、幼稚園、保育所と併存で集約という内容で報道されておりますが、これもワ
ーキンググループの中では、例えば一旦廃止をして設置するんだという、なかなかドラ
スチックな方法はとられていたわけですけれども、それがこのように変わっていったと
いうことを考えますと、やはり性急さについて、拙速さについては国民の皆さんの意見
があるのではないかと思います。
また、私ども実務課の面から見ますと、理念も歴史も設備も違うそれぞれの保育園、
幼稚園が合体をして新しいものになっていくというのは、やはり私どももその実務につ
いて相当な不安がごぎいますし、その事務量も相当膨大なものになるのではないかと考
えております。
0吉村委員 この請願の中に、園長たちから書かれたのでしょうけれども、保育園には
虐待を防ぐ役割もあると言っています、この文章の中に。ここら辺は課長たちから見れ
ば、どうとらえているのかな。また、この新システムとどう絡むのか、もしご理解いた
だいているなら教えてもらいたい。
0小花保育園課長 本区では東部子ども家庭支援センター、これも全国に先駆けて虐待
児童の予防、保護ということで活動しておりますけれども、そのような本区の立場から
考えましても、保育園には問題を抱えたご家庭、それから困窮をされているご家庭の支
援、それから相談を受けるという機能はやはり大変重要なものだと思っております。し
たがいまして、この新システム下で設立されますそういった保育施設にもこれが十分や
はり機能していただかないと、本区としての今までの経験、実績から見ましても不安が

あるところでございます。

0吉村委員 では、後ろの陳情についてもお伺いさせていただいてしまうんだけれども、
その 40 号の中に、新システムでは保育が細切れになると言っています、ちょうど中間
辺りですけわども。もう一方では、利用者の負担増によって利用したくても利用できな
い、また保育水準や保育の質が低下するということが予想されると言われていますけれ
ども、そこら辺のとらえ方はどうなのでしょうか。
0小花保育園課長 保育の継統ということは、小さなスパンと大きなスパンがあるかと
思うのですけれども、小さなそれぞれの園のスパンで申し上げれば、例えばこの新しい
システムによって、それぞれの僧々のこれから設置される園が保育がやりにくくなる、
それから継続がしがたくなるというのは、そのような園が設立されて以降、なかなか想
定しにくいところであります。
それから、もうーつは、大きなスバンで見た場合、切れ目のない、生まれてからずっ
と子育て支援を支えていくんだということがうたわれておりますので、大きなスパンで
見ますと、逆に切れ目のない保育が念頭に置かれているのではないかと、この要綱を見
る限りはそのように考えております。
また、ご心配のーつでありますサービスの費用はどうなるのか、それから入所の仕組
みはどうなるのかということについて、やはりこれは審議がまだ細かなところまで至っ
ていないということがありまして、これについては不安、ご疑念はもっともだなと思っ
ております。

0吉村委員 この陳情の中には根拠があまり示されていないので、理解するところでは
ないのですが、次に 43 号には、 2 行目辺りには、乳幼児を詰め込むことによって待機
児童解消を可能にという、明らかにされているという書かれ方、それからなれ親しんで
いる先生が働けなくなったりとか、日々の保育に様々な支障が起こるだけでなく、山登
りや合宿といったかけがえのない経験ができなくなるということも書かれているのです
が、ここら辺のところの私は理解できないので、教えていただける。
0小花保育園課長 この新システムがいわゆる詰め込みのようなものを前提にしている
のかというのは、この要綱の中では保育の質を確保するんだということで述べておりま
すのと、もうーつは、今後保育基準をどのようにするのかというところがまだ見えてい
ませんので、わからないところですけれども、地方分権改革会議などでは、例えば大都
市ではある程度の緩和もあるのではないかという決定がされておりますので、そちらに
ついては実務的にはまだ動いておりませんけれども、この要綱について言えば、積極的
な意味で保育基準を廃止するということは読み取れないと思います。ですから、詰め込
むことによって待機児解消をというのは、本区では従来からそういうことはとっており
ませんし、この要綱からも読み取りにくいトーンはありますけれども、逆に触れていな
いだけにご不安があるのではないかと思いますけれども。
それから、先生が働けなくなるということはどのような根拠でおっしゃっているのか、
また細々とした行事ができなくなるのかどうかというのはわかりかねますけれども、今
のこの要綱の中からは読み取れないことでございます。

0山根子ども家庭部長 今、保育園課長がお話ししたとおりでございますけれども、今
国で話している到達点というのですか、オーソライズされたものは、今この資料でお示
ししました制度案要綱だけです。制度案要綱がオーソライズされたものです。これは本
当の骨組みというか、枠組みだけでございまして、どういうシステムをつくっても当然
メリット、デメリットも出てきますので、デメリットのところは当然補完していかなけ
ればいけない、そういう議論はこれからだということでございます。ですから、先程虐
待対応ができないのではないかとか、それから保育を受けられない子どもができてくる
のではないかとかありましたけれども、そういうのは当然カバーしていかなければい lナ
ないということでございます。この要綱ですべてを明らかになっているわけではありま
せんので、そういう議論はこれからだということでございます。

0吉村委員 こうしてただ、列記されている要望の中には、国に財政措置を求めたりと
か、それから慎重な制度改革を望むといった酌むべき要望は聞こえてくるところでござ
います。
それから、 44 、 4 5- 46 ですが、共通して言えることは、これらの陳情の中に新
システムで保育に市場原理を導入することのみをとらえているような感がうかがえるの
ですが、新システムでは自治体の責務を強調しているように思いますが、いかがなもの
なのでございしょうか、この陳情からするとそうとらえられてしまうんで。
0小花保育園課長 市場原理の導入と申しましても、この要綱を見る限りでは、例えば
公定価格の決め方についても、それから入所の仕組みについても公的な関与がされると
いうことがあります。また、ただ、この要綱にもありますように、今後迅速な待機児対
策を行う、あるいは今後増大するであろう保育の需要に応えていくためには、やはり民
間活力の導入というのは、これはぜひそのお力を使っていきたいというのは考えている
ところでございます。
吉村委員
最後にしますけれども、子ども・子育て新システムは、社会のあり方から
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保育施設の今後のあり方に至るまでの広範囲なる制度改革案になっているのではないか
と思っております。しかし、これらの陳情はまだ具体化されていない検討課題レベルの
項目を眼前に迫っているように言っているように聞こえてきますし、今後の展開を見て
みないと何とも言えないのではないかなという感想を持っているところでございます。
応、他会派のご意見を伺ってからにします。
0小林（俊）委員長 わかりました。
0山口委員 子ども・子育て新システムの基本制度案が出て、今日もメディアや新聞に
出ていましたけれども、いろんな意見が上がってきていると思います。それで、特に現
場の、今回は保育園側からの陳情しか上がっていないので、幼稚園にも幼稚園なりのご
見解があろうかと思います。それで、たまたま私どもの会派で先日いろんな団体の予算
要望を伺う会をさせていただいたときに、私立幼稚園協会の園長会かな、私立幼稚園の
団体がお出かけくださって、私どもは自民党支持なのですといきなりおっしゃったんだ
けれども、その幼稚園の園長会だか協会だか。その時にお話の中で、豊島区の自民党は
幼保ー元化というのを随分長いこと推進なさってらしてきたんだけれども、たまたま今
度子ども・子育て新システムのところでは幼保一元化ではなく一体化なんだけれども、
そういうことを言っていますけれども、私立幼稚園としてはどうなのですかと何ったら、
私どもは一度も幼保一体とか幼保ー元とかと言ったことはなくって、幼児教育というも
の、教育について自信を持ってやってきていて、今後もいわゆる幼児教育をきちんとや
っていきたいんだということを明言をされていて、長年自民党が議会の中で繰り返し幼
保―体化ということ、 元化ということを発言なさフてらしたのとは違って、それは自
民党支持ですとおっしゃらなければ不思議に思わなかったので、不思議に思ったことも
あります。それで、そんなことで、それは蛇足ですけれども、いずれにせよ、幼稚園で
もいわゆる 3 歳以上のお子さんをお預かりして幼児教育という部分でのーつの任務にな
ってきたという自信を持っていらして、それを続けたいというのが、少なくとも豊島区
の私立の幼稚園の中ではあったなという感想を持っているのですけれども、その辺の幼
稚園からのご意見とかお話とかを伺うチャンス、これは私学は私学助成しかないのか、
あるいはそれはどこが担当なのかわかりませんけれども、その辺のところで幼稚園の感
想、ご意見をお聞きになった部局はありますでしょうか。
0書藤教育総務部長 行政と私立幼稚園とのそういう意見交換、情報交換の場としては、
総務で窓口になっていただいておりまして、私立幼稚園との連絡協議会というのがござ
います。そこには、当然教育委員会も参画させていただきまして、教育委員会、そして
総務、それから私立幼稚薗の園長方と、そういう意見交換の場を設けております。
山根子ども家庭部長
私立幼稚園につきましては、調整とか担当は子ども家庭部にな
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ってございます。今、それで子育て支援課でごぎいます。ただ、この新システムについ

てどうのこうのというお話は特に伺っておりません。

0山口委員 少なくともメディアを通じてくる中では、今回陳情・請願が上がりました
けれども、保育園担当者だけではなくって、関係者だけではなくて、幼稚園の関係者も
この新システムについては手放しで賛成はしていないということははっきりしていると
思うのです。それで、こども嗣そのものが、認定こども園が最初 3.000 カ所ぐらい
つくろうという方針があったのが実態としてはそんなに進まなかったという中で、厚労
省で、これは厚労省なのか、文科省なんだかわからないけれども、認定こども園のアン
ケート調査の概要なんかを見てみると、行っている人たちの、利用している人の 8 割は
認定こども園はよかったという評征をしているという資料が出てきているんだけれども、
それは認定こども園がいいと思って入れた方が多分評価しているんだろうと思って、全
体の数としては少なかったのですけれども、もともと 3.oo0 ぐらいつくろうとした
ところが全国で 500 ですよね。それはなぜそういう結果になったかというのはつかん
でいらっしゃいますか。

0小花保育園課長 ここで新しいこども園というのが出てきましたので、旧来のこども
園ということでお話をいたしますと、やはりーつは厚労省、文科省の体制が二つに分か
れていたということ、それから、それによって非常にそれぞれのものに対する事務が煩
雑でおったということはよく現場から聞いております。それから、補助制度が充実した
ものではなかった。特にこれは本区の幼稚園の関係者からも言われていますけれども、
設備に係る費用、それから新しく人を雇用しなければならない費用について、非常に甚
大な費用がかかるんだけれども、その補償が、補助がないということを言われておりま
した。ですから、全国的におきましても、そのような事情で 3, 0000 目標に 500
しかかなわないということになったのかと思われます。
C山口委員 請願にしても陳情にしても、共通に皆さん保育園関係者の方がご心配にな
っているのは、やはりーつには、保育というのは保育に欠けるお子さんというか、対象
になるお子さんが幼稚園とは違う、そういう方たちが安心して子どもを預けられる環境
になるのかどうかというのがまず一番あります。それから、もうーつは、公的な責任と
いうのをやはり心配していらっしゃると思うのです。それで、もちろんきれいごとでい
えば、介護保険もそうなんだけれども、この施設がいいから、特養がいいから、ここに
入りたいから契約をして、保育園にしても幼稚園にしても、この保育園がいいから、こ
の幼稚園がいいからと契約をして入っていくという望んだような形になれる状況ならば
いいけれども、実態として豊島区なんかの場合は、保育園に入りたいと思ったらもう第
6 希望ぐらいまで書かなけれぱいけない。その中で、役所で認定をしていくときに、ど
ういう状況にあるか、保護者の働き方も含めて、住んでいる場所とかも全部いろいろ総
合して、いろんなポイントをつけて、それで認定をしていて、あなたはこの保育園・、ど
うぞという形でやっていっでいる状況の中で、ここでやはり契約というのを、大変美し
く書いてあるんだけれども、なかなかそんなことが、地方は地方で、過疎化していると
ころは過疎化しているところで、めちゃくちゃ遠い、近所に保育園が全然なくてうんと
遠いところに行かなければならないとか、いろんな例があるんだろうけれども、そうい
うレベルの、もう本当に多様化している、特に私たちからすれば非常に入りにくい状況
にある今日の状況の中で、そんな簡単に契約がいくのか、役所の関与が、基本的には自
治体の関与はあるとは言いつつも、今のような責任というのをとらなくてもいいような
仕組みを出しています。その辺のところについては、豊島区としてはどういう認識をお
持ちになりますか。

0小花保育園課長 入所の仕組みについては、例えば社会保障審議会のときの報告では、
行政がアドバイザーを果たすのだということが言われておりました。それもなかなかイ
メージがつかみにくいのですけれども、また、現状では、これは措置から契約へという
流れの中で現在入所の事務を行っておりますけれども、やはり役所で、ご指摘がありま
したように、今は第 6 希望までとって少しでも多くの方に入っていただけるような努カ

をしております。また、窓口で、あるいはここなら入れるというお勧めもしていると。
そこまでやることを、ここでいう行政の関与とか、あるいは社会保障審議会時代のアド
バイザーというのかどうかというのはわかりませんけれども、実務をしている我々から
しますと、やはり相当な関与がなければ適切な入所はないだろうという実感はしている
ところでごぎいます。
0山口委員 ワーキングチームで出している資料を見ると、市町村から利用者に対して
は保育の必要性の認定はして、個人給付もすると。こども園に関しては幼保一体給付、
法定代理受領していくと。あと利用者とこども園の間で公的幼児教育と保育契約をやっ
て、提供して、保育料を直接こども園に払うという仕組みが出ていて、やはり市町村の
関与に関しては非常に弱いと思うのです。それで、とにかくさすがにこども園にすぐ移
行するなんてことはもうできないという意見が大変多かったから、五つの案のうち 4 番
目の幼稚園と保育園と両方を残して、そして将来はこども園に持っていこうという仕組
みにしようという方向にあっで、でもそれでも、今日のニュースによれば、保育園も幼
稚園も意見を留保しているという状況で、先が読めないとは思うのですけれども、それ
でも来年の通常国会に出そうとしている流れはあるのですけれども、その辺は例えば厚
労省なり文科省なりから含めて、自治体レベルにはどう伝わっているのですか。
0小花保育園課長 説明会のようなものは開かれていたり、それから事務レベルで集ま
ってお話をする、それから通知を受けるような機会はあるわけですけれども、まだこの
要綱案、またワーキングチームの議事の内容が厚労省から発表されていく以上のものは
つかめていないという実情でございます。
C 山口委員 中には病児保育とか病後児保育だとか、それから派遣型の保育だとか含め
て、一歩進んだいい部分も載ってはいるんだけれども、この全体を見ると、だけれども、
それはほんの一部であって、やはり短時間の利用者向けの保育サービスとか早朝、夜間、
休日保育サービスとか広域保育サーピスとか、いろんなことが載っているんだけれども、
でもトータルとしては財源も含めて子ども勘定というものの中に、例えば今日のご説明
の中にもあったように、妊産婦の健診の費用までそこに組み込んでいく、それも子育て
支援といえばそうなんだけれども、でもそれは違うのではないかなと私なんか思うわけ
で、その全体像が当事者というのかしら、本当に子どもの視点に立ったシステムかどう
かということについては、私は大変疑問に思う部分があるのですけれども、その辺はど
うでしょうか。
山根子ども家庭部長
先程のお話の公的な関与がどうなるかというところがというこ
C
とでございますけれども、確かに新システムでは、今は保育について自治体が関与して
保育を決定していますけれども、それがなくなります。ただ、その地位を、資格を認定
するというだけで、基本的には当事者同士、事業者と、保育所と保護者との直接の契約
になります。ただ、この要綱では、その事業者に対して、では自治体がどういう補助を
していくのかとか、その辺が全く載っていません。ですから、まるで保育料だけで保育
の事業者にやってくれといったって、それもとても無理だと思います。だから、その辺
まで明らかにならないと何とも言えないというところがございます。
それで、今日の資料の 11ページが制度設計のイメージという図になっているのです
けれども、お配りした資料のです、これが要綱の全体像でございます。 1l ページでご
ざいます。こういう図があると思いますけれども、これは一番上に子ども・子育て勘定
といういわば特別会計を設けて、ここに一番左に税制改革とありますけれども、中央こ
地方、ここで税制改革して、国の一般会計から負担金、お金を子育て勘定に持ってきて、
このお金を市町村におろすという形になっています。ですから、当然この税制改革とか、
この辺まで含めて、つまり財源をどうするのかというところまで含めてきっちり固めて
もらわないと自治体としてはそんなすぐにはなかなか難しいところがあるかなと思って
います。

C 山口委員 私もいろんな資料を取り寄せたり、いろいろ情報を得たりしている限りで

いうと、すごくまだまだ議論のさなかという感じであるにもかかわらず、来年の通常国
会で上げていくんだというのはあまりにも拙速だと思いますし、私はどういう形態にし
ろ、決まり切った形態がすぺてよいとは思いませんけれども、やはり児童教育、子ども
の幼児教育を受けたいという形、今、保育園が 4 割、幼稚園が 6 割ぐらいかな、日本の
子どもたちの中では。幼児教育を望んで幼稚園にお入れになっている方もいらっしゃる
し、保育園でなければとでもではないけれども子育てができないという方たちと両方い
るわけで、やはりそれぞれの皆さんのニーズが現実にある中で、無理無理一体化をして
いって、子ども・子育て勘定といういわゆる財政面でも今までにはない形の財政的なも
のをいきなり出してきたりとかしていて、なかなか本当に子育てをしていく保護者の方
たちにとってみれば、こういう制度が一目瞭然わかるような制度、安心できる制度であ
れば、すぐ受け入れられると思うけれども、多少呼び方が変わったって、別に中身が変
わらなければ保育舞でなくったってこども園だって、名称なんかどうでもいい話なんだ
けれども、そうではなくって、中身がこれだけ大幅に変わっていくというのにもかかわ
らず、来年の通常国会ってあんまりにも拙速だと思いますし、それから保育の公的責任
というものもきちんと明確にしていかないと、厚労省の話では自治体の責務は法律の中
にのっけていくんだみたいなことは言ってはいましたけれども、その中身、法に明記し
たいとは答弁が出ていましたけれども、でも実際にどの程度の責任が明記されるのかと
いうこともわかりませんし、やはり最低基準というものはどんなことがあっでも必要だ
と思うのです。この程度の子どもに対してこの程度の保育士の割合だとか面積だとか、
幼稚園にしても同じだと思うのです。
だから、そういう意味では、これのそれぞれのご心配はもっともだし、私たちもきち
んとした議論を展開した上での、やはり国民的な理解を得られるような形での子ども．
子育て新システムでなければいけないと思います。
とりあえずここで終わります。

0垣内委員 今回は請願を出されまして、各会派のそれぞれ、交渉会派ですけれども、
か、こて幹事長の名前で紹介議員になっていて、さらに私も子ども文教委員なのですけれ
ども、22請願第 7 号につきましては、子ども・子育て新システムの意見書採択という求
めているわけですので、これに賛同しまして紹介議員になりました。この間、第 2 回定
例会でもこの問題についてかなり議論がされてきましたけれども、ここの今回国が出さ
れている方法というのは、前の第 2 回定例会でも私言いましたけれども、やはり国のシ
ステムを変えていくという方向が財政の問題に起因していて、財界の要求でもって、そ
して財政負担を軽くしよう軽くしようという方向から打ち出されたという内容なのです。
ですので、この問題については第 2 回定例会でも早速こういう方向にならないように意
見書を出してほしいということについて私は採択を要求しましたけれども、継統審査に
なっております。今回改めて私立保育園の園長会から出されて、各会派がこういう形で
もって紹介議員になられたということについては本当に一歩前進だなと思います。それ
で、結論からもう先に申し上げてしまいますと、採択をして、意見書をぜひ上げてほし
いと思います。
それで、その点で、第 2 回定例会で議論された後、変化がかなりあったと、変化とい
いますか、拙速な話が出てきましたけれども、この間のところの特徴点としてどういう
ことが打ち出されてきたのか、その辺をご説明していただけませんか。
0小花保育園課長 社会保障審議会の第 II 次報告についての陳情が出まして、ご審査い
ただきまして、その時以降の動きということでございますけれども、これは社会保障審
議会のその後の論議というのはあまり聞こえてこなくなったというのが実情でございま
す。それのスピード感を出すために新たな新システムの会議がつくられて、さらにはそ
れを前倒し実施するようなまたプロジェクトがスタートしたと、そのような変化があっ
たととらえております。

0垣内委員 拙速どころか、このようにどんどんそういう形でもって進められてしまう

こと自体は本当に私まずいと思うのです。それで、これは国の話ですからね。そこで、
豊島区議会に出されている請願・陳情ですので、区として今出されている方向で危倶さ
れる内容について、その辺はどの辺が問題点があって、こうなったらどうなるのかとい
う話をご答弁いただけませんか。
0山根子ども家庭部長 先程申しましたけれども、今骨組みだけが固まっているところ
でございますので、それで、最終的に保育といいますか、子育て施策の実施責任が一番
基礎的な自治体のところでやらなければいけないということになります。そういうとき
に、一番大きいのはやはりお金でございますので、その辺がどうなるのかというところ
でごぎいます。ですから、この中身を詰めていくについてもやはり基礎的自治体の意見
をよく聞く必要があるのではないかなとは思います。
0垣内委員 それで、財源問題についていうと、現在最低基準ってあるでしょう。これ
を見直しをしましょうというわけです。最低基準というのはそもそも国が出している負
担についてこれだけの基準があって、豊島区もその方向で今やっています。要するに、
最低基準を上乗せしようということ、現在の中でも最低基準を超えて実施するというこ
とは自治体の裁量でできますよね。これはいかがですか。
0小花保育園課長 示されておりますのが厚労省令に基づく最低基準で、これはもう文
字どおり最低基準でごぎいますので、各自治体の裁量においてその基準を上回る設定を
することは可能でございます。
0垣内委員 それで、 これを見直しをしようということですので、現在でもあるものを、
堅持してやれるものを見直しをするということは当然それを下げざるを得ないんだとい
う方向で危恨されているわけです。仮に豊島区がこう自治体の中で、これまでの保育水
準を守っていこうということになれば、財源問題が切り下げられてしまったら困るわけ
です。これについての認識はいかがですか。
0小花保育園課長 財源、これは保育園の運営というのはかなり国の補助に頼っている
ところが多いものですから、運営費につきまして、ですから、これがもちろん下がると
いうことはゆゆしきことであると。それから、保育の質を保つための最低基準が万々が
一にも下がるようなことがあれば、今まで私どもの、たとえ待機児童対策の中でも保育
基準は守ってやってきたという区の姿勢がございますので、これは大切にしていきたい
と思っております。
0垣内委員 先程、吉村委員が陳情の中身についていろいろ、ここら辺について認識を
お尋ねしていました。結局最終的にいえば、今回の陳情、請願もそうなのですけれども、
要するに自由契約になったりして、あるいは保育園の最低基準が見直されて基準が下が
ってくれば、当然財源がそれぞれの保育園にしわ寄せが来ると。そうなれば、当然保育
園の保育士も減らさざるを得なくなってしまうとか、運営ができなくなってしまう、あ
るいはいろんな事業をやろうと思ってもなかなかできなくなってしまうことをやはり懸
念しているわけでしょう。そこをやはり理解していかないとまずいと思うのです。これ
はもうこの間の第 2 回定例会でもさんざん議論した点だと思うのです。だから、これを
こうなってはいけないので、今からやはりきちんとしたそうならないように意見書を出
してほしいという請願・陳情になっているわけですので、ぜひこれについては紹介議員
にもなってもらっているわけですので、採択をして、そして意見書を上げていくという
方向がいいので、もう時間も 3 時半までとおっしゃっていましたので、とりあえず私は
もう先に結論を申し上げてしまいましたので、これはもう直ちに採択するという形をと
っていただきたいと思います。
0西山委員 先程来、各委員、または理事者の皆様のお話を聞いている中で、今日の新
聞報道とかもいろいろこの件に関連した報道があるということでお話も聞きましたし、
私も見たところなのですけれども、今回の請願ですとか陳情のすべてではありませんけ
れども、幼稚園と保育園が一体的になるということに対する懸念というものが強調され
た部分が非常にクローズアップされて報道が出ているような感を私は受け止めています。

ただ、今回資料にも明らかにしていただいたように、 6 月時点で政府が決めた子ども．
子育て新システムの基本制度案要綱については、それももちろん盛り込まれている話で
ありますけれども、それ以外にも、目的にもあるように、これからの将来の子どもをど
うやって社会と L て支えていくか之いうことの議論をこの要綱でスタートを切ったと、
改めて。そういう認識なんだろうなという、これが私の受け止め方であります。そうい
うところが 6 月に発表されて、では現在国民のニーズはどうなんだということはやはり
しっかりとらえていかなければいけないと考えています。
そういう意味で、今例えば保育所に関わるニーズというものはどういうことかという
と、やはり端的に言えば、すぐに入りたいんだけれども、すぐに入れない状態がある。
だから、従前から持機児童対策ということでいろいろと区も計画をしていただいている
わけだと思いますけれども、そういった大きなテーマがあるにもかかわらず、この資料
にもあるようなスケジュールで事が運んでいくことについて、非常にびっくりしてしま
うというのがこれら請願・陳情を出されてきている方々の部分に大きく起因しているの
ではないかなと私は読み取っていました。
そういう中で、改めて本区における幼稚園と保育園が一体的になっていくということ
の検討みたいなものについては、現状と今後についてはどういう認識でいらっしゃるの
かをお伺いしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0山根子ども家庭部長 保育園と幼稚園の一体化の検討でごぎいますけれども、今の段
階では認定こども園を活用せぎるを得ないというのがごぎいます。それは次回の区立幼
稚園の報告で出てくると思いますけれども、今の段階ではその制度を活用しなければい
けないということだと思います。

0吉末教育総務課長 今、今回も資料として提出させていただいてございます区立幼稚
園のあり方検討会議報告ということで、区立幼稚園につきましては、資料も 14 ページ
をご覧いただければと思いますが、今後幼保一体化施設の導入については検討を行うと
私どもは結論づけてごぎいます。これは、区立幼稚園につきましては、現在幼児教育か
ら学校教育への円滑な接続という観点から検討をしてございまして、そちらをご覧いた
だきたいと思いますが、幼児期から小学校への学びの連続性のある教育プログラムを共
同で研究、実践する場として区立幼稚園と区立保育園との統合を検討し、幼保連携の中
核施設として位置付ける、こう結論づけてございますので、今後は国の動向やその他社
会の動向を踏まえまして検討していくことが私どもも必要だとは考えてございます。
0西山委員 そうしますと、現在、本区ではまだありませんけれども、隣の新宿区でし
ょうかね、認定こども園が開設されている、また全国では約 500 余の認定こども園が
開設されていることの検証ですとか、それが今後のこの新システムに有効に生かされて
くるのかどうなのかということもやはり検討を重ねていかなくてはいけないとは思いま
す。
あと、様々陳情の中には今後の懸念を心配されるという声があろうかと思いますけれ
ども、まだまだ、先程子ども家庭部長の答弁の中では、本当に骨組みというものができ
上がっていたばかりという認識も伺いました。その骨組みが今後どうなっていくのか、
すべてを否定できるものでもないと思いますし、また、この中身のすべてが現時点で私
どもが肯定的に解釈できるかというと、そうでもない部分もあるかもしれない。その辺
はやはり今後もじっくりと見定めていくという時間が必要ではないかなと思います。冒
頭、請願の 7 号には、そういったところを酌んだ部分として拙速な結論を避けて、結論
というのが来年度の法案提出の時期だろうなと読み取っていますけれども、十分な議論
をしっかりやってくれというところがあるし、また、自治体というのは、本区の方々の
請願でありますので、ここでは豊島区のという、また、関係者の意見というのは、保育
をしていただく側、また保育を受ける子どもですとか保護者の方々と読み取れるかと思
いますけれども、そういった声を、また考えを十分に考慮して進めてほしいということ
として受け止めさせていただいております。

今後は、この新システムをやはりきちっと見定めていくという上で、いい機会だと思
いますので、区のこの新システムが出されたことをどうとらえて、今後どういう判断を
していくのかということを総括的に伺っておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0山根子ども家庭部長 これは保育園課長が最初のところでお話ししましたけれども L.
この子ども・子育て新システムで検討している内容は、 22 年の 6 月にいきなり始まっ
たわけではなくて、むしろ一番大もとは平成元年の 1. 57 ショックからずっと続いて
きている話でございます。それが少子化対策、支援ェンゼルプランやりましたけれども、
やはり少子化はずっととどまらなくて、平成 17 年に 1. 26 まで下がりました。それ
から大慌てでやってきて、もう少し検討しようというのが社会保障審議会の少子化対策
部会の検討でした。それから、実は間に政権がかわって、このシステムになったという
ことでごぎいます。ただし、議論の内容は社会保障審議会の少子化対策部会の議論内容
を、これは厚労省がやっていたのですけれども、それをそのまま引き継ぐような形で今、
内閣府でやっているところでございます。ですから、この全体を見直すという議論は、
例えば保育に欠ける子どもだけではなくて、保育に欠ける欠けないにかかわらず、保育
してもらいたいということもありますので、全体を見直すというのはやはり必要かなと
思っております。ただし、それを見直すのであれば、もう少し時間をかけて、自治体が
責任を持ってやれるのであれば、財源まで含めたもう少し細かい議論とか制度設計とか
詳細設計とか、その辺までやってもらわないとなかなかいきなり拙速に進められるとや
はり困るなというところがごぎいます。
0日野委員 細かいことは今までの議論でいろいろ聞きましたので、あと、結論として
は明確になっていないところに意見を求めるといってもなかなか難しいところがあるの
はわかります。ただ、 1 点だけ聞きたいのですけれども、豊島区の今後の取り組みとい
・
うところの観点で聞きたいと思います。
今日いただいた資料で 3 番のところでこれは出ています、子育て・新システム基本制
度案要綱と。財源をどうするかとかいう問題は別にして、少なくとも多様な保育サービ
スの提供とかということについては、いろんなニーズが上がっていることに対して、そ
こまでうまくたどり着けるかどうかは別にしても、掲げているものについてはそのニー
ズを酌み取ったものにしていこうという、理念として決して否定されるべきものではな
いのではないかなと思うのです、多様な保育サービスについては。だから、今後の豊島
区がどう考えていくかというときになるときに、今は待機児童解消という最大の課題は
あるのですけれども、区として、もちろん財源に限りがあると言われるのは承知の上な
のですけれども、ほかの自治体以上にこのような多様なサーピス、全部をやれと言って
いるのではないのですけれども、そっちの方向に向かってやっていこうという取り組み
の意摺にいうのは、その辺はどう考えていらっしゃるのですか。
0山根子ども家庭部長 実は今基本計画を見直しておりますけれども、基本計画は平成
17 年の 3 月にできております。あのときには多様な保育サービスの充実というのを掲
げております。あのころは待機児がそんなに深刻ではなくて、ほぼ克服できたというと
ころがありましたので、これからはその待機児対策、基盤整備の充実ではなくて、それ
を踏まえた多様な方に持っていこうという形で今、一番最初が南池袋保育園でしたけれ
ども、休日保育とか延長とか病後児とか、いろいろやったところでございます。ただ、
, 全体の財源から考えると、そっち
ここに来て待機児対策が急務になってきましたので、
をまず優先しなければいけませんので、今は多様な方向に来年、再来年あたりのお金を
回す余裕はございませんけれども、基本的には多様な保育サービスには充実については
努めていかなければいけないと考えてございます。
0日野委員 ということは、区政全体の中での財源配分のあり方を今から変えるとなる
と、おっしゃったような多様なという、もとの当初のそちらの方向に区政の方針が転換
するということもあり得るのですよね、今のお話だと。
0山根子ども家庭部長 今それこそ基本計画でございますけれども、その ll年の前期

の計画は多様な保育サービスというところを 2 番目に入れたのですけれども、それを子
育て支援サービスの充実に変えまして、そこに待機児対策の充実も含めてやっていこう
ということでごぎいまして、財源が限りなくあればいろんなことができるのですけれど
‘、、もう限らわたとごろではどっちかを選択せざるを得ないというところでごぎいます
ので、ここを、喫緊のところでは待機児対策に重点的に配分していくということでござ
います。

0日野委員 いや、お聞きしたいのはそういう意気込みはそうだということはもちろん
わかった上でなのですけれども、だから、区政全体の中でのーつの配分というか、構造
が変わってくると、だから今言ったようなもともと上げていたような取り組みというの
もきっとできる可能性というのは、所管の部署としては、あるということですよねとい
うことをお聞きしたいのです。

C)山根子ども家庭部長 当然そのとおりでございます。当然需要を見ながらやっていく
という形になりますけれども、サービスの多様化みたいなところは目指していかなけれ
ばいけないと思っています。

0吉村委員 それでは、結論を申さなければいけない時間になったと思います。
先程いろいろるる質間させていただきましたけれども、まだあんまり具体化されてい
ない検討課題が 6 件の陳情にはいろいろ書かれております。そこら辺を聞かせていただ
いたのですが、もうちょっと今後の展開を追ってみないとつかめないかなという部分が
あります。請願については、先程、垣内委員からもお話がありましたけれども、私ども
自民覚も紹介をさせていただいております。ただ、一言申させていただければ、私ども
自民党は、所管委員は一応紹介議員の名を連ねるのは遠慮しようという立場を貫いてお
りますので、私にしても本橋委員にしても、堀委員は議長という立場でございますから
別といたしましでも、署名したいのはやまやまでございますが、全員が署名すると 9 名
になってしまいますので、代表だけを署名させていただきまして、その点はご理解願い
たいと思います。そういうことで、22請願第 7 号については、早速採択させていただい
て、意見書を上げる方向にさせていただければと思いますが、 5 件につきましては、要
旨に書かれている部分で多少我々もわからないところもありますので、こちらは継続と
いう判断をさせていただきます。もう反論しないでね。そういうことで結論とします。
0小林（俊）委員長 わかりました。

0山口委員 請願は会派としてですから、もちろん採択でございます。
陳情については、一括してあれしてもいいんだけれども、やはり意見書の関係もある
から、一つーつのことをどうするかな。
C小林（俊）委員長 扱いをいただいております。
C山口委員 ちょっと待ってください。
0西山委員 請願の 7 号につきましては、私ども公明党も署名をさせていただきました。
先程ご質間させていただき、また私の方での意見も申し述べさせていただいて、 '7 号に
ついては賛成をいたしたいと思っております。
陳情の 5 件につきましては、それぞれのその陳情の要旨たる部分については、今後や
はり国の動向をしっかり見定めなければいけないと私どもは考えておりますので、そう
いう意味では、そのーつーつの億別の要旨の中身の部分までは入れられるかどうかにつ
いては、今判断が難しい部分もあると考えておりますので、陳情につきましては継続を
お願いしたいと思います。
0小林（俊）委員長 わかりました。

0垣内委員 うちは先程結論を言いましたよね。すべての請願もそうなのですけれども、
五つの陳情についてもこれは採択すべきという立場です。その中身はいろいろ言ってい
ますけれども、要するに拙速とあわせて再考を求めてもらわな困るというのが陳情です、
もともとは。ですので、これだけは、こっちは継続にして、こっちは採択だというのは
矛盾している話なのです。だから、この間も、前から僕は議論していますけれども、も

ともとの基本は国の今掲げているものが拙速で、これをどんどん進めてしまっていこう
というねらいですから、これはもちろん拙速だし、それからやはり議論もしないままお
かしいではないかと、だからこれは再考してくれという話ですから、何ら継続にする必
要はないと。継続だ継続だと言っているうちにもうどんどん進められてしまうことにな
ってしまうわけです。だから、直ちに私はこれは採択すべきだと思います。

0小林（俊）委員長 わかりました。
0山口委員 もちろん、もう請願はいいですよね。陳情なのですけれども、やはり意見
書を出さなければいけないですから、意見書に盛り込む内容も含めて考えていくと、す
べてというわけにもいかない内容も少し入っているので、個別に指摘はしませんけれど
も、ほかの陳情に関しては、 4 G 、 4 5, 4 4, 4 3 、 4 0 号の陳情に関しては継続審
査とさせて、趣旨は何となくよくわかりますけれども、何となくではなくて、言いたい
こともわかる気もしますけれども、意見書との兼ね合いもあるので、陳情取り扱いさせ
ていただきます。

0小林（俊）委員長 わかりました。
0日野委員 請願については、拙速な議論を避けるということを求めるということで、
これは採択をすべきと考えます。
それで、 43 号、具体的な項目をかなり入れていただいています。細かいことはあま
り指摘をする気はないのですけれども、私は保育の量的なものがある程度充実されてき
た中で考えたときに、これは 3 番目に直接契約ということは書いていますけれども、お
互いの中で選ぶということはある程度これは決して否定されることではないのではない
のかなということは思っております。ですから、そこでいうと、これを具体的に入れて
ということも書かれてくると、ここについてはいかがなものかなというのは個人的には
思いますので、個人的にというか、私の意見の中では。だから、すごく広く解釈をして、
できるだけこのご趣旨は理解しているつもりですので、22陳情 43 号を除いた 4 件です
か、こちらにしては結論が、要するに再考を求めるとかそういうことなので、そういう
趣旨と解釈をした上で、これについては採択をすべきという判断をします。
0小林（俊）委員長 わかりました。
意見が出そろったと思いますので、それでは、採決を行いたいと思います。
最初に、22請願第 7 号でございますが、こちらについては意見が分かれていないと思
いますので、簡易採決をとらせていただきたいと思います。
22請願第 7 号について、採択とすべきものと決定することにご異議ごぎいませんか。
「異議なし」

0小林（俊）委員長 異議なしと認めます。
22請願第 7 号は、採択すべきものと決定いたしました。
0小林（俊）委員長 次に、陳情 5 件でございますが、22陳情第 40 号については、継
続のご意見がありました。まず継統についてお諮りいたします。
22陳情第 40 号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方
は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
0小林（俊）委員長 挙手多数と認めます。
よって、22陳情第 40 号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。

0小林（俊）委員長 次に、22陳情第 43 号についても、継続のご意見がございました
ので、まず継続についてお諮りいたします。
22陳情第 43 号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方
は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

0小林（俊）委員長 挙手多数と認めます。
よって、22陳情第 43 号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
C小林（俊）委員長 次に、認陳情第 44 号についても、継続のご意見がございました
ので、継続についてお諮りいたします。
22陳情第 44 号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方
は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
0小林（俊）委員長 挙手多数と認めます。
よって、22陳情第 44 号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。

0小林（俊）委員長 次に.. 22陳情第 45 号についても、継続のご意見がございました
ので、まず継続についてお諮りいたします。
22陳情第 45 号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方
は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
0小林（俊）委員長 挙手多数と認めます。
よって、22陳情第 45 号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。

0小林（俊）委員長 最後に、22陳情第 46 号についても、継続のご意見がございまし
たので、まず継続についてお諮りいたします。
22陳情第 46 号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方
は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
0小林（俊）委員長 挙手多数と認めます。
よって、22陳情第 46 号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
なお、請願については、意見書を国に提出してくださいという内容でございます。こ
の意見書の提出先、案文の作成につきましては、正副委員長に一任ということでよろし
いでしょうか。
「異議なし」

C小林（俊）委員長 ありがとうございます。
それでは、案文は次回の委員会にお諮りしたいと思いますので、よろしくお願いいた
します。

