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○長田参事官

お はようござい ます。それ では、定刻 となりました ので、第2 4回「子ど も・

子育て会議」を開始いたします。
本日は、お忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうございま した。
また、このたび 委員の御就任 をお引き受け いただきまし て、大変あ りがとうござ いまし
た。
本日は、子ども ・子育て支援 新制度施行後 初、委員改選 後初の開催 となりますの で、会
長の選出までの間、事務局にて議事進行を務めさせていただきます。
私、進行を務め させていただ きます内閣府 子ども・子育 て本部参事 官の長田でご ざいま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、この開 催に当たりま して、有村少 子化対策担当 大臣より御 挨拶がござい ます。
大臣、よろしくお願いいたします。
○有村内閣府特命 大臣

皆様、お はようござ います。初めま しての方も いらっしゃい ます。

少子化対策担当大臣の有村治子でございます。
だんだん爽やか な季節も終わ り、いよいよ 夏にという時 期でござい ますが、委員 改選後
の初の「子ども・ 子育て会議」 となります。 皆様におかれ ましては、 全国各地でお 忙しく
御活躍の中で、引 き続き委員を お引き受けい ただいた方々 、また、新 規におなりに なって
いただいた方、この御貢献に対して心から感謝申し上げます。
たびたびこの場 で申し上げて きましたが、 ここに代表を 送れる方々 、あるいは一 定の層
の代弁をしてくだ さる方々がこ こにいらっし ゃるというこ とは、どの ような立場を とられ
るにせよ、それ自 体ありがたい ことで、ここ に代表を送り 込まれない 方々の存在を も含め
て、全ての子ども たちに光が当 たるように、 そういう議論 をやって形 にしていきた いとい
うことをたびたび 申し上げてき ましたけれど も、今般、こ れまで以上 にさまざまな 観点か
らの議論をいただ くために、新 たに社会的養 護に携わって おられる方 々、すなわち 乳児院
や児童養護施設な ど、生まれた ときから御両 親がわからな いという子 たちも日本に いらっ
しゃる中で、その 前線で御貢献 いただいてい る先生方を代 表して、武 藤委員にも新 たに御
参加いただけることになりました。あちらにいらっしゃいますね。
武藤先生が代弁 してくださる 御意見にも心 から敬意と関 心を持って おります。社 会全体
で子どもたちを育む、そうした充実した議論をお願い申し上げる次第で ございます 。
この会議を主に して２年間に わたって先生 方に御議論い ただいて、 いろいろな立 場、業
界、あるいは地域 によって難し い課題が違っ てまいります けれども、 ２年間にわた って心
を一つにするとい うことで多大 な御尽力をい ただいて、お かげさまで この４月に子 ども・
子育て支援新制度が何とか無事にスタートにこぎつけることができまし た。
本当に消費税引 き上げをどう するかという ところでは、 この半年に おいても大変 な課題
がございましたが 、皆様の御貢 献、また、厚 生労働省、文 部科学省、 内閣府のスタ ッフの
皆さんの昼夜を問わない御尽力にも、改めて感謝したいと存じます。
今後は新制度の 施行の点検・ 評価を行いつ つ、運用面で の改善や充 実を図ってい くこと

が課題になってく ると認識して おります。明 確に申し上げ れば、量的 拡充及び質の 向上に
必要な１兆円を超 える財源確保 を始めとして 、子どもの最 善の利益の 実現のために 、私た
ち大臣を始め三役 も尽力を尽く していきます 。各省庁にも お願いをし てまいりたい と存じ
ます。
また、子育て支 援を含め、少 子化対策を多 面的に充実さ せるために 、ことし３月 に少子
化担当大臣として 「少子化社会 対策大綱」を 皆様におまと めいただき 、発表させて いただ
きました。
妊娠、出産、子 育てというだ けではなくて 、そもそもの 結婚段階か ら応援してい こう。
多子世帯、３人目 、４人目を授 かろうと思っ ていただける ような温か いメッセージ を出し
て支援していこうということを新たに価値観として打ち出した次第でご ざいます。
今後５年間を日 本の将来の幸 せ、持続可能 性、個々の御 家庭の幸せ を実現すると いう意
味でも、明確に集 中取組期間と いうことをタ ーゲットにし て、集中投 下ができるよ うな、
そういうエネルギーを向けていきたいと思っております。
委員の先生方に は、引き続き 忌憚のない御 意見をいただ けますよう 、よろしくお 願いい
たします。
○長田参事官

ありがとうございました。

有村大臣は、こ の４月に発足 いたしました 子ども・子育 て本部の本 部長も兼ねて いただ
いておるところでございます。
また、本日、赤 澤内閣府副大 臣にも御出席 をいただいて おりますの で、一言お願 いでき
ればと思います。よろしくお願いいたします。
○赤澤内閣府副大 臣

おはよう ございます。 副大臣の赤澤 亮正でござ います。よろ しくお

願いいたします。
特に再任された 委員の先生方 には、今年度 から始めまし た子ども・ 子育て支援新 制度開
始に当たりまして 、本当に大き なお力をかり ておりまして 、心からお 礼申し上げま すし、
今回、新しく委員 をお引き受け いただいた先 生方も含めま して、本当 にお忙しい中 、御就
任まことにありがとうございます。
有村大臣のもと で越智政務官 とも力を合わ せて、この子 ども・子育 て支援新制度 の円滑
な施行にしっかり と尽くしてま いりますし、 今、大臣から もお話があ りましたこと に尽き
ておりますが、子 ども・子育て 支援の量的拡 充、質の向上 に必要な１ 兆円の確保も しっか
り頑張ってやっていきたいと思います。
どうかくれぐれも御指導をよろしくお願いいたします。ありがとうご ざいました 。
○長田参事官

ありがとうございました。

それでは、有村大臣は、公務のため、ここで御退室をさせていただき ます。
（有村大臣退室）
○長田参事官
す。

ま た、カメラの 方も、いらっ しゃいました らここで退 室をお願いい たしま

（報道関係者退室）
○長田参事官

な お、本会議の 委員の名簿に つきましては 、資料１と して皆様のお 手元に

お配りしておりま すけれども、 各委員におか れましては、 ４月９日付 で内閣総理大 臣から
の委員の発令をさ せていただい ております。 本日御出席の 委員の皆様 には、お手元 にその
辞令を封筒に入れ て置かせてい ただいており ますので、後 ほど御確認 いただければ と思い
ます。
本日の出欠の状 況でございま すけれども、 本委員全25名 中22名の御 出席をいただ いてお
ります。御欠席の ３名の方につ きましても、 うち２名につ きましては 代理での御出 席をい
ただいております。
さらに、本日は専門委員６名の方にも御出席いただいております。
子ども・子育て 会議令第５条 第１項におき ましては「会 議は、委員 の過半数が出 席しな
ければ、会議を開 き、議決する ことができな い」とされて おりますが 、以上申し上 げたと
おりの状況でございます。本日は定足数を満たしておりますことを御報 告申し上げ ます。
資料につきまし ては、議事次 第に記載のと おり、資料１ から参考資 料までお配り してお
りますので、漏れなどございましたら、事務局にお申しつけいただけれ ばと思いま す。
なお、本会議は 、議論の状況 を速やかに公 開する観点か ら、これは 従来からの運 用でご
ざいますが、毎回 、動画を収録 させていただ きまして内閣 府ホームペ ージで公開さ せてい
ただいておりますので、あらかじめ御承知おきいただければと思います 。
それでは、議事に入らせていただきます。
まずは、会議の運営につきまして、私のほうから御説明させていただ きます。
委員の皆様につ きましては、 資料１に記載 させていただ いていると おりでござい ます。
本来お一人ずつ御 紹介させてい ただくべきと ころでござい ますが、時 間の関係もご ざいま
すので、大変失礼 ではございま すが、ここで の御紹介は省 かせていた だきまして、 後ほど
の質疑、意見交換 の中でお一人 ずつ御発言を 頂戴できれば と思ってお りますので、 よろし
くお願いいたします。
また、事務局側 の出席者につ きましても、 同様に机上配 付の資料に かえさせてい ただけ
ればと思います。
続きまして、本会議の会長の選出に移りたいと存じます。
子ども・子育て 会議令第２条 第１項におき まして「会議 に、会長を 置き、委員の 互選に
より選任する」こととされております。
委員の皆様方に おかれまして は、会長の選 出をお願いし たいと存じ ますが、どな たか御
推薦ございますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
○渡邊委員

おは ようございま す。前回に引 き続き委員の 任命を受け ました、新潟 県聖籠

町長の渡邊と申します。
僭越であります が、会長には 、前回、非常 に多忙の中、 会長として 、委員の皆さ ん方の

貴重な意見をきめ 細かく吸い上 げていただき 、新制度の施 行について 御高配をいた だいた
無藤隆先生に引き続きお願いしたいというのが私の気持ちであります。
委員の皆さん方 からも御賛同 を得たく、御 推薦申し上げ ます。よろ しくお願いい たしま
す。
○長田参事官

御推薦どうもありがとうございます。

ただいま無藤隆 委員の推薦の 御意見を頂戴 いたしました が、いかがで ございましょ うか。
（拍手）
○長田参事官

ありがとうございます。

そうしましたら 、早速でござ いますが、無 藤先生、会長 席に移って いただきまし て、議
事進行をお願いできればと存じます。
（無藤委員、会長席へ移動）
○無藤会長

今、御指名を頂戴いたしました無藤でございます。

昨年度までの２ 年間、まとめ 役を務めさせ ていただきま した。まと め役といいま すか、
司会者のようなも のですので、 特に私が何か したわけでも ないのです が、先ほど有 村大臣
に御挨拶いただき ましたとおり ですが、２年 間いろいろあ りましたけ れども、最終 的に今
年度より新しい制 度が実施に至 って、しかも 当初の7,000 億円、本年度 については5, 000億
円ほどですが、と もあれ7,000億 円というも のに至る予定 どおりの額が 出たというこ とで、
大臣の皆様方、事 務局の皆様方 に私としては 大いに感謝し 、また、特 にここには継 続して
委員をなさってい ただいた方が 多数いらっし ゃいますけれ ども「小異を 捨てて大同に つく」
と言いますが、小 異どころでは ない、かなり 大きな違いが あると思い ますが、あえ て日本
の子どもたちのた めに、この制 度のために尽 くしていただ いたことに 改めて御礼申 し上げ
ます。
この新しい２年 間というのは 、当然ながら 、制度の実施 に伴うこと のさまざまな 情勢が
あろうと思います ので、後で具 体的には事務 局から説明が あると思い ますけれども 、特に
自治体において、あ るいは各現場 において、も しかしたら混 乱もあるか もしれません ので、
お立場からいろい ろそういう情 報を出してい ただきながら 一緒に考え ていきたいと 思いま
すので、よろしくお願いいたします。
それでは、早速 、議事という ことでありま すけれども、 最初に会長 代理の指名と いうの
がございます。
子ども・子育て 会議令第２条 第３項に「会 長に事故があ るときは、 あらかじめそ の指名
する委員が、その 職務を代理す る」とされて ございます。 会長の指名 により会長代 理を置
くということが定められております。
私としては、佐 藤博樹委員を 指名させてい ただければと 存じます。 佐藤博樹委員 も前期
からの引き続きということで、ぜひよろしくお願いいたします。
では、お引き受 けいただくと いうことで、 ありがとうご ざいました 。どうぞよろ しくお
願いいたします。

では、そちらのほうに御移動をお願いいたします。
（佐藤博樹委員、会長代理席へ移動）
○無藤会長

続き まして、子ど も・子育て会 議基準検討部 会について 、事務局より 説明を

お願いいたします。
○長田参事官

お手元の資料３をごらんいただければと思います。

この子ども・子 育て会議のも とには、既に ２年前の４月 の段階で会 議決定いたし ました
子ども・子育て会議基準検討部会というものを設置することとされてお ります。
この基準検討部 会の検討事項 は「２．検討 事項」に記載 のとおりで ございまして 、いわ
ゆる公定価格の基 準でございま すとか、幼保 連携型認定こ ども園の基 準など、こう いった
ことについて、この間も議論をしていただいたところでございます。
今般、非常に形 式的な内容で ございますが 、後ほど詳し く御説明さ せていただき ますけ
れども、内閣府に 子ども・子育 て本部という 組織変更がご ざいました ので、それに 伴う形
式改正をさせていただければと考えております。
以上でございます。
○無藤会長

ありがとうございました。

子ども・子育て 会議基準検討 部会の設置に ついての改正 は、案のと おりというこ とでよ
ろしゅうございますでしょうか。
（「はい」と声あり）
○無藤会長

その 部会でありま すけれども、 親会議の議論 との密接な 連携が不可欠 である

と思いますので、 部会長は私の ほうで兼務さ せていただけ ればと存じ ますので、よ ろしく
お願いいたします。
子ども・子育て 会議令第４条 第２項では「 部会に属すべ き委員及び 専門委員は、 会長が
指名する」とされてございます。
部会に属すべき 委員及び専門 委員の選任に つきましては 、後日御連 絡をさせてい ただけ
ればと思います。
それでは、次の議 題であります けれども、委 員の改選後初 の会議とい うことであり ます。
事務局より、政府 の推進体制を 含む子ども・ 子育て支援新 制度の概要 、当面の審議 の進め
方、その他報告事項等について説明をお願いいたします。
○三上参事官

子 ども・子育て 本部で総括参 事官を拝命し ております 三上と申しま す。よ

ろしくお願いいたします。
資料４に基づきまして子ども・子育て本部について御説明申し上げま す。
まず「１．本部の設置根拠及び所掌事務」について御説明申し上げま す。
子ども・子育て 本部は、平成2 4年８月に制 定されました 子ども・子 育て関連３法 、１つ
目の○の※にござ います３つの 法律のことを 指しておりま すけれども 、この３法の 中の整
備法に基づきまし て内閣府設置 法を改正する 形で、新制度 の施行にあ わせてこのた び発足
したものでございます。

所掌事務でござ いますが 、ざっくり 申し上げます と、１ つ目が「少子化対策 及び子ども ・
子育て支援策に係 る企画立案・ 総合調整」で ございまして 、内閣府の 設置法で申し 上げま
すと、第４条第１ 項の関係の19 号の事務でご ざいます。こ ちらは内閣 を補助する立 場から
行う事務でございます。
その下の４つの ポツ「少子化 社会対策大綱 の作成・推進 」「子ども ・子育て支援 法に基
づく給付等の実施 」「児童手当 の執行」「認 定こども園法 に基づく制 度の運用」は 第４条
第３項に規定され てございまし て、こちらは 法律の事務を 施行すると いう性質のも のでご
ざいます。４ページに参照条文を付けてございます。
文科省、厚労省 との役割分担 のイメージに つきましては 、３ページ に色刷りのポ ンチ絵
がございます。
上にございます のが、ただい ま申し上げた 業務を所管す る子ども・ 子育て本部で ござい
まして、厚生労働 省は左側の下 の丸囲み、文 部科学省は右 下の丸囲み でございます 。それ
ぞれ、児童福祉法 に基づく事務 、学校教育法 体系との連携 という意味 で、認定こど も園法
に基づく事務など 共管している 部分などもご ざいまして、 連携しなが ら総合調整を 図りつ
つ事務を推進してまいるということでございます。
「２．本部の組 織について」 でございます 。発足時にお ける本部の 体制は以下の ような
イメージでございます。
本部長は有村内閣府特命担当大臣でございます。
副本部長を設け ておりまして 、資料で申し 上げますと、 ５ページに ある内閣府本 府組織
令第40条で「内閣 総理大臣の指 名する副大臣 をもって充て る」という ことになって ござい
まして、赤澤副大 臣が総理の指 名を受ける形 で副本部長を 御担当され ております。 また、
組織法令上は出て まいりません けれども、通 常の業務と同 じように、 担当政務官で ある越
智政務官からの御指導などもいただく形としております。
事務的なトップ という意味で は統括官を設 けておりまし て、こちら のほうは共生 社会政
策担当の政策統括官が兼ねる形になっております。
以下、審議官２ 人、参事官４ 人といったよ うな体制でご ざいまして 、２ページの ほうに
各参事官の役割分 担などもざっ くりごらんい ただける形で イメージ図 をつけてござ います。
このほかに文部 科学省、厚生 労働省のほう に審議官以下 、従前の施 行準備室と同 様の形
で併任をかけてございます。
常駐の職員数と しては47名と いうことでご ざいまして、このほかに政 策調査員です とか、
自治体からの行政 実務研修員な ども加えて、 相応の規模の 組織として 立ち上がって ござい
ます。
私からの説明は以上でございます。
○長田参事官

引 き続きまして 、資料５に基 づきまして、 新制度の概 要ということ で、継

続の委員の皆様は もちろん、新 任の方もそれ ぞれのお立場 で新制度に かかわってこ られた
方なので、改めて繰 り返す内容で はございま せんが、初回と いうことで もございます ので、

少し簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
資料５をおめく りいただきま すと「子ども ・子育て支援 新制度のポ イント」と書 かれて
おります。
この新制度は 、消費税 の引き上げに より確保する0 .7兆円程度 を含めまして 、それ 以外の
ものも含めて１兆 円超程度の財 源確保を目指 して、しっか りとした財 源の裏づけの もとに
子育て支援の量の 拡充、質の向 上も図ってい こうというも のでござい ます。この間 、当子
ども・子育て会議 は、特に量の 拡充はもとよ り、質の向上 ということ にこだわった 議論を
進めていただいているところでございます。
この新制度は、 実施主体が市 町村というこ とになってお りまして、 ３ページでご ざいま
すけれども、全て の市町村が、 ５年間の計画 ということで 、各地域に おけるさまざ まな子
育て支援のニーズ もしっかりと 把握していた だいて、それ に基づく適 切な供給計画 をつく
っていただき、計画的に進めていただくという仕組みでございます。
４ページ以下が予算の関係でございます。
冒頭、有村大臣 からもござい ましたが、消 費税引き上げ 延期という ことで関係の 皆様に
は大変御心配をお かけしたとこ ろでございま すけれども、平成27年度ス タート段階か ら0.7
兆円の消費税財源 を想定して、 実施しようと していた事項 を全て実施 できる形での 予算措
置が図られております。
４ページの右側 のグラフを見 ていただきま すと、消費税 引き上げ財 源の使い道が 書かれ
ておりますが、中 ほどに赤字で 「社会保障の 充実」と書か れておりま す。消費税が1 0％に
上がったときの使 い道といたし まして 、そのうちの2 .8兆円分 、消費税 率換算で大体 １％部
分が社会保障全体 の充実に充て られるという ことになって おり、そのう ちの0.7兆円 程度が
社会保障４分野の うちの子ども の分野に回っ てくるという ことが決め られていると ころで
ございます。
平成27年度に目 を転じていた だきますと、 ８％にとどま っていると いうことで、 社会保
障全体に充てられ る充実分が1.3 5兆円にとど まっているわ けでござい ますが、子育 て支援
最優先だというこ とでございま して、次の５ ページをごら んいただけ ればと思いま すけれ
ども、当然、全体 のパイが縮小 しているわけ でございます ので、全て をやるという わけに
はまいらないわけ でございまし て、平成27年 度予算におき ましては、 ５ページの下 のほう
の「限られた財源 の中で上記の 対応を行うた めの方策」と いうことで 、年金関係、 介護関
係については少し 我慢をいただ きまして、子 育てに優先的 に振り向け ていただくこ とによ
って財源確保が図られたということでございます。
また少しおめくりいただきまして、８ページでございます。
先ほど来、私、0.7兆円と 申し上げてお りますが、実際に 平成27年度 予算で措置さ れた費
用、これは国、地方 合わせての額 でございます けれども、0.5 兆円という ことでござい ます。
なぜ0.7兆円の内 容が0.5兆円 の予算ででき るかというこ とについて 説明した資料 になっ
ておりますけれど も、もともとこの0 .7兆円の使 い道を御議論 いただく際に は、今、だんだ

んと保育のニーズ がふえてきて いる途上にご ざいまして、 大体平成29 年度ぐらいで ピーク
を迎えるのではな いか。すなわ ち、その時点 で一番お金が かかるとい う想定のもと に財源
の配分を考えたわけでございます。
したがいまして 、この図でい いますと、Ａ とかＢという 矢印が伸び て緑がかった ところ
がございますけれ ども、平成29 年度の段階で 必要な額に対 しまして、 平成27年度段 階では
まだ量拡充の途上 にありますか ら、その部分 がかからなく て済んでい るというよう な事情
が一つございます。
一方、左側に目 を転じていた だきますと、 同じく平成29 年度段階で 私立幼稚園が この新
制度で９割移行し ていただいた 場合にも対応 できるような 形で配分の 議論をさせて いただ
いたわけでござい ますけれども 、初年度、な かなか情報が 不確定な中 で決断いただ けなか
ったという部分も 多くございま したので、２ 割程度という ことで見込 んでおります ので、
その２割と９割の 差分というも のが平成27年 度段階ではか からずに済 んだというこ とでご
ざいます。
逆に言いますと 、これは平成2 8年度から29 年度にかけま して、さら に費用が必要 になっ
てくるということ でございます 。私ども、平 成28年度予算 編成の課題 といたしまし ては、
当然、平成27年度 に確保した質 の向上の水準 をしっかりと 確保してい くということ が第一
義であろうと思っ ておりますの で、量の拡充 でございます とか、私立 幼稚園の移行 に対応
した予算を確保し ていく。ただし 、消費税が引 き上がるのは 平成29年度 でございます ので、
消費税が引き上が らない、歳入 がふえない中 で、まずそこ の対応を講 じる必要があ ると考
えております。
さらにその上に １兆円超の財 源確保という ことで、もち ろん私ども もしっかりと そこに
向けて声を上げ続 けていきたい と思っており ますけれども 、その確保 の先に１兆円 超の財
源確保という課題があるということで認識しているところでございます 。
10ページでござ いますけれど も、さらなる 財源確保が図 られた場合 には、さらに どうい
ったことができる かということ でございまし て、「質の向 上」という 欄を見ていた だきま
すと、◎のところが 既に平成27年 度段階から 対応できてい る部分という ことでござい ます。
△の部分が、今は 対応ができて いない、さら なる財源が確 保できたと きに手が届く という
もの。○がついて いるものにつ いては、例え ば処遇改善３ 〜５％と書 いております が、現
時点では３％の給 与改善という ことでござい まして、これ にさらなる 財源確保が図 られれ
ば３％が５％まで上げられていく。そのような形でごらんいただければ と思います 。
新制度の概要の 詳細につきま しては、お手 元に置かせて いただいて おります閲覧 用のフ
ァイルのほうに詳 しいものを入 れさせていた だいておりま すので、御 確認いただけ ればと
思います。
続きまして、資 料６「平成27 年度における 子ども・子育 て支援新制 度の施行に係 る取組
方針案」でございます。
制度の施行を担 当させていた だく私どもと して、どうい ったことを 重点的に取り 組んで

いくのか。また、 それとの関連 で子ども・子 育て会議をど ういった形 で運営させて いただ
くかということにかかわるということで、この資料を用意させていただ いておりま す。
平成27年度にお きましては、 率直なところ 、かなりタイ トなスケジ ュールの中で 急ピッ
チで制度設計を進 めてきたとい うところもご ざいますので 、その詳細 につきまして 、自治
体、事業者、利用 者にまだ十分 届き切ってい ないという面 があると認 識してござい ますの
で、まずは新制度の理解促進、浸透にしっかり努めていきたいと思って おります。
また、当然、こ ういう制度と いうものは、 しっかりと機 能してこそ でございます ので、
この制度の施行状 況の把握をし ていただきま して、自治体 の皆様の協 力のもと点検 ・評価
を行いながら、そ こで把握され た課題に適切 に対応してい きたいと考 えておりまし て、そ
ういったことを通 じまして、制 度の円滑な施 行に取り組む ことを基本 的な方針とい うこと
で考えております。
「主な取組予定 案」でござい ますが、これ までも繰り返 しこの制度 の実施主体と なりま
す自治体の関係の 皆様方への説 明会の開催を 重ねておりま すけれども 、既に本年度 、第１
回を開催し、今後も適時のタイミングで対応したいと思っております。
また、ちょうど １年ちょっと 前ぐらいに、 私立幼稚園の 関係の皆様 方からのさま ざまな
御不安の声をいた だいて、それ を踏まえて、 各自治体の皆 様に特にお 願いしたい内 容を通
知させていただき ましたが、そ の内容が適切 ・妥当に対応 していただ けているのか という
ことにつきまして 、現在フォロ ーアップの調 査をかけさせ ていただい ておるところ でござ
います。またその 内容が整理さ れましたら、 当会議にも御 報告をさせ ていただきた いと思
っております。
現実の時期は未 定ではござい ますけれども 、私立幼稚園 につきまし ては、新制度 に入っ
ていただくのか、 従来の私学助 成の枠組みで 運営されるの かというこ とについて、 選択す
る仕組みとなって おります。当 面、毎年度、 意向調査をさ せていただ くということ になっ
ておりますので、そういったことも適切に対応してまいりたいと思って おります。
次の「地方版子 ども・子育て 会議取組事例 調査」でござ いますけれ ども、この計 画は、
当事者参画のプロ セスを経て、 各自治体の計 画をつくって いただきた いということ でござ
います。
そういったこと で、関係当事 者のこの会議 を活発に活用 して取り組 んでいただい ている
自治体の好事例も ございますの で、当然、計 画をつくって 終わりとい うことではな くて、
第２ステージとし て点検・評価 が重要になっ てくるという ことでござ いますので、 好事例
を共有する中で、 引き続きこの 計画の点検・ 評価に資する という観点 から、このよ うな調
査を予定しております。
施行状況の把握 ということで 、できれば47 都道府県全部 回らせてい ただきたいと 思って
おりますけれども 、各都道府県 に参らせてい ただいて、そ こに各市町 村の御担当の 方々に
集まっていただい て、今どういう 状況なのか、何が起こって いるのかの 把握に努めま して、
その結果を踏まえ て、制度の改 めての周知が 必要な面、あ るいは少し 運用に課題が 見られ

て、多少運用を見 直すべきこと をしっかり見 きわめながら 、さらに、 例えば基準の レベル
を考えないといけ ないというよ うなものが生 じました場合 には、当会 議にお諮りさ せてい
ただければと思っております。
裏面でございま すが、制度の 周知というこ とでございま すと、パン フレット類の たぐい
もそうでございま すけれども、 国の職員だけ でそれを隅々 まで対応す るというのは 現実的
ではございません ので、自治体 や地域の中で この制度を理 解し、深め ていただける ような
人材を育成させて いただくこと が非常に重要 であろうと考 えておりま して、昨年度 も３カ
所ほどやらせてい ただいて、か なり好評をい ただいたので ございます が、何分箇所 数も限
られてございまし たので、今年 度は８カ所で より幅広く実 施していき たいと思って ござい
ます。
こういったこと などを通じま して把握され た施行状況に ついての適 宜のタイミン グでの
御報告、また、必 要に応じた公 定価格等の検 討について、 適宜のタイ ミングで開催 させて
いただくことを想 定しておりま すが、具体的 な開催のタイ ミングでご ざいますとか 、頻度
につきましては、 会長、会長代 理、また委員 の皆様の御意 見も踏まえ ながら御相談 をさせ
ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料７をごらんいただければと思います。
先に３ページを ごらんいただ ければと思い ますが、当子 ども・子育 て会議の議論 の過程
の中で、新制度の 対象となる施 設とか事業者 が守っていた だくべき基 準として運営 基準の
御議論をいただきました。
運営基準の中で は、施設・事 業者が、事故 が起こった場 合に行政に 報告をすると いうこ
とが義務として掲 げられたわけ でございます が、その議論 の過程にお きまして、当 然、事
故の報告を受ける だけで終わっ ては意味がな いわけでござ います。当 然、その事故 をきち
んと再発防止につ なげていくと いうことが大 事になるわけ でございま すので、受け た事故
報告の内容をどう いった形で教 訓として共有 していくのか とか、その 内容をしっか り検証
していくのかとい うことについ て、さまざま な論点を提示 していただ きました。そ の内容
が３ページ目に書かれたものでございます。
時間の関係もご ざいますので 、この場では 一つ一つは御 説明いたし ませんけれど も、こ
の論点を踏まえま して、なかな か子ども・子 育て会議での 御議論で尽 くせる内容で はござ
いません。非常に 重要な課題で もございます ので、別途の 検討会を立 ち上げるとい うこと
にいたしました。
それがお戻りい ただきまして １ページ目の 内容でござい まして「教 育・保育施設 等にお
ける重大事故の再 発防止策に関 する検討会」 というものを 昨年の９月 に設置させて いただ
きました。自治体 の皆様、事業 者の皆様、実 際に保育事故 でお子さん を亡くされた 当事者
の方、あるいは医 療関係、法律 関係の御専門 家などにも御 参画をいた だいて検討を 重ねて
ございます。
２ページの第３ 回というとこ ろに中間取り まとめという ことが書か れております けれど

も、この段階で、 どういった事 故が起こった 場合に、どう いった内容 の報告をして いただ
くのかということ を整理いただ きまして、子 ども・子育て 会議にも一 度御報告をさ せてい
ただいているとこ ろでございま すが、今後残 された論点と いたしまし て、第４回会 議の欄
を見ていただきますと４つの課題が掲げられております。
事故再発防止の 検証等々でご ざいますけれ ども、こうい った点につ いて引き続き 議論を
深めていただいて いるというと ころでござい まして、秋ぐ らいを一つ の出口のイメ ージと
して持っておりま すが、こちら につきまして も、検討状況 が一定進捗 した段階でま た子ど
も・子育て会議に も御報告をさ せていただき 、気づきの点 等ございま したら御指摘 いただ
ければと思っております。
長くなって恐縮でございますけれども、続きまして、資料８でござい ます。
平成27年４月１ 日、すなわち 新制度スター ト時点での認 定こども園 の数がどうい った状
況になったかということを、去る５月８日に公表させていただいており ます。
その結果でござ いますけれど も、小 見出しにござ いますように 、前年 度1,360件か ら倍増
以上の2,836件というような結果となっております。
公私別、類型別の内訳については、この表のとおりでございます。
この間、いわゆ る認定こども 園返上問題と いうことで大 変御心配を おかけしたわ けでご
ざいますけれども、全体数としては倍増という結果でございます。
ただ、残念なが ら、２つ目の ※にございま すが、認定こ ども園以外 の施設に移行 したと
ころが128カ所とい うことでござ います 。率直なとこ ろで申し上 げますと 、各園の皆 様は大
体秋ぐらいには園 児募集をしな いといけない ということで 、公定価格 の改善措置は 予算編
成過程でさせてい ただきまして 、今年の１月 時点で公表と いうことで ございまして 、その
内容については、 関係者からの 一定の御評価 をいただいて いると認識 しております が、ど
うしても園児募集 の段階でそれ をお示しでき なかったとい うことで、 返上を決断さ れたと
いう園が結果としては十分解消できなかったということかと認識してお ります。
いずれにしまし ても、認定こ ども園につき ましては、引 き続き内容 の周知をしっ かりと
図っていただきま して、各事業 者の適切な判 断に資する対 応をしっか り取り組んで まいり
たいと思っております。
なお、参考までに、裏面に都道府県別の状況も整理をさせていただい ております 。
私からの説明は以上でございます。
○岡参事官

続き まして、少子 化社会対策大 綱の説明をし たいと思い ます。資料９ −１、

９−２をごらんいただければと思います。
時間の関係上、 資料９−１の 概要で説明を したいと思っ ております が、よろしゅ うござ
いますか。
少子化社会対策 大綱でござい ますが、平成 27年３月20日 に閣議決定 いたしました 。平成
16年、22年に続いて今回は３回目でございます。
考え方といたし まして、少子 化の原因とい たしまして、 未婚化、晩 婚化、晩産化 が進ん

でいると思ってお りますが、そ の中で、若い 世代の結婚や 子供につい ての希望が実 現でき
るような取組を進めるということが考え方でございます。
今回の大綱の特 色でございま すが、６つご ざいまして、 １つ目が少 子化対策の基 本目標
を設定したこと、 ２つ目は重点 課題を設けた こと、３つ目 は子供への 資源配分を大 胆に拡
充するとしたこと 、４つ目は結 婚や教育段階 での支援を追 加したこと 、５つ目は多 子世帯
への配慮を盛り込 んだこと、６ つ目は男性の 意識や行動改 革を強力に 促進すること を盛り
込んだこと、この６つが特徴になってございます。
では、具体的に大綱の説明をいたしたいと思います。
まず「Ⅰ

はじ めに」でござ いますが、大 綱をつくる際 の考え方で ございますが 、少子

化は個人・地域・ 企業・国家に 至るまで多大 な影響を与え るものであ り、今や社会 経済の
根幹を揺るがす危機的な状況であります。
その中で、少子 化危機という ものは、解決 不可能な課題 ではなく、 克服できる課 題だと
考えてございます 。諸外国の例 の中におきま しては、子育 て支援の充 実や仕事との 両立支
援を行うことによ って、低下し てきた出生率 が回復した例 もございま す。その意味 におい
て、克服できる課題だと考えてございます。
直ちに集中して 取り組むとと もに、粘り強 く少子化対策 を推進して いくというこ とでご
ざいます。
結婚、妊娠、子 ども・子育て に温かい社会 の実現に向け て、社会全 体で行動を起 こすべ
きと初めに書かれてございます。
「Ⅱ

基本的な 考え方」でご ざいますが、 （２）が大綱 全体を通し ての目標でご ざいま

して「個々人が結 婚や子供につ いての希望を 実現できる社 会をつくる 」ことを基本 的な目
標として掲げてございます。
もちろん、言う までもありま せんが、個々 人の決定に特 定の価値観 を押しつけた り、プ
レッシャーを与え たりすること があってはな らないという ことは十分 留意する必要 がある
と考えてございます。
（３）でございます が「結婚、妊娠・出 産、子育ての各 段階に応じた 切れ目のない 取組」
と「地域・企業など社会 全体の取組 」の２つを 両輪としてき め細かく対 応してござい ます。
（４）でござい ますが、今後 ５年間を「集 中取組期間」 と位置づけ まして、次の ページ
のⅢで掲げる重点 課題を設定し 、政策を効果 的かつ集中的 に投入する こととしてご ざいま
す。
（５）でござい ますが、長期 的展望に立っ て子供への資 源配分を大 胆に拡充し、 継続的
かつ総合的な対策を推進することとしてございます。
ページをおめくりください。「Ⅲ

重点課題」は５つございます。

１つ目は「子育 て支援施策を 一層充実」と いうことでご ざいまして 、子ども・子 育て支
援新制度の円滑な実施などです。
２つ目でござい ますが「若い 年齢での結婚 ・出産の希望 の実現」と いうことでご ざいま

して、若い年齢に おいて、経済 的基盤の安定 ということが 大切でござ いまして、若 者の雇
用や、高齢世代から若年世代への経済的支援の促進ということを掲げて ございます 。
また、若い年齢 での結婚の希 望がかなう環 境整備という ことでござ いまして、結 婚に対
する取組支援というのを掲げてございます。
３つ目は、全 ての世帯に 加えまして「多子世帯 へ一層の配慮 」という ことでござい ます。
子育て・保育・教 育・住居など の負担の軽減 、あるいは、 自治体、企 業、公共交通 機関な
どによる多子世帯への配慮・優遇措置の促進などを掲げてございます。
４つ目は「男女 の働き方改革 」でございま す。長時間労 働というの は、男性の家 事・育
児参画を少なくし て、それがま た少子化の原 因の背景とも なってござ います。その 中にお
きまして、男性の 意識・行動改 革ということ で、人事評価 の見直しと か経営者の意 識改革
や、あるいは男性が出産直後から育児できる休暇取得などを掲げてござ います。
また「ワーク・ ライフ・バラ ンス」「女性 の活躍」とい うことで、 職場環境整備 や多様
な働き方の推進というのを掲げてございます。
５つ目は「地域 の実情に即し た取組強化」 ということで ございまし て、地域少子 化対策
強化交付金などの 取組の支援を 通じて、地域 の強みを生か した取り組 みなどを掲げ てござ
います。
また、地域創生 と連携した取 り組みが重要 だと考えてお りますので 、国と地方が 緊密に
連携した取組などもあわせて進めていこうと考えてございます。
次のページをお めくりくださ い。
「Ⅳ

きめ細 かな少子化対 策の推進 」でございま して、

重点課題に加えて長期的な視点に立った対策を掲げてございます。
「１．各段階に 応じた支援」 ということで 、結婚、妊娠 ・出産、子 育て、教育、 仕事、
それぞれの段階に応じた支援をしています。
まず、結婚でラ イフデザイン を構築するた めの情報提供 を掲げてご ざいまして、 その前
提となる正しい知 識をしっかり と個々人にお 伝えすること によって、 個々人が選択 できる
ことが重要だと考 えていまして 、教育のとこ ろでございま すが、妊娠 や出産に関す る医学
的・科学的に正しい知識をしっかり伝えていきたいと思っております。
また、妊娠・出 産というとこ ろでございま すが、子育て 世代包括支 援センターの 整備、
あるいはマタニテ ィハラスメン ト、パタニテ ィハラスメン トの防止な どを掲げてご ざいま
す。
次に「２．社会全体で 行動し、少 子化対策を推 進」とい うことで、結婚、妊 娠、子ども ・
子育てに温かい社 会づくりとい うことで、マ タニティマー ク、ベビー カーマークの 普及、
子育て支援パスポート事業の全国展開などを掲げてございます。
企業の取り組み ということで 、企業の少子 化対策や、両 立支援の取 組の見える化 や先進
事例の情報共有、 表彰やくるみ んマーク普及 によるインセ ンティブ付 与などを掲げ てござ
います。
「Ⅴ

施策の推 進体制等」で ございますが 、国の推進体 制というこ とで、内閣総 理大臣

を長とする少子化 社会対策会議 を中心に、ま ち・ひと・し ごと創生本 部と連携しつ つ、政
府一体で推進していくこととしてございます。
施策の検証・評 価でございま すが、次のペ ージで数値目 標を設定し ていますが、 目標に
基づいて検証・評価をしていきたいと思います。
大綱の見直しでございますが、おおむね５年を目途に見直しを考えて ございます 。
最後のページをおめくりください。
「個々人が希望 する時期に結 婚でき、かつ 、希望する子 供の数と生 まれる子供の 数との
乖離をなくすため の環境を整備 し、国民が希 望を実現でき る社会をつ くる」という ことが
基本目標でございます。
個別の施策の数 値目標でござ いますが、こ こに掲げられ ているのは 主なものでご ざいま
すが、子育て支援と いたしまして 、認可保育所 等の定員につ いては、2017 年までに267 万人、
待機児童解消を目指す。
放課後児童クラブについては122万人、待機児童解消を目指す。
地域子育て拠点 事業として8,0 00カ所、利 用者支援事業 で1,800カ所 、一時預かり 事業延
べ1,134万人等々の数値目標が掲げられてございます。
男女の働き方改 革ということ で、男性の配 偶者の出産直 後の休暇取 得率を80％ま で伸ば
したいと考えてございます。
簡単な説明でございましたが、少子化社会対策大綱の説明は以上でご ざいます。
○無藤会長

ありがとうございました。

以上の御説明は、基本的には御報告ということでございます。
それでは、今日 の残りの時間 、70分ぐらい になっており ますが、冒 頭、事務局か らもお
話がありましたが 、初回という こともござい ますので、委 員の皆様全 員からそれぞ れに御
発言をいただけれ ばと思います 。自己紹介も 兼ねて、この 制度の全般 、あるいはこ れから
２年間というところをお願いしたいと思います。
ただし、今日は 委員の皆様30 人の出席のよ うであります ので、大体 １人２分ぐら いです
ね。２分30秒話す とちょっと困 るぐらいの際 どいところな ので、よろ しくお願いい たしま
す。
○佐藤博樹会長代理
○無藤会長

会長は議事進行なので、私はタイムキーパーをやります。

ありがとうございます。

○佐藤博樹会長代 理

ご発言が ２分を超えた ら２分ですと 言いますの で、会長は気 にせず

進行だけやっていただければ。
○無藤会長

ありがとうございます。

前回からいらっ しゃる方はよ く御存じでし ょうけれども 、２時間と いうのは非常 に短く
て、前回は、３時間と言ったのに３時間半やったときもあります。
○佐藤博樹会長代理
○無藤会長

誰か１人がルールを崩すと、ずっとそうなってしまいますので。

できる限りということで、よろしくお願いいたします。

それでは、秋田委員から順番でよろしいですか。お願いします。
○秋田委員

アイ ウエオ順の初 めなので、ち ょっとプレッ シャーがか かっておりま すが、

御紹介にあずかりました東京大学の秋田と申します。
前期からの委員 をさせていた だいておりま すが、今回の 子ども・子 育ての新制度 は、戦
後最も大きな制度改革でございます。
ただし、先ほど も御紹介があ りましたよう に、質の向上 に関して財 源がまだまだ 十分で
はないと考えてお ります。子ど も・子育て支 援制度が、親 だけではな く、本当に子 どもの
良質な保育に届くためのあり方を議論していくことが必要だと思ってお ります。
そのために、１ 点は、先ほど 新制度普及啓 発人材育成研 修という御 説明がござい ました
が、単に制度の説 明に終わらず 、こうした方 が地域の子育 ての輪、保 育の質向上の ための
キーパーソンとして育っていくようなことを考えていただくことが大事 だと思いま す。
また、私は大学 の教員ですが 、今回、養成 校に勤務する 教員たちが 新制度につい てより
よく理解し、これ からの保育や 幼児教育を担 う先生たちが 保育や制度 を理解して、 安心し
て保育ができるよ うな形を今後 検討していっ ていただきた いと願って おります。保 育者は
保育の質向上の鍵 でございます ので、その生 涯にわたる専 門性向上の ための職能階 梯（キ
ャリアラダー）と いうものを今 回はきちんと 検討いただけ たらよろし いのではない かと思
っております。
多分２分以内で終わったのではないかと思います。ありがとうござい ました。
○無藤会長

ありがとうございます。

次は関代理人、お願いいたします。
○関代理人

全国 国公立幼稚園 ・こども園長 会、岩城眞佐 子会長は、 今日、公務の ため欠

席させていただい ております。 代理の副会長 の関美津子と 申します。 よろしくお願 いいた
します。
先ほどの御報告 にもありまし たように、今 年度、認定こ ども園が倍 増ということ で、公
立も倍増しており ます。このこ とは幼児教育 と保育を共に 充実させ、 一体的に提供 してい
くということの表れだと思っております。
公立幼稚園から も本当に多く が認定こども 園に変わりま した。本会 でも会の名称 を「全
国国公立幼稚園・こども園長会」と変更いたしました。
量の拡充から質 の向上という ことが今後の 課題になると 思いますけ れども、環境 整備と
いうことだけでは なく、教育・ 保育内容の充 実ということ をしっかり 行っていくべ きだと
考えております。
私は東京都の園 長をしており ますが、東京 都の国公立幼 稚園・こど も園長会には 、今年
度、保育園型のこ ども園の園長 先生が会員と してお入りに なりました 。一緒に研究 ・研修
をしていきたいという熱い思いだと思っております。
今後、国公幼は 引き続き研究 ・研修を充実 させ、各園が それぞれの 地域でその成 果を発
信していきたいと考えております。

最後になります が、今年度は 先ほどもあり ました保育料 の確定がち ょっと遅くな りまし
たので、３月末の 段階で大量に 入園辞退とい うような幼稚 園があった と聞いており ますの
で、今年度はそのようなことがないようにお願いしたいと思います。
新制度が子ども にとって、子 育てにかかわ る全ての人々 にとって、 より充実して いくよ
うな取り組みをお願いしたいと思っております。
以上でございます。
○無藤会長

ありがとうございます。

では、王寺委員、お願いします。
○王寺委員

全国 認定こども園 協会の副代表 をしておりま す王寺です 。前回の会議 で古渡

が委員となってお りましたが、交 代いたしま して今回から 初めて参加さ せていただき ます。
まず、今度の４ 月の制度につ いて、子ども と懸命に子育 てを頑張っ ている親に光 を当て
ていただいたことに大変感謝したいと思っております。
ただ、まだ始ま ったばかりで 、運用に当た っては全国各 地で混乱を 招いていると いうこ
とは、いろいろな アンケートを とりまして、 私ども協会の ほうにも多 々寄せられて いると
ころでございます。
しかし、私たち は、この制度 をこの国の未 来を担う子ど もたちをど のように国全 体で支
えていき、育てて いくかという 大義の中にお いて、このこ とが人口減 や地方創生に 大変力
を与えてくれるものと信じております。
ですから、今後 この運用を確 実なものとす るために、私 どもは認定 こども園とい う団体
ではございますが 、保育所や幼 稚園並びに子 どもたちにか かわる全て の施設ととも に、こ
の会議を通じてす ばらしい制度 になっていく ように努めて いきたいと 思っておりま す。ど
うぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○無藤会長

ありがとうございます。

では、大日向委員、お願いします。
○大日向委員

恵泉女学園大学の大日向です。

新制度がスター トして２カ月 近く、各地を 回ってこの制 度のことをお 話しいたしま すと、
本当にいいものが できたと喜ん でいただける のですが、一 方、残念な がら、知らな いとい
う方もまだまだ少なくありません。周知の徹底が必要だと思います。
当然のことでは あるのですが 、スタートし たばかりです ので、自治 体間の取り組 みにい
ろいろな違い、格 差も出ており ます。そうい う意味も含め まして、先 ほど御説明の ありま
した資料６の今後 の取組方針に 書かれている 一つ一つは、 ぜひとも強 力に推進して いただ
きたいと思います。
以上です。
○無藤会長

ありがとうございます。

では、奥山委員、お願いします。

○奥山委員

子育 てひろば全国 連絡協議会の 奥山と申しま す。再任と いうことで、 引き続

きどうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほど来、子ど もの最善の利 益を守るとい うことが出て きておりま す。地域の子 育て支
援の現場のほうで は、子どもの 最善の利益を 守る観点から 、子どもに とって保護者 の影響
力が非常に大きいということを実感しております。
従いまして、支 援者など第三 者が、親とと もに子どもた ちを守り、 育んでいくと いう視
点がとても欠かせないと感じております。
ただ、保護者との 関係構築とい うのは非常 に時間がかか りますので、そういった意 味で、
地域子育て支援で 日常的なかか わりを持ちな がら、個々の 家庭に向き 合うというこ とにこ
れからも力を尽くしていきたいと思っております。
貧困のことも含 めて、家庭の問 題が非常に 多様に複雑化 しております 。そうなりま すと、
なかなか行政の施 策だけでカバ ーできないと ころがあると 思います。 親を含め、市 民の力
もつけていきなが ら、地域の開 拓、地域の皆 さんの家庭へ のまなざし 、そういった ところ
も一緒に温かいも のにしていく ためにも、ぜ ひ行政の皆様 も市民とと もにという視 点でこ
の制度を推進していただきたいと考えております。どうぞよろしくお願 いいたしま す。
○無藤会長

ありがとうございます。

では、井奥代理人、お願いいたします。
○井奥代理人

全 国知事会でご ざいます。本 日、公務によ り知事の出 席がかないま せんの

で、代理として発言をさせていただきます。
全国知事会では 、昨日、少子 化対策の充実 ・強化に向け ました緊急 提言というこ とで、
高知県知事より有 村大臣に要望 活動を行った ところでござ います。本 日の資料とし てお手
元に配付させていただいておりますので、また後ほどごらんいただけれ ばと思いま す。
私からは、ここ にあります緊 急提言に書い ております子 ども・子育 て支援新制度 のさら
なる改善に向けま して、各県か ら幾つか意見 が出されてお りますので 、触れさせて いただ
きたいと思います。
初めに、政府に おかれまして は、消費税率 10％の引き上 げが延期さ れる中、新制 度のス
タートに必要とな る財源の優先 確保を図って いただき、新 制度が当初 の予定どおり ４月か
ら施行されましたことに知事会として改めて感謝を申し上げます。
新制度では施設 利用に伴う給 付費が一元化 されたことに よりまして 、保護者の皆 様にと
りまして、就労と 子育ての状況 に応じて施設 を利用する際 の選択の幅 が広がります ととも
に、地域型保育給 付の創設など により、３歳 未満児に対す るきめ細や かな子育て支 援サー
ビスの拡充が図られることとなりました。
一方で、施設型 給付につきま しては、今回 、加算等の増 加や支給認 定の認定区分 が細分
化されましたこと で、きめ細や かな対応が可 能となったと ころですが 、現場を預か る自治
体では、給付費の 算定、支給認 定の変更の際 の事務処理な どの増加に よる混乱や、 保護者
や施設に対する情 報提供といっ た面で十分に 手が足りてい ないといっ たような声も 一部で

聞いております。
また、１号認定 の子どもにか かる施設型給 付につきまし ては、当分 の間、国庫負 担を伴
う全国統一費用部 分と国庫負担 のない地方単 独費用部分の 組み合わせ で施設型給付 として
支給されることになっており、この部分は非常に制度が複雑になってお ります。
国におかれまし ては、各自治 体における新 制度の運用が 早期に円滑 なものとなり 、平準
化されますよう、 引き続き自治 体への丁寧な 説明と速やか な情報提供 への御協力を お願い
したいと思います。
以上でございます。
○無藤会長

ありがとうございます。

では、柏女委員、お願いします。
○柏女委員

淑徳大学の柏女と申します。

子どもの福祉を 担当している 立場から発言 を続けてまい りました。 また、保育士 等の養
成校にも勤務して おりますので 、その視点か らも発言をし てまいりま した。再任さ れまし
たので、今後ともよろしくお願いいたします。
まずは、子ども ・子育て支援 新制度が動き 出したことを 歓迎したい と思います。 この制
度は、いわゆる 包み、支 え合うインク ルーシブな 社会をつくっ ていく。そのための包 括的、
一元的な仕組みを つくるという 、いわば社会 づくり政策と 幼児期の教 育の振興とい う人づ
くり政策、この２ つをあわせ持 つ制度だと思 っています。 私は主とし て社会づくり の視点
から発言をしてまいりました。
今年は社会福祉 基礎構造改革 から15年の節 目に当たりま す。このと きに子ども・ 子育て
支援新制度が創設 されて、利用 者の尊厳を重 視し、権利を 強化してい く。そういう 個人給
付の仕組みが、高齢者、障害者に続いて子ども・子育て分野にも導入さ れていく。
また、財源の流 れが一元化に 向けて一歩を 踏み出してい ったこと、 消費税も追加 投入さ
れることになって 、社会保障の 一環としてこ の制度が充実 されるよう になってきた こと、
こうしたことはとても大きく評価されることではないかと思っておりま す。
一方で、この制 度は子どもの 特性に配慮し たこともあっ て、井奥代 理人がおっし ゃった
ように、やや 複雑になり 、包括的 、一元 的体制に向か う過渡期と いうこともあ って、行政、
事業者、利用者の負担は、今のところ大きいのではないかなと思ってい ます。
まずは、この制 度がどこに向 かうか見きわ めが必要だと 思いますし 、羅針盤をは っきり
させて、かじ取りをしていくことが必要だろうと思います。
続いて、残され た課題に対す る取り組みも そろそろ開始 しなければ ならないので はない
か。この制度は、 幾つかの点で 見切り発車を してスタート しておりま す。子ども・ 子育て
財源の統合という点でも、まだまだ課題が残っております。
また、実施主体 についても、 市町村を中心 に再構築をし ていくとい うようなこと も大き
く幾つか課題がご ざいます。こ うした課題に ついて、この 会議で取り 組んでいける ことを
期待したいと思っております。

以上でございます。ありがとうございました。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、加藤委員、お願いします。
○加藤委員

全国 幼児教育研究 協会、宮下委 員にかわりま して、専務 理事の加藤が 出席を

させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず新制度の構築に向けて、関係の皆様の御努力に敬意を表したいと 思います。
本協会としまし ては、新制度 における幼児 教育の質につ いて、大変 関心を持って おりま
す。どの子どもに も良質な幼児 教育、その質 の向上に向け て、どのよ うな仕組みが さらに
構築できるのか。ということです。
今までは人をど う充てるかと か、そういう 財源のことが 議論の中心 であったかと 思いま
すが、これからは その内容につ いて、園内で の研修、園外 での研修な ど、１号、２ 号、３
号の子どもたちが 健やかに成長 できるように 、園内にどの ように仕組 みを構築して いくこ
とができるか、この国の会議においても考えていきたいと思っておりま す。
本協会も、研修に関してはさまざまに御協力できるのではないかと思 っておりま す。
また、私立幼稚 園では、基礎 自治体を超え て子どもたち が通園して いる実態が多 くあり
ます。都道府県に おける広域調 整など、まだ まだ課題もあ ろうかと思 います。また そのあ
たりもこれからしっかりと議論できればと思っております。よろしくお 願いいたし ます。
以上です。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、駒崎委員、お願いします。
○駒崎委員

全国 小規模保育協 議会理事長の 駒崎です。２ 分というこ となので、挨 拶は抜

いていきなり提案したいと思います。
配られている資料のもとに、２点に絞ってお話しします。
１つ目なのです けれども、里 親や養親が育 休を取れない という件を 何とかしてい ただき
たいと思います。 現状、日本の 社会的養護、 施設的養護の 割合は非常 に多くて、家 庭的養
護の割合が少ないのですけれども、そこで課題になっているのは育休の 壁です。
里親になって育 休が取れない 。特別養子縁 組の養親にな って育休が 取れないとい う状況
になっていますか ら、それが一 つのハードル になって家庭 養護になか なか広がって いかな
いという状況になっていますので、これを何とかしていただきたい。
折しも、育児・ 介護休業法は ５年ごとに見 直しなのです けれども、 ことしがその 見直し
時期なので、これ はチャンスで すので、ぜひ 育休を里親や 養親にも提 供していただ きたい
と思います。
２つ目です。５ 月７日に「 news e very.」で一 時保護所の 特集がありま した。そこ では虐
待を受けた子ども たちを保護す るはずの東京 都の一時保育 所で、子ど もたちが虐待 されて
いるという状況が報道されました。これは非常にショッキングでした。
例えば被虐待児 と非行児を同 室に入れてい るとか、子ど も同士は会 話禁止、ある いは目

を合わせるのも禁 止とか 、30分でグラ ウンドを100周 させるとか 、これ は過剰な指導 ですよ
ね。こういった状 況が実際に本 当にそうかと 思って、そこ に入った人 に聞いてみた ら、本
当にそうだということだったので、これは本当にまずいなという状況で す。
実際、日弁連と かもこれは人 権侵害なので はないかとい うことで勧 告を出してい るので
すけれども、５年 前に出してい るのですが、 そのころから 一向に変わ っていないと いう状
況らしいので、ぜ ひ厚労省のほ うからこうし た状況を実態 調査してい ただいて、虐 待を受
けた子どもたちを助けていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、次に、佐藤栄一委員、お願いいたします。
○佐藤栄一委員

宇都宮市長の 佐藤栄一でご ざいます。全 国市長会か ら推薦をいた だきま

して、就任いたしました。
新制度でありま すけれども 、全ての子 育て家庭に対 して、地 域の実情を踏 まえた子ども・
子育て支援を充実 するというす ばらしい理念 が掲げられて います。ス タートしたば かりで
ありますので、今 後、量的拡充 と質の改善を 着実に実現し ていかなく てはならない と考え
ておりますが、今 年度より委員 の一人として 全国市長会の 取り組みや 本市の現状な どにつ
いて報告をさせて いただきたい と思います。 よりよい制度 となるよう 、貢献させて いただ
きたいと思います。
今回のスタート に当たって、 事業者の方、 保護者の方々 と懇談をさ せていただき ました
が、導入に当たっ ての課題の一 つとして、や はり利用者へ の周知のお くれがあった かと思
います。
施行に向けては 、国の示す基 準に沿って各 市町村が条例 の制定、支 援事業計画の 策定、
支給認定事務など さまざまな準 備を進めてき ましたが、国 の基準、公 定価格が示さ れる時
期がおくれたため、事業者が新制度に対して戸惑いを持ったのではない かなと思い ます。
本市では、限ら れた期間の中 で丁寧な説明 を心がけて、 市内各地区 で市民説明会 を開催
いたしました。各 市町村におき ましても、利 用手続や保育 料などにつ いて、保護者 への情
報提供に十分な期 間がとれませ んでしたが、 今年度以降も 引き続きま して丁寧な周 知、広
報の継続が必要であると実感しています。
今後の会議にお きましては、 新制度の実施 主体として制 度の仕組み や運用におけ る問題
点・課題点をしっ かりとお伝え 申し上げたい と思います。 どうぞよろ しくお願いい たしま
す。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、佐藤秀樹委員、お願いします。
○佐藤秀樹委員

全国保育協議 会の佐藤です 。昨年度に引 き続きこの 会議に参画さ せてい

ただきます。よろしくお願いします。
先ほど長田参事 官から新制度 のポイントに ついて述べら れた中で、 新たな追加の 恒久財

源の確保について 、ぜひ努力を なさっていた だくことを重 ねてお願い 申し上げたい と思い
ます。
新制度がスター トして２カ月 弱ですが、さ まざまなとこ ろがまだ整 理しきれてい ないと
思っています。この国で生ま れ育つ全ての 子どもたち が、施設に おいては 、例えば「 幼児」
と呼ばれ、「児童 」と呼ばれ、 「園児」と呼 ばれています 。この国の 全ての子ども たちに
一貫した一つながりの保育というものが必要だと私は思っています。
そのための仕組 みの端緒はこ の４月からス タートしまし たが、これ を整理しなが ら、成
熟した制度にしていくことをお願いしたいと思います。
ほかの委員のご 発言でもあり ましたが、子 ども・子育て 支援新制度 の「新」とい う言葉
が、できるだけ早 く取れて、新 制度が成熟し て全ての子ど もたちに充 実した仕組み として
提供できるように なることを願 って、会議に 臨んでいきた いと思いま す。よろしく お願い
いたします。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、髙尾委員、お願いします。
○髙尾委員

一般社団法人日本経済団体連合会子育て支援部会長の髙尾でございま す。

私は、この分野 の議論につき まして、社会 保障審議会の 少子化対策 特別部会に参 画しま
した2009年６月か ら数えますと 、かれこれ６ 年ほどかかわ らせていた だいておりま す。関
係の皆様におかれましては、これまで大変な御苦労を重ねられてきたか と存じます 。
本年４月より新制度が本格施行されたということは、非常に喜ばしく 感じており ます。
安倍政権につき ましては、女 性の活躍促進 を成長戦略の 柱と位置づ けるとともに 、少子
化を我が国の根本 を揺るがしか ねない危機で あるとして、 さまざまな 取り組みを展 開して
おりますが、新制度はその両方の政策目的を実現する上で重要な役割を 果たします 。
この観点から、今 後、新制度が 初期の目的を 達成している かどうかと いうことにつ いて、
この子ども・子育て会議において点検をしていく必要があると思ってお ります。
一方、女性の活 躍促進、少子 化の解決とい うことにつき まして、企 業としまして も恒常
的な長時間労働の 見直し、ある いは従業員の ワーク・ライ フ・バラン スの実現など 、みず
から課せられた課題であると認識しております。
今日の資料９− １にもありま すとおり、男 女の働き方の 改革など、 これらは社会 的な要
請という側面もご ざいますが、 労働時間当た りの生産性を 高めるとい う経営上の極 めて重
要な課題でもございます。
今回新たに出され ております人 事制度の見直 しなど、今後 の取り組みを 注目したい と思
っております。
取り組みはまだ まだ道半ばで ございますけ れども、経営 のトップの 意識は確実に 変化し
てきておりまして 、それぞれが 切磋琢磨して 取り組み内容 を競い合う 段階に入った のでは
ないかと思ってお ります。企業 としましても 、みずからの 課題解決に 取り組んでい く所存
でございます。

以上でございます。
○無藤会長

恐縮です。ありがとうございました。

では、髙橋委員、お願いします。
○髙橋委員

あり がとうござい ます。前回に 引き続きまし て、子ども ・子育て会議 の委員

として参画させていただきます、日本労働組合総連合会の髙橋睦子と申 します。
働く私たちにと っては仕事と 子育ての両立 支援、子ども たちにとっ ては全ての子 どもの
育ちと子育てを社 会全体で支え る、このよう な総合的な支 援体制が４ 月からスター トした
ということについては、本当に感謝を申し上げたいと思います。
しかしながら、 都市部を中心 として待機児 童の問題がま だ解消され ないため、働 く女性
にとって、出産後 、職場復帰が 一大の難問で ございまして 「保活」と も報道されて おり、
まだまだ大変だと いう声が聞こ えてきますの で、その面で もまたよろ しくお願いし たいと
思います。
今年度の予算は0 .5兆円となり ました。保 育所の保育士 等の給与改善 や職員配置の 改善、
放課後児童クラブ 常勤職員の処 遇改善などが まだまだ不十 分な状態に 置かれている と思い
ます。量的拡充と 質の向上を実 現するために は、さらなる 財源確保を よろしくお願 いした
いと思います。
今回、少子化社 会対策大綱が 出されました が、初めに人 口減少国家 というような ところ
から触れられてお りますが、当 然、このよう な視点も必要 ですが、５ 年前に策定さ れまし
た「子ども・子育 てビジョン」 の全ての子ど もの育ちと子 育てを切れ 目なく包括的 に支え
ていく、社会全体 で子育てを支 えていくとい う理念。つま り、子ども が主人公、「 チルド
レン・ファースト 」といった政 策を基本にし た理念を大事 にしながら 、本会議に参 画をし
ていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、塚本委員、お願いいたします。
○塚本委員

公益 社団法人全国 私立保育園連 盟の塚本でご ざいます。 前委員の橘原 副会長

からバトンタッチ しまして、参 画させていた だくことにな りました。 どうぞよろし くお願
いいたします。
実は全私保連で は常務理事と いうことで保 育制度の担当 をしてござ いますが、自 園のこ
とで恐縮ですが、 この制度の施 行とあわせま して、私ども の保育園を 幼保連携型認 定こど
も園に移行いたしました。
１号認定の子ど もを15名受け 入れまして、 ３歳児11名と ４歳児４名 ですが、今、 ３歳児
は０歳から保育園 で育った子ど もと新たな１ 号の子どもが 同じクラス で生活を始め ており
まして、その違いにほほ笑むような毎日でございます。
あわせまして、 こうしたこと によりまして 、法人に併設 しておりま す児童養護施 設の子
どもも私どものこ ども園のほう でお預かりす るということ になりまし て、より手厚 く保護

やケアが実践できることを大変うれしく感じているところでございます 。
佐藤委員からも ありましたけ れども、１兆 円超の財源確 保について は、ぜひ今後 もお力
を尽くしていただいて、何としても実現していただきたいとお願いした いと思いま す。
月並みではござ いますけれど も、この新制 度を施行して いただきま して、これが 子ども
の健やかな育ちを 保障し、保護 者の子育て支 援、地域の子 育て支援の 充実、そして 、何よ
りも保育者の働く 環境の改善に つながる制度 になるように お願い申し 上げて、私は これか
ら保育現場の声を この会議で発 言させていた だきたいと思 います。ど うぞよろしく お願い
します。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、月本委員、お願いいたします。
○月本委員

全日 本私立幼稚園P TA連合会か ら参りました 月本です。前 回に続きまし て参加

させていただいております。
前回からの実感を申し上げたいと思います。
私は保護者とい う立場でこち らに参加させ ていただいて おりますけ れども、実際 、保護
者の方に、この会議であるとか、施策がなかなか行き渡っていないよう に思います 。
私は私学の幼稚 園に通わせて いる保護者の 皆様と接する ことが多い のですけれど も、働
きたいお母さんば かりでもなく 、自分の手で 自分の家で子 育てしたい とおっしゃる お母様
もたくさんいらっ しゃいます。 どの子どもに もとおっしゃ るのであれ ば、家庭で安 心して
子育てに専念でき る保護者、母 親にも手厚い 保護をしてい ただきたい と思うのが今 の実感
です。
なかなか母親同 士、保護者同 士が意見を取 り交わす場が 少ないので すけれども、 ここに
来ていると、その 生の声がここ には伝わって いない、私た ちの周りの 保護者の声は 伝わっ
ていないように思 いました。せ っかくこの場 をいただいた のですから 、そういう保 護者の
声もここに届けて 、この先、改 善していけた らなと思って おります。 どうぞ２年間 よろし
くお願いいたします。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、坪井委員、お願いいたします。
○坪井委員

全日 本私立幼稚園 連合会から、 今回新しく参 加させてい ただいており ます坪

井と申します。よろしくお願いいたします。
今回スタートし たこの制度が よりよいもの になるように という立場 で、いろいろ 細かい
話もさせていただきますけれども、よろしくお願いします。
予想されたとお りといいます か、現場は大 混乱しており ます。まず 、事務量が半 端でな
いです。この点が１つ。
さらにもう一つ 。４月 の施設型給付 が市町村から 給付されまし たが、基本的に100 ％出て
いない。基本分単 価ぐらいしか 出ていないと ころがほとん どです。中 には４月分は 出なか
ったというところ もあります。 これは調査を していただき たいと思い ますけれども 、そう

いうのが実態でございます。
給付が少なかっ た。これには 原因がありま して、加算分 の処理がで きていない。 事業所
と市町村との間で 事務手続が必 要なわけです が、それが全 くできてい ない。その分 が後に
なった。それで、６割程度しか出ていない。
そうすると、４ 〜６月は何と かしのいだと しても、６月 末とか７月 には夏のボー ナスを
職員に出さないと いけないです 。ひょっとし たらこの資金 が確保でき ないというよ うな事
業者が出てくる可 能性が考えら れます。こう いうことが１ 園でも２園 でもあると、 制度全
体に対する信用が 失墜します。 これは国の責 任、市町村の 責任として 、そういうこ とがな
いようにお願いしたいと思います。
次に、市町村ご とにこの制度 に対する取り 組みの状況が すごく違う 。すごく頑張 ってい
ただいている市町 村もたくさん あります。し かし、何もわ からなくて 、事務処理を ほった
らかしにしているという市町村があるのも事実です。
それをカバーす るのが都道府 県等の広域調 整ということ であるので はないかなと 思うの
ですけれども、そ れについても 関心のない都 道府県があり ます。国が 想定したよう にはな
かなかうまく動いていないのかなと思います。
最後に一つ。や はり質の向上 を図るという ことが非常に 大事ですの で、たくさん の先生
方がおっしゃったように、質の向上に向けての検証をお願いしたいと思 います。
以上です。
○無藤会長

ありがとうございました。

次は徳倉委員、お願いします。
○徳倉委員

皆さん、こんにちは。ファザーリング・ジャパンから参りました徳倉でございま

す。
昨年度まで吉田が務めさせていただいておりましたが、私が本年度から担当させていただき
ます。よろしくお願いいたします。
委員の皆さんを拝見させていただくと、子育ての当事者というのは実は少ないかなと思って
おりまして、私、長男が６歳で小学校１年生です。児童クラブでございます。二男が４ 歳で 、
今、幼稚園でございます。長女が１歳、保育園でございます。
新制度を地で行っている家族ということでございまして、実は３月まで埼玉県上尾市に住ん
でおりました。県のほうの子ども・子育て会議、また、上尾市のほうも委員をさせていただき
まして、ニーズ調査、条例の制定までかかわらせていただいて、本当に現場の中でどのような
ことが起きているかということは一応把握しているつもりでございます。
あわせて、この３月末に実は埼玉県から四国の香川県に家族で移住しまして、１人でまち・
ひと・しごと創生と少子化対策みたいな感じになっておりますけれども、今回、都市型の保護
者の観点、本当に待機児童が多い。いろいろな子育ての環境が大変な中の状態と、高松市に移
りまして明らかに環境が変わってきている。また、自治体の反応もかなり違ってきている。
そういう中において、保護者という立場で、プロの保護者ではありませんけれども、実際に

事業者さんと保護者のコミュニケーションがとれているところ、とれていないところなどをフ
ァザーリング・ジャパンのネットワークを使いながら、もう既に子ども・子育て会議用にネッ
トワークをつくりまして、今、全国の保護者がこういうことで困っているというような声を届
けたいと思います。
今、事務量のお話がありましたが、結局、保護者と事業者とのコミュニケーションがとれて
いない。こういうところのそごなどをこの会議の中で、また、運営をしていく面において、こ
ういうところの配慮をいただければという観点でお話をさせていただければと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、中川委員、お願いします。
○中川委員

この たび委員とし て任命を賜り ました、京都 市北白川児 童館の中川と 申しま

す。
京都市の児童館 は、放課後児 童クラブを児 童館において 実施いたし ております。 私は児
童館の現場の職員として長きにわたって勤めてまいりました。
そんな中、昨年 策定されまし た「放課後児 童健全育成事 業の設備と 運営に関する 基準」
の策定についても 携わらせてい ただきました し、また、き ょう、お手 元に皆様方、 参考資
料としてございま す「放課後児 童クラブ運営 指針」の策定 についても かかわらせて いただ
く栄に浴することができました。
放課後児童クラ ブにつきまし ては、御承知 のとおり、大 変需要が高 まっておりま して、
京都でもそうです し、今、全国 的に90万人を 超える子ども たちが放課 後児童クラブ に通っ
ております。
ただ、一方で、 全国的に見ま すと、放課後 児童クラブの 実情という のはさまざま でござ
いまして、私ども でも全国の同 じ業務に携わ る皆さん方と お話をしま しても、え、 そうな
のというような、 例えば職員の 配置にしても そうですし、 子どもの定 員についても そうで
すし、あるいは１人当たりの子どもの面積についても、まさにまちまち でございま した。
そんな中、何を どうしていっ たらいいのか ということが 現場にとっ て非常に喫緊 の課題
でございました。そ の喫緊の課題 に応える今 回の基準の策 定であろうと 思っておりま すし、
また、運営指針に つきましては 、基準は基準 でこれはこの とおりなの でございます けれど
も、実際に現場で 運営していく に当たっては 、やはりもう 少し具体的 な中身につい てのマ
ニュアル、指針が 必要であると いうことで、 今回、策定さ せていただ きまして、こ れも現
場の皆さん方に大変喜んでいただけるのではないかなと思っております 。
私は実は児童館 の館長もいた しておりまし て、児童館は なかなか注 目を浴びるこ とがな
いのですけれども 、児童館とい うのは地域の 全ての子ども を対象とす るという、こ れはほ
かの施設にない、 ある意味でい うと、日本の 児童福祉施設 の中では大 変稀有な特徴 を有し
ていると思います。
今回の制度の中 でも、例えば その特性を生 かして、全て の子どもた ち、全ての保 護者の

ために実施できる さまざまな取 り組みがあろ うかと思って おります。 例えば子育て 支援拠
点事業であったり 、あるいは利 用者支援事業 についても、 児童館が力 を発揮できる のでは
ないかなと思って おります。児 童館、学童ク ラブ、放課後 児童クラブ ともに頑張っ ていき
たいと思います。よろしくお願いいたします。
○無藤会長

ありがとうございました。

次は蜂谷委員、お願いします。
○蜂谷委員

日本 商工会議所若 者・女性活躍 推進専門委員 会の委員で あります蜂谷 と申し

ます。今期より委員に就任いたしました。よろしくお願いいたします。
日ごろは企業の 経営に携わっ ており、また 、働きながら の子育ても 経験してまい りまし
た。この４月に私 の子どもは、 大学を卒業し て社会人とな りまして、 その御恩返し をいさ
さかでもさせてい ただく機会で はないかと思 い就任した次 第です。よ ろしくお願い いたし
ます。
本会議では、商 工会議所の推 薦委員として 、事業者側の 立場として の意見を述べ てまい
りたいと考えております。
少子化対策につ いては、現在 、生まれた子 どもが社会人 として働く ようになるま で、約
18年ないし20年と いう年月がか かるというこ とを考えると 、本当に我 が国において 待った
なしの状況であり 、喫緊の課題 であると実感 しているとこ ろでござい ます。子ども ・子育
て支援を初め、各種対応策の構築を早急に進める必要があると思います 。
商工会議所とい たしましても 、昨年より若 者・女性活躍 推進専門委 員会を立ち上 げ、若
者・女性の活躍推 進に向け、ま た、子育て支 援を初めとし た課題の解 決に向けて議 論を行
っているところでございます。
子ども・子育て 支援につきま しては、本年 ４月より新制 度へ移行し まして、支援 策の拡
充を図るところで ございますが 、私も一委員 として、より 良い制度と なるよう、ま た、運
営ができるように 少しでもお力 添えできれば と考えており ます。どう ぞよろしくお 願いい
たします。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、宮島委員、お願いいたします。
○宮島委員

初め まして。今回 から参加いた します日本テ レビ報道局 解説委員の宮 島香澄

と申します。よろしくお願いします。
ふだんは社会保 障や経済を中 心の解説委員 をしておりま す。このテー マに関しまし ては、
８年ほど前から社 会保障審議会 ですとか少子 化の関連のチ ーム、幼保 一体化などの 議論に
かかわらせていた だいて、制度 設計のベース のところに携 わらせてい ただいてきた ので、
今回、この制度がスタートということで非常に感慨を持っております。
私がこの議論に 参加を始めた ときには、私 の次男は保育 園児だった わけですけれ ども、
今、中学２年生に なりました。 この間、人口 減の危機意識 ですとか、 少子化対策に 国とし
て乗り出すべきだという意識はもうかなり高まっていると思います。

議論に参加して いた初期です とか、あるい は長男の保育 園探しをし ていた17年前 に思っ
ていましたのは、 この国の保育 というのは、 ある条件にう まくはまれ ばとても手厚 くやっ
てもらえるけれど も、何かの条 件がちょっと 外れてしまう と非常に冷 たいのだなと 思って
いて、「全ての子 どもを」とい うのはそのと きもスローガ ンではあり ましたが、本 当に全
ての子どものためなのだろうかという疑念を持っていました。
一方で、会社側 、企業・社会 側は、とにか く猛然と働く 労働者を求 めていて、個 人の生
活とか家族形成へ の配慮がとて もまだまだで 、その距離の 中で苦しん でいたという 記憶が
ございます。
今は企業におい ても、いわゆ る家族形成、 人口減社会に 対する責任 感が大分増し てきた
と思いますし、子 育ての新制度 の中では、い ろいろな状況 の親にケア をしていこう という
ところがすごく出てきていると思います。
子育ての現場も 本当にいろい ろな状況、本 当に短時間勤 務とか、働 き方もいろい ろなバ
ラエティーが出て きていると思 いますので、 これから制度 の点検や改 善の中では、 そうし
た流れに沿うよう に、まだ課題 も多くて本当 に充分とは言 えない状況 もあると思い ますけ
れども、皆様と一緒に考えていければと思います。よろしくお願いいた します。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、山内委員、お願いします。
○山内委員

初めまして。私、日本保育協会女性部に所属しております山内と申し ます。

前回、坂﨑委員 が出ておりま したけれども 、交代させて いただいて 、出席をさせ ていた
だいております。
前回には、各委 員におかれま しては、たく さんの御議論 をいただき 、子ども・子 育て支
援新制度をつくり上げていただいたことに非常に敬意と感謝を申し上げ ます。
新年度が始まり まして、私ど もも京都市で 保育園をして おりますが 、この４月に 認定こ
ども園に変わりま した。その状 況であります と、保護者の ほうへの説 明会も開催い たしま
したが、やはりな かなか幼保連 携型、幼稚園 、保育園の３ つの施設の 違いを理解し ていた
だくのも大変な、無理な面もありました。
ある家庭では、 上の子どもさ んがもう既に 保育園に入所 しており、 下の子どもさ んが今
度は違う園に決定 されたという 混乱も生じて おります。ま だまだ運営 上の工夫はあ るかと
思いますが、そのあたりが問題かと思います。
今回の新制度に おきましては 、特に量的な 確保と質の改 善が大きな 問題となって おりま
すが、量的確保に つきまして、 保育士の確保 が本当に大き な問題にな っております 。政府
におかれましても 緊急の施策も 打たれており ますが、この 面について はなかなか難 しい面
があると思います。
それと同時に、質 の改善につい ては、私ども が一番大事に 思っている のが０〜２歳 です。
この年齢というの は、子どもた ちの本当に基 本的な人格を つくり上げ る大切な時期 です。
親と子がしっかりと愛着関係を結び、人に対する信頼関係をつくるのが この時期で す。

この時期に私ど もは大切な子 どもさんをお 預かりしてお りますが、 若い保育士が ３対１
の状況で、泣く子 どもたちを背 中に背負い、 だっこして新 年度を迎え ておる、そん な姿が
あります。
そんな中で、専 門的な部分を 踏まえて、安 心・安全の意 識を持ちな がら保育に当 たらせ
ていただき、保護 者に安心感を 持っていただ けるように、 これから質 の改善を頑張 ってい
きたいと思います 。この点につ いてはまだま だ議論をいた だきたいと 思いますので 、これ
からよろしくお願いいたします。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、渡邊委員、お願いします。
○渡邊委員

新潟 県聖籠町長の 渡邊と申しま す。全国町村 会を代表す るような立場 で任命

を受けているものと理解しております。
このたびの新制 度は、私ども 市町村が事業 の実施主体と いうことで スタートし、 量的な
拡充、質的な改善 も含めていい 形で財源手当 もされてきた ところであ りますが、正 直なと
ころ、制度設計に 当たっていろ いろな議論を 重ねながらも 、時間的な 余裕もない中 で、特
に公定価格がなか なか定まらな かったという ことがありま す。また、 いわゆるニー ズ調査
に基づき事業計画 を策定した上 で、それぞれ の市町村にお いて法に準 ずる形で条例 を制定
するなど、さまざ まな諸準備が あったわけで あります。そ の中で、今 、振り返って みます
れば、スタートし て２カ月余り になるわけで ありますけれ ども、割合 大きな混乱は なくス
タートできたのではないかという実感を持っております。
しかし、今ほど いろいろな方 々から意見が ありましたよ うに、市町 村の対応につ いてア
ンバランスなとこ ろもあるとい うようなお話 も聞いており ます。これ らの課題につ いては
事業主体としての 責任において 、今後、市町 村も頑張って いくのでは なかろうかと 思って
おります。
来る前に新潟県 の実態を調査 してきたので すが、資料８ でも御紹介 されているよ うに、
認定こども園に移 行した事業所 については、 割合スムーズ な形で移行 できたのでは ないか
と思います。
ただ、事業者側 からしますと 、公定価格の 単価の内容が 複雑であっ たり、または 私学助
成との兼ね合いも 見えにくいと ころがあった ために、経営 の見通しが 立てにくかっ たので
はないかという意見もあったようです。
今回、新制度に 移行しなかっ た事業者につ いても、様子 見というと ころもあった ようで
ございますので、 今後、資料６ にある今後の 取組方針の辺 りも含めて 、丁寧な説明 をしな
がら御理解を得られるように努力していただきたい。
そして、財源の確 保も、平成 27 年度以 降まだ 0.3 兆円超の 確保が必要 でございます ので、
よろしくお願い申し上げたいと思います。
以上でございます。
○無藤会長

恐縮です。ありがとうございました。

では、木村委員、お願いします。
○木村委員

あり がとうござい ます。全国認 定こども園連 絡協議会会 長の木村義恭 です。

どうぞよろしくお願いいたします。
４月に子ども・ 子育て支援法 の本格実施が されました。 このことに 至っては、有 村大臣
を初め内閣府、文 部科学省、厚 生労働省の多 くのスタッフ の皆さん、 そして、ここ にいら
っしゃる委員の皆 さんや各団体 、人事異動等 でこの場には いらっしゃ いませんが、 御尽力
いただいた方々に感謝を申し上げたいと思っております。
難産の末にこの 制度がスター トしたと思っ ておりますが 、親心とし て、はえば立 て、立
てば歩めではあり ますが、その 親心がさまざ まな多様な価 値観である と子ども自体 が混乱
することは、我々現場としてはよく理解しているところかなと思ってい ます。
今回のこの委員 会については 、現場におい てそれぞれ評 価、反省、 検証をしなが ら、次
のステップへ進めていくというのが大きな役割であると思っております 。
目の前には平成2 8年度の予算 というものが 大きな課題と してあって 、これまで委 員の皆
様方の中からは、 事務方のほう にお願いしま すということ があります が、事務方だ けでは
なくて、それぞれ の立場でしっ かりと予算獲 得の動きもし ていかなけ ればいけない と思い
ますし、今回、平 成27年度スタ ートをするに 当たって、有 村大臣のほ うからは、団 体がぜ
ひ大同団結をして という発言が あり、さらに 我々はそこを しっかりと 肝に銘じなが ら取り
組んでいくことが必要かなと思っております。
平成27年５月８ 日の認定こど も園の数が2, 800を超えた というところ は、我々の会 として
も非常に心強くあ りがたいとこ ろであります が、会としま して、これ からも全ての 子ども
たちの最善の利益 を保障する社 会を創造でき るように努力 してまいり ますので、ぜ ひ御協
力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、坂本委員、お願いします。
○坂本委員

公益 社団法人全国 保育サービス 協会の坂本で ございます 。引き続きよ ろしく

お願いいたします。
私どもの団体の 前身は社団法 人全国ベビー シッター協会 と申しまし て、1991年の 設立以
来、24年にわたり まして、訪問 型保育の質の 向上と普及、 保育者の育 成を行ってき ました
日本で唯一の団体です。
中でも、資格制 度といたしま して認定ベビ ーシッター資 格制度を設 けまして、一 般試験
合格者と 、保 育士養 成校に て在宅 保育 を履修 いたし ました 卒業 生を合 わせて 約１万 7,000
名弱ぐらいの認定ベビーシッターを輩出してまいりました。
このたびの新制 度におきまし て、これまで の施設を中心 とした保育 以外に、居宅 訪問型
保育事業や一時預 かりの訪問型 など制度化さ れたことは、 大変意義深 く、感謝して いると
ころでございます。
訪問型保育は、 集団保育に適 しにくい子ど もたちを、子 どもたちが 一番安心でき る家庭

で保育をするとい うものです。 保育者と子ど もたち、保護 者とのコミ ュニケーショ ンが密
接にとれていく、 非常に１人ず つの子どもを サポートして いくことが できる保育の あり方
です。
しかしながら、 認知や活用と いうのはまだ まだこれから というとこ ろです。現在 、私ど
もの協会では、新 制度に応じた 訪問型保育に 従事する方向 けの研修の 整備を進めて おり、
間もなく完了する ところです。 今後、さらに 保育士養成校 との連携を 図りながら、 全国の
市区町村、都道府 県での研修を 受託・実施し ていきまして 、訪問型保 育の量の拡充 と質の
向上に向けてまいりたいと思っております。
これから活用し ていただきた いこの訪問型 保育に対しま して、ぜひ とも皆様の御 理解と
御協力を引き続きお願いしたいと思います。
以上でございます。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、廣島委員、お願いします。
○廣島委員

一般 社団法人日本 こども育成協 議会の廣島で ございます 。前回までは 山口が

参加させていただ いておりまし たが、今回か ら私が参加さ せていただく ことになりま した。
どうぞよろしくお願いいたします。
私どもの会は、 株式会社を主 体とする認可 保育所、ある いは東京都 認証保育所を 中心と
する各地の認定保育園等が所属する会でございます。
実は今回の子ど も・子育て支 援の新しい制 度につきまし ては、さま ざまな形で株 式会社
立等についてもご配慮いただいたということで、非常に評価をいたして おります。
ただ、１点、実 は私ども、東 京都の認証保 育所、あるい は横浜、川 崎等、各地の 認可外
の保育園がござい ますけれども 、全ての子ど もという視点 から見たと きに、まだそ の恩恵
に浴していないという点がございます。
全国的に申し上 げれば、実は 多くの認可外 の子どもさん もいらっし ゃるというこ とにつ
いては、やはりこ の会議で私は 現場の声とし てさまざまな 視点から発 言をさせてい ただき
たいと思っております。
必ずしも日の当 たる場所だけ ではないとい う、そして、後 ほどお話が あると思いま すが、
養護の問題もござ いますけれど も、日の当た らない、声の 届かない方 も多くいらっ しゃる
ということを私は 代弁させてい ただければと 思っておりま す。どうぞ よろしくお願 いいた
します。
○無藤会長

ありがとうございました。

では、松井委員、お願いします。
○松井委員

皆さ ん、おはよう ございます。 高松市の教育 長の松井で ございます。 全国都

市教育長協議会の代表で参っております。
全国都市協は 、昨日 、今日 、明日と厚 木市で全国大 会を開催し ておりまして 、その 途中、
間を抜けて、今日 、午前中参っ ております。 また午後には 厚木に帰っ て大会に参加 する予

定でございます。
私個人としまし ては、今年度 からの参加で ありますので 、先ほど御 説明をいただ いたも
の等々を含めまし て、十分にこ れまでの経緯 をしっかりと 把握するよ う、まずは努 めてま
いりたいと思っているところでございます。
子ども・子育て 支援新制度が 順調に立ち上 がったことを まずは喜ん でいるところ であり
ますけれども、今 後、この制度 の点検・評価 の結果も踏ま えながら、 就学前から小 学校教
育への接続とか、 あるいは連携 のあり方、質 の向上等々に ついても検 討できればと 思って
いるところでございます。
今後は都市教育 長協議会の声 も会ごとに集 約して、参加 をしてまい りたいと思っ ている
ところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○無藤会長

ありがとうございました。

次は水嶋委員、お願いいたします。
○水嶋委員

家庭 的保育全国連 絡協議会の水 嶋と申します 。これまで 鈴木道子が委 員を務

めてまいりました が、今年度か らは新しく委 員につくこと になりまし た。よろしく お願い
いたします。
私たちは、主と して個人事業 主の家庭的保 育者で構成さ れている団 体です。新制 度の施
行に伴い、家庭的 保育は地方自 治体の委託事 業から認可事 業となり、 多くの保育者 は保育
の傍ら煩雑な手続やその準備に追われ、４月を迎えました。
現在、各自治体 でどのように 制度が変化し たか、保育者 を通じてア ンケートをと ってい
るところでござい ます。連携施 設や嘱託医の 確保、自園調 理の準備な どについては 、自治
体によってかなり対応に差が大きかったことがわかっています。
自治体の協力が 大きかったと ころでは、３ 歳児の受け入 れ先の確保 がスムーズに 運んだ
ところなども見ら れます。また 、これまで直 接家庭的保育 者が受託児 を決定してい た自治
体では、自治体の 利用調整によ り定員にあき が出たり、５ 人以下の定 員の保育室に 年齢区
分が設けられたこ とにより、入 室希望者はい るのに、その 年齢の枠は 既に決まって いるか
ら入室できないなどという問題も生じています。
まだ混乱してい ることも多く ありますが、 新制度が利用 する子ども や家庭、家庭 的保育
者にとって望まし い形となって 保育現場にあ らわれてくる よう努力し ていきたいと 思って
います。
私も川崎市で13 年目となりま した家庭的保 育者です。ど うぞよろしく お願いいたし ます。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、武藤素明委員、お願いします。
○武藤委員

全国 児童養護施設 協議会の副会 長をしており ます、二葉 学園の武藤と いいま

す。よろしくお願いします。
子ども・子育て 会議の専門委 員ということ で、今年から 新たに入れ させていただ きまし
た。本当に感謝したいと思います。

現在、社会 的養護を必 要とする子ど もたちは全国 に約４万6,00 0人おり 、施設や里 親で暮
らしています。
今回、子ども・ 子育て支援新 制度というこ とで、量的拡 充と質的改 善の中で、私 たちの
現場の非常に悲願 であった職員 の配置基準の 改定、職員給 与の改善と いうことで、 この４
月から改善するこ とができるよ うになりまし た。本当にこ の会議に御 参画いただき ました
皆様の御協力もいただきまして、実現できたことに感謝をしております 。
しかし、現場は まだ非常に厳 しい状況があ りまして、と りわけ職員 の配置基準の 改定が
できても、職員の 確保がなかな か難しいとい うことで、ど この業界も そうだと思う のです
けれども、人材の確保と育成と定着がなかなか難しいところであります 。
介護だとか保育 を含めて、今 、国を挙げて 人材確保対策 をやってお りますけれど も、社
会的養護の分野は まだ非常にお くれていると いうことなの で、そこら あたりが一番 の課題
だと思っております。
虐待を受けた子 どもたちが続 々と入所して きております 。それから 、発達に障害 がある
子どもたちも非常 にふえている という中で、 現場のほうで それらの対 応に非常に困 ってい
るという状況であります。
いずれにしろ、 この子ども・ 子育て会議に おいて、社会 的養護分野 の量的拡充と 質的改
善というところについて、引き続き御議論をしていただきたいと思って います。
施設に入る子ど もたちは、まだ 入ってから は救われると いう状況があ るのですけれ ども、
今、子どもの貧困 対策だとかも 含めて、非常 に厳しい状況 に置かれて いる子どもた ちもた
くさんいますので 、広い意味で 厳しい状況に 置かれている 子どもたち の支援の充実 といい
ますか、ぜひ今後 とも積極的な 御議論と、積 極的な施策の 提言をこの 場でしていき たいと
思っておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○無藤会長

ありがとうございました。

佐藤博樹会長代理、どうぞ。
○佐藤博樹会長代理

時間的にかなり無理をお願いしてどうも済みませんでした。一応、

皆さんお話いただいたので、いろいろ失礼なことがあったかと思います ので、おわ びした
いと思います。
私は、皆さんの言われたこととかなり重なるのですが、一つ、この場 で新制度の 点検・
評価ということもありますけれども、やはりまず当面は利用者、あるい は事業者の 皆さん
に、きちんと情報提供するということが大事だと思っています。
事業者でいうと、全体にすると数が少ない、例えば私などが割合よく 見ている企 業内の
保育所ですと、例えば地域枠をどうするかみたいなことについて、情報 がないとい うこと
で悩まれている方もたくさんいらっしゃいます。そのためので、数とし て少ない事 業者に
も、大事なところですので、情報を浸透させるということが大事だと思 います。
あと、利用者の皆さんには、例えば母子手帳をもらったときに情報提 し、将来の 子育て

につい考えてもら うというよう なことをやっ ていくという ことも大事 かなと思って います。
駒崎委員が言われた里親等のところの検討は、結論がどうなるかは別 として、厚 労省の
研究会で議論は始まっています。議論の中に入っていますということだ け御報告と いうこ
とです。
以上です。
○無藤会長

ありがとうございました。

御協力により、ちょうど１時間ぐらいということで、うまく動いてお ります。
私も一言だけ申 し上げると、 委員の皆様そ れぞれにおっ しゃってい ただいたこと が、ま
さにこれからの２年間の課題だと思います。
要するに、この 制度が具体的 に４月から始 まりましたけ れども、実 施に当たって いろい
ろと難しい点、あ るいは思いが けず大変だと か、あるいは 国レベルか ら見るとほと んど小
さいことに見えて も、個別の現 場で見ると実 際には大変困 ることが多 分たくさんあ ると思
うので、やはりそ れぞれの現場 、あるいはそ の他にお詳し い委員の方 々からぜひい ろいろ
出していただきたいと思います。
自治体側もいろ いろ温度差が あるというか 、遅れている 場合もある というのも、 自治体
の人がだめだとい う意味ではな くて、やはり 情報が行き渡 っていなか ったり、当然 、国の
制度と個別の自治体の事情のずれがありますので、その調整も図りたい と思います 。
そういう意味で 、今後ぜひい ろいろな情報 を委員の皆様 から出して ほしいのです が、今
回のように全員機 械的に２分と いうことはな いのですけれ ども、そう は言っても、 例えば
15分話してもらえ るというわけ にも多分いか ないので、今 日、お２人 ほどの委員か ら紙で
も出していただき ましたので、 より詳しい点 はこのように 紙媒体など で補足的にい ろいろ
な資料、要望を出していただければと思っております。
この２年間、私 は、具体的な 進め方という ことはもちろ ん一つの大 きな課題です が、も
う一つは、有村大 臣が冒頭にも おっしゃいま したが、この 5,000億円か らまずは7,00 0億円
というこ とに 無事に 進んで もらわ なけれ ばな らない わけで すけれ ども、 それ に加え て0.3
兆円超、実質 的には4,000 億円ぐらいに なるわけです が、そ れを私ども は２年間やは り必要
である。
4,000億円という のは、別にさらに贅 沢という意味 ではなくて 、最低 限として積み 上げた
ら結果的 に１ 兆円を 超えて いたわ けで すよね 。その 当初が 7,000億 円と いうこ とで、 別に
7,000億円は十分使 うけれども 、もっと もっとと言っ ているわけ ではないので 、やは りそこ
を目指す。
その意味で 、この２年 間で4,000億円 というのが決 着できるか ということに ついては 、平
成27年度、28年度 、29年度と考 えると、ちょ っとそこまで 行かないか もしれません が、い
ずれにしても、そ れを少しでも 足がかりとい うことをぜひ 皆様の御協 力のもとで進 めたい
と思っております。
ということで、今日は無事に進行して、一通り議事終了いたしました 。

○長田参事官

大変貴重な御意見、御指摘等いただきまして、ありがとうございま した。

御発言いただき ましたことに 関連しまして 、事務局から 何点かコメ ントをさせて いただ
ければと思います。
まず、１点目で ございますけ れども、坪井 委員から御指 摘をいただ いた点につき まして
は、私ども、各方 面からもその ような声をい ただいている ところでご ざいまして、 非常に
重大な課題と受けとめております。
御指摘のあった ように、確か に加算の仕組 みがかなりぎ りぎりの制 度設計になっ たとい
うこともございま して、各自治 体の皆様には 、もう４月当 初の段階か ら、例えば加 算につ
いては、本来きち んと要件該当 について認定 をしていただ くのが本筋 ではございま すけれ
ども、とりあえず 申請のベース で暫定的にお 支払いをいた だくとかい ったようなお 願いを
しておりますが、 賞与の時期を 前にして十分 尽くせていな い部分があ るというお話 も伺っ
ておりますので、 昨日も重ねて のお願いの文 書を自治体の ほうに発出 させていただ いてい
るところでございます。
今の話とも関連 いたしますけ れども、制度 設計がかなり 急ピッチで 、十分な周知 または
準備期間をとれな かったという 中で、自治体 の皆様、事業 者の皆様に は大変な御苦 労をお
かけしたかと思い ますが、その 点につきまし て、おわびと ともに感謝 を申し上げさ せてい
ただきたいと思っております。
実は特に自治体 への周知とい うことに関し ましては、先 ほど資料の 中で各都道府 県を回
らせていただいて 意見・情報交 換していると 申し上げまし たが、制度 施行の把握と いうの
が主眼ではござい ますが、いろ いろ各都道府 県さんと調整 をさせてい ただく中では 、周知
が十分ではない面 もあるので、 せっかく来て もらうのだっ たら、自治 体の市町村の 職員の
研修会的な要素も 組み込んでほ しいという要 望を多数いた だいており ますので、こ ういっ
た機会も捉えてしっかりやっていく。
また、佐藤宇都 宮市長から御 紹介がござい ましたが、実 は先日もお 邪魔させてい ただき
まして、非常に丁 寧な保護者向 けのパンフレ ットをつくっ ていただい ておりまして 、非常
に感激して帰って きたわけでご ざいますが、 そういった好 事例なども いろいろな形 で共有
できるような工夫というものも考えていきたいと思っております。
財源確保につき ましても、大 変多くの方々 から御指摘を いただきま した。一方で 、プラ
イマリーバランス の議論なども ございますの で、容易な課 題ではない とは認識して おりま
すが、先ほど御紹 介させていた だきました少 子化対策大綱 の中で、こ れまでも１兆 円の財
源確保というのは 各種いろいろ な文章の中で も言われてき たわけでご ざいますが、 少子化
大綱は閣議決定と いう形式の非 常に重い文書 でございまし て、閣議決 定文書として は初め
て１兆円の財源確 保に対応して いくというこ とが書かれて おりますの で、より高い プライ
オリティーのある 課題という中 で、引き続き 皆さんの御支 援もいただ きながら取り 組んで
いければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○竹林少子化対策 企画室長

済 みません。先 ほど駒崎委員 から御指摘 のあった一時 保護所

の問題でございま す。担当の総 務課長がきょ うは所用で来 ておりませ んので、かわ って私
のほうから少しお話しさせていただきます。
ニュース番組の 事実関係その ものは、個別 案件について は完全にわ からないので すけれ
ども、御指摘のあ ったようなも のの背景に、 都市部を中心 として一時 保護所が満杯 である
とか、あるいはさ まざまな異な る背景を有す る子どもが同 一の空間で 援助されてい る実態
というのがあるこ と、混合援助 の問題がある ということに ついては私 どもも認識を してお
ります。
厚生労働省とい たしましては 、児童相談所 の運営指針の 中で、援助 に当たっては 常に子
どもの権利擁護に 留意してほし い、あるいは 身体的苦痛と か精神的苦 痛を与える行 為は許
されないといった ことは既に示 しているとこ ろであります し、またそ れを少し先に 進める
ために、居室の個 室化であると か、そういっ たための施設 整備の補助 、あるいは一 時保護
中の子どもに適切 な教育、医療 的・心理的な 支援を行うた めの職員の 配置、このた めの財
政支援、協力員の 配置などにつ いてもやって おるところで ございます が、引き続き 子ども
たちが一時保護所 でより安心し て生活してい けるようにす る工夫、不 断に努力して いきた
いと思っております。
先日、安倍総理 のほうから、 ひとり親家庭 の問題、ある いは子ども の貧困の問題 につい
て、夏までに方向性を出すようにという指示をいただきました。
その対応とあわ せまして、子 どもたちが直 面するさまざ まな課題に 対して的確に 対応で
きるよう、児童福 祉法、あるい は児童虐待防 止法をもう一 回再点検し たい。そして 、望ま
しい制度のあり方 について検討 したいと思っ ておりまして 、その中で 、一時保護所 を含め
た児童相談所のあり方についても再度検討してまいりたいと考えており ます。
以上でございます。
○無藤会長

ありがとうございました。

それでは、本日の会議はこれで終了とさせていただきます。
次回の日程につきまして、事務局から御報告をお願いいたします。
○長田参事官

次 回の日程につ きましては、 私ども、今後 の施行状況 を踏まえまし て、ま

た御相談をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたし ます。
○無藤会長

ありがとうございます。

それでは、第24回「子ども・子育て会議」を終了いたします。お疲れ さまでした 。

