
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て会議（第35回） 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府子ども・子育て本部子ども・子育て支援担当



子ども・子育て会議（第35回） 

議 事 次 第 

 

 

 

日 時  平成30年５月28日（月）14:00～15:59 

場 所  中央合同庁舎４号館11階共用第１特別会議室 

 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）子ども・子育て支援新制度の施行状況及び今後の課題について 

（２）その他 

 

３．閉 会 
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○無藤会長 それでは、定刻となりましたので、第35回「子ども・子育て会議」を開始い

たします。 

 お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。 

 初めに、委員の交代がございました。お知らせいたします。本年３月１日付で安永貴夫

委員が退任されまして、日本労働組合総連合会副事務局長、山本和代委員が着任されまし

たので、御紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、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。 

○西川参事官 秋田委員、大日向委員、小塩委員、佐藤栄一委員、中川委員、渡邊委員、

廣島委員におかれては、所用により御欠席です。 

 また、奥山委員におかれては松田代理人、尾﨑委員におかれては岡村代理人、関委員に

おかれては新山代理人、塚本委員におかれては長田代理人、徳倉委員におかれては高祖代

理人、蜂谷委員におかれては杉崎代理人にそれぞれ御出席をいただいております。 

 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。 

 カメラにつきましては、カメラ撮影はここまでということでよろしくお願いいたします。 

（カメラ退室） 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 資料につきまして、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ござ

います。漏れなどがあれば、事務局にお申しつけください。 

 それでは、議事に入らせていただきます。本日の予定ですけれども、「子ども・子育て

支援新制度の施行状況及び今後の課題について」と「その他」になってございます。一括

して事務局からの御説明を受けた後に御議論をお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。 

○西川参事官 資料２を御参照ください。「子ども・子育て支援法の一部を改正する

法律等の概要」というものです。 

 １ページをごらんいただきまして、平成27年度からスタートしたこの子ども・子育

て支援制度です。今回、早くも２回目の法律改正で、この４月１日から施行されてお

ります。 

事業主拠出金率の上限の引き上げ、一般事業主からの拠出金の上限額を引き上げて

おります。そして、※のとおり、30年度の拠出金率ということで、政令にて0.29％と

定めております。 

 ２．のとおり、この上限を引き上げた拠出金の充当先ということで、「子育て安心

プラン」に基づき増加する保育の運営費、ランニング経費ですね。この０歳から２歳

相当分のところに充てるということで、これまで児童手当でありますとか、企業主導

型保育といった充当先が法定されておりましたけれども、新たに保育の運営費、ラン

ニング経費にも充てることができるという法律改正です。 
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※のとおり、この０歳から２歳の運営費のうち、5.75％をこの事業主拠出金をもって

充てることが政令に定めてございます。 

 ３．は１．と２．と別の話です。待機児童解消の取組みの支援ということで、都道

府県が関係市区町村とともに協議会を組織するということで、待機児童解消のための

それぞれの地域ごとの広域的な課題に取り組んでいただくということで、人材確保で

ありますとか、広域利用の推進といった課題を都道府県ごとにテーマを設定して協議

会をつくることができるというものです。こういった仕組みが４月１日から既に施行

されています。 

 資料３－１「子ども・子育て支援新制度施行後の動きと見直しの検討について」で

す。 

 １番として、新制度施行後の主な動きということで、27年度に施行して30年度で４

年目に入るので、さまざまな施策がこれまでの間、実施されてきております。それぞ

れの項目、27年度は１年目、２年目、３年目、４年目までの施策をマトリックスとし

てお示ししております。例えば、一番上のところで子ども・子育て支援法ということ

で、27年度から市町村の計画がスタートし、28年度には早速１度目の改正法が施行さ

れている。そして、30年度に、２回目の改正法が施行されているというように読んで

いただきます。 

 ３ページ、今度は公定価格、認定こども園制度ということであります。公定価格、

昨年度にこちらの会議でもさまざま御議論をいただきまして、議論の整理を取りまと

めていただいたわけですけれども、30年度、この処遇改善加算Ⅱに係る配分方法の弾

力化ということで、29年度からスタートしたキャリアアップの処遇改善加算Ⅱは、２

年目の30年度から配分方法について、弾力化をさせていただいております。 

 ４ページ、今度は地域子ども・子育て支援事業等として、一時預かり事業でありま

すとか、あるいは認可化移行促進事業等について記載してございます。 

 新制度施行後の主な動きを御紹介させていただいておりますけれども、６ページを

ごらんいただきまして、本日から議論をスタートするいわゆる５年後見直しに係る検

討についてということであります。 

 御案内のとおり、この子ども・子育て支援法附則２条４項におきまして、法律の施

行後５年をめどとして、法律の施行状況を勘案して、必要な検討を加え、所要の措置

を講じるということで規定されてございます。 

 さまざまな課題がある中でどのように検討していけばよいのか、我々事務局におき

まして考えたところでして、上の○のとおり、検討すべき事項として考えられるもの

は次のとおりということで、（１）法律上経過措置の期限が到来するものなど、見直

しの検討を行わなければならない事項、いわば検討が必須の事項ということで、アの

新制度施行後５年間で、具体的に言えば31年度末ということになります。31年度末で

経過措置の期限が到来する項目。つまり、特例的な措置ということで、そのままにし
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て措置しなければ切れてしまう項目。それから、イとして、地方公共団体から提案に

対して、閣議決定ということで対応を検討しないといけないとされている項目がござ

います。後ほど具体的に御紹介します。 

 次に（２）ということで、それ以外のものということで検討が必要な項目というこ

とで、アはいわゆる２兆円パッケージ、昨年末、新しい経済政策パッケージというこ

とで閣議決定されている項目。イとして、これら以外で制度の施行状況を勘案して今

後検討が必要と考えられる事項ということで、これも幅広い項目になります。 

 ○の２番目のとおり、（１）（２）さまざま検討事項があるものを検討した上で、

直ちに検討に着手していくべき事項と今後検討していくべき事項ということを精査

しながら進めてまいります。 

 ７ページをごらんいただきまして、５年間の経過措置の期限が到来する項目という

ことで、特にこの◎、これは法律改正が必要な項目ということであります。幼保連携

型認定こども園における保育教諭の資格特例、それから、その下と、これはセットで

すけれども、幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園免許状及び保育士資

格の取得の特例ということであります。 

 ９ページをごらんいただきまして、たくさんの項目があるのですけれども、この認

定こども園の根拠法の中で、第15条、職員の資格ということで、この主幹保育教諭あ

るいは保育教諭等々の人については、幼稚園教諭の免許状かつ保育士の登録という両

方の資格を受けた者でなければならないと書いてあります。 

 附則のところであります。施行日から５年間はということで、免許状または保育士

の登録を受けた者ということで、第１５条のほうは「かつ」なのですけれども、附則

では「又は」ということで、どちらか持っていればいいことになってございます。 

 この５年の間に両方の資格を取っていただこうということで、10ページ、11ページ

です。幼稚園教諭の免許だけを持っている方については保育士資格を取っていただけ

るように、逆もまた同じように取っていただけるように、特例的な措置が規定されて

おります。本来の資格を取るための単位の数でありますとか、あるいは試験の科目の

数でありますとかといったものが、一定の実務経験があるということを前提として特

例の措置が規定されているということであります。 

 12ページ、現時点の両方の資格を持っている人、あるいは片方の資格を持っている

人ということでありますけれども、この赤枠で囲っているところの右のほうを見てい

ただきまして、28年度末の時点では、全体の従事者の方に占める片方の資格しか持っ

ていない方が約12％いらっしゃった。29年度においては10％余りということで、少し

ずつ減ってはいますけれども、今なおこういった方々がこの経過措置の特例に基づき

まして、現場で働いていらっしゃるということになります。 

 また、28年度、29年度の人数のところを見ていただきますと、全体の割合としては

先ほど申し上げましたように少し減ってはいるのですけれども、人数自体はむしろふ
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えてきている。これはなぜかといいますと、この間、幼保連携型認定こども園の数が

ふえてきていますから、毎年毎年数百カ所の保育所なり幼稚園が幼保連携型認定こど

も園に移行していますので、人数としては経過措置の特例を受けていらっしゃる方が

ふえてきています。 

 今、御紹介した以外に、法律で規定されているもの以外も幾つかございます。それ

は７ページ、８ページのところですけれども、今度は13ページ、地方公共団体のほう

から提案されているということで、下のところに、小さい字ですけれども、※１「平

成28年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定と、その下の29年もまた閣議

決定ということで、地方公共団体から政府に対して見直しの提案があり、このいわゆ

る５年後見直しの中で検討すべきであるということで整理されているものでありま

す。 

 例えば、①一時預かり事業や病児保育事業についての届け出の提出先を市町村に権

限を移譲していくべきではないかとか、あるいは幼保連携型認定こども園の設備に関

する基準というものをもう少し緩和してはどうかといったようなことが、ここの①か

ら⑧に記載されております。具体的な内容については、資料３－２の100ページから

110ページにそれぞれ記載されております。 

 そして、最後に14ページ、新しい経済政策パッケージということで、昨年の12月に

閣議決定されているものということで、これは御案内のとおり、量の拡充・質の向上、

あるいは幼児教育・保育の無償化について検討していくべきということです。なお、

本日の各委員の意見書の中でも幾つかいただいておりますけれども、幼児教育・保育

の無償化については、御案内のとおり、14ページの下から２番目の箱にも書いており

ますとおり、本年夏までの間に有識者会議におきまして検討するということですので、

この取りまとめがなされ次第、子ども・子育て会議にも御報告したいと思っておりま

すが、きょうはこの関係の資料は御用意いたしていません。 

 資料４をごらんいただきたいと思います。昨年からことしの１月にかけて、公定価

格に関する議論の整理ということで取りまとめていただきました。これについて、現

在政府内部でここに書かれている幾つかのことについては、既に先ほどの処遇改善加

算Ⅱの配分の見直し等については順次処置してございますけれども、我々の中で、ま

たこちらの会議で御報告できるように、事務局として検討を続けてございます。 

 ６ページ、財務省から毎年予算執行調査ということで、政府の中のいろいろな予算

事項の中で、特に執行状況を財務省側で調査する項目が毎年ピックアップされてござ

いますけれども、今年度は４番のものが公定価格ということで、調査の対象になって

いるということであります。なお、５月23日の財務省の関係審議会、財政審の審議会

の意見書においても同様の記述がなされているということです。 

 ４ページ、厚労省の関係ですけれども、質の向上というテーマでの検討会が開催さ

れているということであります。 
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 次に、資料５をごらんいただきたいと思います。企業主導型保育事業、この企業の

拠出金で運営されている企業主導型保育事業の直近の状況を御報告いたします。 

 １ページ、29年度末時点での助成決定というのが約６万人ということで、制度がス

タートして２年間の累計ということで、当初は７万人ぐらいを目標にしてございまし

たが、約６万人弱というところで助成決定がなされております。 

 ２ページ、指導・監査の状況ということで、企業主導型保育事業に対して立入調査

を自治体と児童育成協会両方でやってございますけれども、児童育成協会で昨年度立

入調査をしたということです。具体的な立入調査の結果については、この※の下のと

ころのとおり、上半期の監査結果の実施状況については、企業主導型保育事業ポータ

ルサイトで公表しているということです。なお、それぞれで監査事項、さまざまござ

いましたけれども、全ての施設におきましては、改善の報告が提出されているところ

です。 

 ３ページ、30年度の募集ということで、６月15日から７月末までということで、２

万人分の募集をするということを既に発表いたしております。今年度については、１．

のとおり、自治体との連携も進めていくということ。あるいは２．で、事前の問い合

わせもたくさん来ております。ですから、募集枠を上回る多数の申請が見込まれます

けれども、そういった場合には、児童育成協会に設置する審査会において審査・選定

を行った上で助成を決定する方針です。 

 最後に資料６－１、例年、この時期に教育・保育施設の事故報告の集計を公表いた

してございます。先ほどの新制度の施行状況をマトリックスで御紹介いたしましたが、

この資料で見ますと、例えば枠で囲っている２．の２つ目の○にありますとおり、新

制度に基づく認可施設・事業については、27年度から法令上、事故が起こった場合の

報告が義務づけられております。 

 そして、次のページ、認可外保育施設についても、昨年末から報告を義務づけてい

るということで、今般29年の事故の件数を集計いたしたものであります。 

 全体の合計については、２ページ、亡くなってしまったお子さんの数、それから、

負傷の数ということで、各施設・事業ごとに記載いたしてございます。 

 ４ページが年齢別、５ページが場所別、６ページに死亡事故における死因、最後、

⑤が発生時の状況ということで、幾つかの切り口で記載をいたしてございます。なお、

この事故報告の制度は再発防止が目的でございまして、死因を明らかにするというこ

とを直接の目的としておりませんので、④の※のとおり、原因が不明だというお子さ

んの数もここに入れてございます。 

 ８ページ以降が、ガイドラインの抜粋を記載してございます。 

 資料６－２です。資料６－１については、例年この時期にこういう資料をまとめさ

せていただいてございますが、資料６－２は今般初めて策定いたしたもので、きょう

をもって公表いたすものであります。 
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 教育・保育施設における重大事故防止策を考える有識者会議、これは28年度から立

ち上がってございますけれども、重大事故の分析、あるいは再発防止策を議論してま

いりました。このほど初めて年次報告というものを策定しようということで、中間報

告という形できょう公表するものです。 

 例えば２ページをごらんいただきまして、先ほどの記者発表資料よりももう少し細

かく分析をいたしてございます。Ⅱの死亡事故の詳細ということで、死亡事故の多い

年齢、発生時の状況というところを見てみますと、０歳から１歳、睡眠中で預け始め

の時期が多かったというようなことが、ほかにも幾つかの切り口で分析いたしてござ

います。 

 ５ページ以降が、負傷及び疾病で、特に30日以上の入院、通院を要するようなデー

タについてのデータベースから見えてくる分析です。 

 この有識者会議では、注意喚起・提言というものも記載した上で、近く最終報告と

いう形で取りまとめていただく予定です。 

 最後に、お手元に参考資料ということで、直近の子育て安心プラン等を踏まえた子

ども・子育て支援法に基づく国の基本指針の改正というものの現物と概要を御用意い

たしております。 

 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、皆様方から御意見、御質問をお願いしたい

と思います。毎度恐縮でございますけれども、時間の関係上、お一人２分ということで御

発言をよろしくお願いいたします。 

 それでは、また王寺委員からよろしいでしょうか。 

○王寺委員 全国認定こども園協会の王寺でございます。意見書は資料の一番後ろのほう

に載せておりますので、目を通していただければわかると思います。 

 まず、この新制度がスタートして、認定こども園の数も年々ふえまして、現在では約6,000

を超える数となっております。しかしながら、都道府県や市町村では、認定こども園の移

行や設置状況が異なり、十分に移行が進んでいない地域もあるということをお知らせした

いと思っております。さらに、保育者不足が大変深刻化し、各市町村や地域では、保育者

不足から待機児童が存在する地域、または、受け入れ枠の縮小や休園に追い込まれてしま

う状況があるということですので、今後ともどうぞ御支援のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格特例、並びに保育教諭の幼

稚園免許状及び保育資格取得の特例について、意見を述べさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたように、保育者不足は大変深刻な状況でございます。各園では

大変努力をしながら免許状更新の受講を一生懸命やっているところではございますが、地

域で行われている教員免許状更新講習の地域枠が大変狭くて、まだ取れていない状況を考
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えますとともに、保育士取得の特例について、また、両方の特例をどうかもう少し延長、

または何らかの形で変更してほしいということが私たちの願いでございます。 

 それから、処遇改善Ⅱについても、この会で何度も申し上げておりますが、１号認定の

キャリアアップの研修のしっかりとした実施要綱がまだ示されておらず、私ども認定こど

も園においては、両方受けて可能であるということは承っているのですが、２号、３号認

定と１号認定のキャリアアップでは、時間数が大変違っております。両方を受けてもいい

ということをしっかりお示ししていただきたいということが私どもの意見です。 

 以上です。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。 

 太田委員、お願いします。 

○太田委員 一般社団法人営業部女子課の会の太田と申します。 

 私は保護者の立場より、２点御意見を申し上げます。 

 １点目です。企業主導型保育につきまして、普及促進の一つとして、好事例集をサイト

でも共有いただいております。これは今後検討する企業においても有効であり、かつ社会

全体で子育てを支援していこうという社会的意義の啓発にもつながると考えております。

ぜひ、引き続き多様な好事例の蓄積を継続していただけるようお願いいたします。 

 ２点目です。これは保育料以外の出費における一時的な立てかえに対する負担について

です。利用者負担の軽減では、多々進めていただきまして、まことにありがとうございま

す。本日は特にひとり親における保育料以外の出費について御検討いただければと思って

います。 

 低所得世帯に対する負担の軽減というのは、多くのひとり親家庭を支援するものである

と、保護者からも多々ありがたいという声を聞いております。一方で、生活困窮に陥るひ

とり親世帯において、御周知のとおり、保育料以外の出費、例えば環境維持費、教材費、

給食費などという支払いは負担となるものです。部分的にその出費について、保護者が一

時的に立てかえて支払い、後日に払い戻されるケースもあるようです。保護者の一時的立

てかえが発生しないような体制になっているケースもありますが、それが施設によっては

網羅し切れていない現状があるようです。 

 例えば、私の知人の中でも、ひとり親かつ御自身でも疾患を持ち、病気で苦しんでいる

母親もいます。彼女は通院中のため、非正規雇用として生計を立てており、収入も不安定

で、一時的な立てかえ支払いも出費となり、生活を圧迫する状況だそうです。これでは保

護者の経済的不安のみならず、これからの子育てに対する精神的な不安が膨らみ健全な保

育に支障を来すものだと考えております。 

 ひとり親の保育も多様で、保育園、幼稚園など、選択は自由です。どのようなケースで

あっても、保護者が苦しむことなく支援が受けられるような体制を期待いたしますので、

ぜひとも引き続き御検討いただきますとありがたいです。 

 以上となります。ありがとうございました。 
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○無藤会長 ありがとうございました。 

 柏女委員、お願いいたします。 

○柏女委員 淑徳大学の柏女です。 

 私からは４点、手短に申し上げたいと思います。 

 １点目は、先ほど説明がありました、新制度施行後５年間で経過措置の期限が到来する

項目の中に、私の勘違いかもしれませんけれども、放課後児童健全育成事業の設備運営基

準附則第２条のことが抜けていたように思います。放課後児童支援員の認定資格研修を修

了した者は放課後児童クラブには１人以上いなければいけないということですが、５年間

はその予定者も含むということになっているのですが、これの期限が来ると思いますので、

御検討いただく必要があるのではないかと思います。 

 ２点目は、同じく放課後児童対策関係なのですけれども、現在、放課後児童対策に関す

る専門委員会で、放課後対策のあり方について総合的な議論をしております。間もなく中

間的な取りまとめを公表する予定としております。政府で平成30年度で終了する放課後子

ども総合プランを引き継ぐ新プランを策定されるのではないかと思いますけれども、ここ

では量の拡充とともに、放課後児童対策そのものの理念ですとか、あり方、その質の向上

策など、専門委員会の議論を踏まえたものにしていただきたいと思います。放課後児童ク

ラブと放課後子ども教室の一体的実施といったところだけではなく、児童館やあるいは民

間の活動であるプレーパーク等々、全てを含めた放課後対策全体に目を配った計画にして

いただけるとありがたいと思います。 

 ３点目は、これからまた基本指針の改正が行われていくことになると思いますけれども、

都道府県や市町村が幅広い視野で策定できるように、省庁の縦割りを超えて、子ども・子

育て支援全体に目配りができるような記述にしていただきたいと思います。障害児福祉計

画の指針のときには、この子ども・子育て支援制度の中で障害を持った子供たちをたくさ

ん受け入れることができるように、その量の推計をした上で確保策を考えるといったこと

を障害児福祉計画策定の指針に盛り込んでいただきました。とてもよかったと思いますけ

れども、実際には、障害児福祉計画の中に子ども・子育て支援制度内の特定教育・保育施

設で何人を今後受けるのだというような数値目標が定められている例は、実は余り多くあ

りません。そういうことを考えますと、各省庁を越えてこうした指針をつくるときには、

包括的に規定ができるようにしていただきたいと思います。子ども・子育て支援、障害児

支援、あるいは社会的養護、ひとり親家庭福祉など、施策の枠を超えて、壁を越えて、包

括的に策定できるように省庁間の連携をお願いしたいと思います。 

 ４点目は、子ども・子育て支援制度創設の背景を忘れないで検討していく必要があると

いうことです。この制度創設以前からかかわってきた者としては、この制度創設の背景が

４点あったと記憶をしています。１点目は待機児童対策。２点目は地域の子供を親の事情

で分断しない、あるいは、親の生活状況が変化しても、子供は同じ施設に通えるようにす

る。いわゆるソーシャルインクルージョンの視点だと思います。３点目は幼児期の教育の
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振興。４点目が高齢者中心型社会保障から全世代型社会保障へという、この４つの視点は

これからもしっかりと軸に据えて考えていかなければならないだろうと思います。こうし

た点も押さえながら、次の検討に入っていければと考えております。 

 私からは以上です。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。 

 加藤委員、お願いいたします。 

○加藤委員 全国幼児教育研究協会の加藤です。 

 私からは、幼児教育の質の向上に向けて２点、意見を述べさせていただきます。 

 １点目は、処遇改善Ⅱで示されました研修受講の必須化の件です。先ほど王寺委員から

も意見がございましたけれども、３府省からの案は出していただいておりますが、それぞ

れの間でどのように連携するのか、その調整については、まだお示しいただいておりませ

ん。研修を構築する立場、あるいは受講する立場からの混乱はまだ続いておりまして、ど

うぞ早く調整案をお示しいただきたいと思います。私たちのほうでもトライアル・アンド・

エラーをしながら、きちんと研修構築したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 ２点目です。質を向上させるための研修には、園内研修というものが大変有効であるこ

とは明らかです。こども園の中で、勤務時間の中でどのように園内研修を構築することが

できるのか、内閣府でもこういうイメージを持っているのだということをお示しいただけ

ればと思います。 

 以上、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。 

 駒崎委員、お願いいたします。 

○駒崎委員 全国小規模保育協議会理事長の駒崎です。 

 お手元の意見書をもとにお話しさせていただきたいと思います。 

 まず、この居宅訪問型保育における不当な「日割り」規定を撤廃していただきたいと思

っております。これは１年ぐらい前からずっと申し上げているのですが、重ねて申し上げ

たいと思っております。 

 きょうの資料でも、地域型保育事業の認可件数の推移をお出しいただきましたけれども、

地域型保育における居宅訪問型保育は、平成29年４月５日現在、12カ所にすぎません。つ

まり、全国にほぼ広がっていない状況だと思います。その理由の一つがこの問題に起因す

ると考えます。 

 さて、この居宅訪問型保育について、内閣府が発出したQ&Aが、保育を提供していない日

は日割りとするという記載をしています。これが非常に非常に大きな問題を抱えているの

です。 

 問題の１つ目、なぜ健常児の保育園では「日割り」という概念がないのに、障害児、主

に医療的ケア児を預かる居宅訪問型保育だけある種そういった規定をつけられてしまうの
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かということです。ここに写真があります。これはフローレンスでお預かりしている医療

的ケアのあるお子さんですけれども、こうしたお子さんは、通常の認可保育園では預かっ

てもらえないのです。ですから、どこにも行き場がない状況になって、親御さん、特に母

親は99％近く仕事をやめざるを得ない状況になります。そうした本当に厳しい状況にある

医療的ケア児を唯一お預かりできる仕組みが、この子ども・子育て新制度においては居宅

訪問型保育になるわけなのですが、この居宅訪問型保育にだけなぜか日割りという概念が

持ち込まれたということがあります。認可保育所や小規模認可保育所、家庭的保育など、

ほかの保育の類型には「日割り」という概念はありません。週４に通おうが、週５に通お

うが、その子の公定価格は月幾らになりますね。なぜか居宅訪問型保育だけ週４通ったら

１日削りますとされてしまうわけです。障害のある子を支えようという理念で居宅訪問型

保育、子ども・子育て新制度の中で始まったにもかかわらず、なぜこんな差別に近いよう

な扱いを受けなくてはいけないのかということは、ぜひ障害者差別解消法をよく読んでい

ただいて、読み直していただいて、このQ&Aを考え直していただきたいと思うのです。 

 問題の２つ目、このQ&Aを出される前に、この子ども・子育て会議で１秒たりともこの話

はしていないのです。この議論は全くない中で、このQ&Aが発出されてしまったことは残念

でなりません。ちゃんと事業者、現場の意見を聞いていただいた上で、さまざまな議論が

あった中でQ&Aを出していただけるのだったらわかるのですけれども、余りにも何の議論も

なく出されるということは大変遺憾です。 

 また、問題の３つ目としては、医療的ケア児の障害や病気への配慮がないということな

のです。この子たち、鼻からチューブが入っていたり、胃に直接穴があいていたりとか、

呼吸器の子なのです。この子たちは病弱な部分があるので、しばしば休みがちになったり

します。最初からいきなり週５のフルの保育は体力的に厳しいので、まずは週３から始め

て、次に週４、次に週５となっていく。こうしたことがあるにもかかわらず、週３だった

ら削りますという対応は、余りにも余りです。医療的ケアを預かる保育士が、この子は週

３しか預からないから、君の給与は週３ねと言わないですよね。言えないですよね。そう

いったことができないにもかかわらず、日割りでやっていくというのはおかしいし、もし

この子たちを預かるのに日割りにするのだったら、認可保育園でも日割りとするべきだと

思うのです。でも、そうしてはだめですね。だから、保育において、この日割りという概

念はなじまないし、おかしいのではないか。なかんずく医療的ケア児に対してそういう姿

勢を示すのはおかしいのではないかということで、内閣府さんにはぜひこの自治体向けQ&A

の243番を削除していただきたいと思います。 

 残りの２つ軽くいきます。処遇改善Ⅱ、微調整していただいてありがとうございました。

ただ、12人定員の小規模保育だと、やはりまだ使いにくいです。全員が役職者になるとい

うことはなかなかおかしなことですので、小規模保育に関しては、特に12人の定員に関し

ては、再度の柔軟化をお願いいたします。 

 また、企業主導型保育なのですけれども、企業主導型保育は我々がやっていますけれど
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も、福祉的な緊急避難が必要な子をお預かりして、定員を超えてお預かりしたことがあり

ました。障害があったり、虐待があったりというケースがあったので、ソーシャルワーク

したのですけれども、その瞬間に、何を定員を超えているのだといって、一段階、12人定

員を19人定員にして、単価が下がって、その園は赤字になりました。もちろん企業主導型

保育は待機児童対策のためにつくられたのだと思うのですけれども、現場でやっていく中

て福祉的な事例はあるので、しっかりとそこでの受け皿になるように、そうした状況にお

いてはちゃんとセーフティーネットになるように、使えるように、ぜひそうした指導を内

閣府さんにお願いしたいと思います。 

 駆け足になって済みません。以上です。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 佐藤秀樹委員、お願いいたします。 

○佐藤（秀）委員 全国保育協議会の佐藤です。 

 まず、５年で見直しにかかる検討事項、恐らく大部分が期間を延長していただきたいと

いうのが、私たちの本音だと思います。まず、先ほど王寺委員もおっしゃっていました資

格、５年で全て両免をとっていくというのはかなり難しい状況にあるというのが一つです。 

 それから、５年を超えた場合、期間を延長しない場合には、現在保育所に勤めている保

育士の方、もしそれが2020年の４月以降に万が一幼保連携型や幼稚園にお勤めになりたい

という保育者の場合は、今度は更新時講習等を受けていないと、そこの教員になれないと

ころもあります。ですから、更新時講習もそうですし、資格取得特例もそうですが、ここ

ら辺については期間の延長をすることで、この制度そのものがゆったりともう少しゆっく

りと広まっていくのではないかと思いますので、ここについてはぜひ検討をお願いしたい

と思います。 

 もう一つ、実はこの資料３－１のところで気になったことなのですが、４ページに平成

30年度のところに「幼稚園における２歳児等の受入れ促進【61】（一時預かり事業（幼稚

園型Ⅱ）の創設等）」、これは１月の子ども・子育て会議のときにも文科省に質問をいた

しました。保育を必要とする３号認定の子供、そうですとお答えいただきました。ここに

ついて、実は昨年、２号認定の子供を受け入れていくというので、一時預かり事業の実施

要綱が改正になっています。たしか昨年の４月４日付で通知が来ているのですが、そこの

中には、実は待機児童が多いようなところの事業であるということと、満３歳以上の子供

というのは書いてあるのですが、今回のⅡ型というのは、３歳未満、２歳児ですね。２歳

児だとすれば、もう既にこの一時預かりの実施要綱については、改正の通知をお出しにな

っているのかどうか。私はまだ見ていないので、この辺のところがうまくわかりません。

さらに、２歳児ですので、２歳児を幼稚園で受け入れるとすれば、今は改訂された幼稚園

の教育要領上は２歳児の扱いが出てまいりません。だとすれば、ここの一時預かり、幼稚

園型の一時預かりで２歳児を受け入れるとすれば、ぜひ保育所保育指針なり、そういうも

のをしっかりと準拠していただいて、保育に当たっていただく。定期的に預かるのであれ
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ば、そこのところをしっかりしていかないと、子供たちの育ちは保障できないのではない

か。 

 さらにもう一点だけ御質問したいのですが、この一時預かり事業、基本的には児童福祉

法の施行令のように根拠法令があると思うのですが、この幼稚園型の一時預かり事業につ

いての根拠法令について教えていただければと思います。 

 その他、公定価格についても検討がこれから進められていくのだと思いますが、これは

以前もお話ししていますが、実態がしっかりと合った調査なり、あるいは検討していただ

くことを申し述べたいと思います。 

 以上です。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 佐藤好美委員、お願いいたします。 

○佐藤（好）委員 産経新聞の佐藤好美です。 

 ５年後見直しについて、何点か申し上げたいと思います。 

 まずは、経過措置が来るものについてなのですけれども、基本的には現状のデータを出

していく必要があると思います。データを見ながら検討する形でお願いしたいと思います。

幼保の資格を片方だけしか持っていない場合の特例については、今回はデータが出ており

ます。全体の中で10％の方が特例の対象になるという数字が出ていました。10％というの

は、数字としては非常に保育士不足が言われる中、大変多いのではないか、とてもこれは

経過措置を廃止するのは難しいのではないかと思い、現場の方の御意見をお聞きしたいと

思っていたところ、今、何人かの委員から意見がありました。延長だけではなく、実際に

資格取得が進むような支援が必要だと思います。 

 地方からの提案についてです。基本的にはその手続等、市区町村のやりやすいような形

にしていただくことがいいかと思うのですけれども、質やメニューのベースラインについ

ては、引き続ききっちりとした検討をする必要があると思います。 

 ４番目の保育標準時間と保育短時間の統合なのですけれども、現場の意見を聞かないと

よくわからないのですが、一本化することで手続等、煩雑なことがなくなるのはよいので

すけれども、それによって報酬等が一律で切り下げられるようなことのないようにお願い

したいと思います。 

 それから、６番目の認定こども園での障害児等支援に関する補助体系の見直しなのです

けれども、障害児ですとか、駒崎委員が指摘されたような医療的ケアの必要なお子さん方

に対する支援は、非常に制度的にちぐはぐがあったり、時系列で見ても寸断されているよ

うなところがあって、一貫して提供されているとは思えません。子ども・子育て支援制度

は発足時、生まれる前から、母子手帳をもらったときからの一貫した支援ということで始

まったと思います。そういったサービスが、障害があったり、医療的ケアが必要であった

りするお子さん方にもきちんと届くようなサービスが必要だと思います。 

 周産期医療に携わる医師の先生方に聞きますと、長いこと保育器の中で過ごす子どもの
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場合、愛着形成が難しいせいか、そういった支援もするのだけれども、病院を退院した後、

虐待などで帰ってきてしまうようなお子さんもいるというお話でした。そういった状況に、

育てていくことの負荷の大きい状況に置くことは、社会の貧しさだと思います。そういっ

たことのないように、お母さんたちが自分の人生をも生きられるようなサービスが一貫し

て提供できるような支援を５年の見直しで考えるべきだと思います。 

 新しい経済政策パッケージについてです。その他のところに、放課後子ども総合プラン

に基づく放課後児童クラブの受け皿整備が指摘されています。５年たてば０歳の子は５歳

になりますし、１歳の子は６歳になります。質、量だけでなく、放課後子ども事業に関し

ては、地域との連携も含めた見直しといいますか、よい仕組みを考えていく時期ではない

かと思います。それについて御検討をお願いしたいと思います。 

 最後です。子ども・子育て支援新制度の一つの大きな柱が、認定こども園だったと思い

ます。認定こども園への移行なのですけれども、資料3-2の９ページから10ページにかけて、

移行状況の見込みが出ています。年度ごとにパーセンテージが上がっていることは、皆様

方の御努力によるものと思いますが、10ページ、都道府県別の移行状況を見ますと、特に

待機児童の多い地域で移行が進んでいないことは、30年度の見込みを見ても少ないことを

見ますと、大変深刻な状況と思います。これから先、５年間もこのままいくことは考えに

くいと思いますので、何らかの支援の御検討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。 

 月本委員、お願いいたします。 

○月本委員 全日本私立幼稚園PTA連合会の月本です。 

 ２点ほど述べさせていただきます。 

 幼児教育・保育の無償化について、幼稚園の預かり保育を無償化の対象としていただき

たい。私立幼稚園には、フルタイム、パートタイムで働く保護者がたくさんいます。私立

幼稚園の園児数125万人の約40％から50％、人数で50万人から60万人と言われています。母

親が働いていても、子供に質の高い幼児教育を受けさせたいという親の強い思いがあるか

らです。そうした働く保護者を私立幼稚園の預かり保育が支えてくれており、私たち保護

者は大変感謝しています。しかし、同じように働く保護者が保育所を選択すると無償にな

り、幼稚園を選択すると４時間分は無償ですけれども、預かり保育は有償となると、保護

者から見るととても不合理、不公平です。働いている人は、皆保育所へ行きなさいと言わ

れているように思えます。幼稚園の保護者の選択の自由を奪うことになります。保護者が

働いていても、幼稚園、保育所等を自由に選択できる制度を守っていただきたいと思いま

す。 

 ２点目は、子ども・子育て支援新制度についてです。この新制度は、小学校就学前の全

ての子供に必要な教育・保育を受けられるよう支援するというものであったと思います。

しかし、現在、働く保護者の子供にばかり日が当たり、家庭で子育てをする保護者の子供
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には十分な支援がないと思います。日本の国の全ての子供にできるだけ公平な支援をお願

いいたします。 

 今回の幼稚園における２歳児の受け入れについても、保育の認定を受けられる子供３号

児だけでなく、家庭で育てている子供についても、幼稚園で受け入れ、相応の支援をして

いただきたい。家庭での２歳児から幼稚園という集団生活の３歳児への大事な橋渡しの部

分に対しての支援です。 

 以上、２点について、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。 

 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の坪井でございます。 

 ３点ほどお願いをいたします。 

 まず第１点目、幼児教育・保育の無償化の対象に、幼稚園の預かり保育を含めていただ

きたいということです。私立幼稚園には、幼稚園児の８割以上が在園し、幼児教育の中核

として質の高い教育を提供しています。そして、私立幼稚園の95％以上の幼稚園で預かり

保育を実施しています。長時間とか長期休業中の預かり保育を実施する園も非常に多くご

ざいます。現在、全国的に３歳以上の待機児童がほとんど出ていないというのは、こうし

た幼稚園の預かり保育が非常に力を入れて待機児童の発生を未然に防いでいるからでござ

います。 

 また、幼稚園における２歳児の受け入れでございます。待機児童の解消が国として大き

な課題であるということから、我々私立幼稚園が幼稚園における２歳児の受け入れに協力

することにより、国の待機児童解消に貢献することの意義は大きいものと考えています。

しかし、それは評価しているわけですが、現在示されている単価では非常に低いのではな

いか。特に東京を初め大都市圏では人件費を賄えないのではないかという意見を聞いてお

ります。 

 ２点目、３号児のみならず、在宅で子育てをしている４号児を含めた支援をお願いした

い。この子ども・子育て支援新制度の開始前から、１号、２号、３号という施設に通う子

供重視で、在宅での子育て親子への支援が非常に弱いということを我々は主張してきまし

た。今回の２歳児の受け入れを機に、在宅での子育て親子への支援に大きく取り組んでい

ただきたいと考えております。 

 最後、３番目、子ども・子育て支援新制度です。この新制度は私立幼稚園にとっては非

常に大きな制度変更であるにもかかわらず、十分な検討時間がなく、とりあえずやってみ

よう、問題点を走りながら考え、改善していこうというスタンスでスタートしたと理解し

ています。平成27年４月の新制度運用開始から３年が経過し、新制度見直しの本番を迎え

たと考えています。平成28年度以降、チーム保育加算の上乗せとか事務負担対応加配加算、

指導充実加配加算など大規模園への支援、また、処遇改善のⅠとⅡなどの改善もしていた

だき、大変感謝しております。しかし、私立幼稚園からの制度見直し要望項目は、非常に
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多くのものがございます。例えば私立幼稚園の中の個人立幼稚園の移行について、平成27

年４月の第１回だけしか今、ないということで、個人立幼稚園から移行できるチャンスを

与えていただきたいという話もあります。また、地域区分の問題とか、認定こども園の直

接契約のよさが生かされていないのではないかとか、先ほども意見がございましたが、大

規模園とか大都市圏からの移行がなかなか促進されていない。これをどうするのか。 

 また、公定価格の見直し、加算の見直し、また、幼保連携型認定こども園の移行特例に

関する件、保育教諭等、このあたりのこともたくさんございますので、これから議論して

いただけたらと思っております。 

 以上でございます。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 東出委員、お願いいたします。 

○東出委員 経団連人口問題委員会の東出でございます。 

 事務局から御説明のございました資料につきまして、２点ほどコメントさせていただき

ます。 

 まず、資料３－１「子ども・子育て支援新制度施行後の動きと見直しの検討について」

でございますが、新制度施行後５年間で経過措置の期限が到来する項目につきましては、

幼保連携型認定こども園における資格特例など、引き続き必要か否かの現状把握に加えま

して、必要な資格の取得などが完了しない要因、あるいは背景についても十分に分析して

いただく必要があると思います。その上で、現行の経過措置にとらわれない具体的な対応

策を取りまとめるべきであろうと考えております。 

 次に、資料４「公定価格について」でございますが、今年１月に取りまとめをいたしま

した「公定価格に関する議論の整理」も踏まえまして、経営実態を踏まえた公定価格設定

の適正化について、具体的な検討を進める必要があると考えております。公定価格適正化

のためには、基本単価部分にメリハリをつけるという観点から、加算化、減算化の導入を

進めるべきであり、そのための議論を早期に開始すべきであろうと考えております。 

 以上でございます。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 山本委員、お願いいたします。 

○山本委員 連合の山本でございます。今回から、よろしくお願いいたします。 

 私からも幾つか意見を言いたいのですが、先ほどからたくさんの御意見があったとおり、

５年後の見直しにかかわって、特に資格取得特例については、引き続きの経過措置が必要

だと考えております。いまだに１割の方が片方のみの保有ということは先ほどからもおっ

しゃっておられたとおりでありますが、潜在保育士などの活用という点についても、この

経過措置は必要ではないかということであります。一方で、資格取得がしやすいような環

境を整えることも必要だと、その支援にも力を入れていくべきだということもあわせてお

願いしたいと思っております。 
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 次に、これは改正後の基準にするべきではないかという点ですが、みなし幼保連携型認

定こども園の幼稚園部分の職員の配置についてです。現在は改正前の基準でよいことにな

っていますので、35人に１人の職員ということですが、子どもの最善の利益という観点か

ら、これ以上、経過措置を設けずに、改正後の基準とするべきということであります。新

制度の運営に関して、子育て安心プランの幼稚園における２歳児の受け入れ拡大への対応

として、幼稚園の実施要件の柔軟化として、給食の外部搬入可と記載されております。61

ページだと思います。もちろん、待機児童の解消に取り組むべきではありますけれども、

アレルギー対応などは、子どもの命にかかわるものであるため、一概に柔軟化することに

は少し納得できないところであります。 

 次に、資料４の公定価格についてです。教育・保育の質の向上とあるとおり、これまで

の処遇改善が職員の賃金にきちんと反映されているのか検証する必要があると思います。

また、処遇改善は実施されているけれども、企業の初任給も上昇しているという現状で、

人材確保が非常に大事だと。そのような中で、職員が長く働き続けられる、そういうため

に、福祉職俸給表の設定等級を引き上げ、公定価格における人件費を適切に確保する必要

があると考えます。 

 最後に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要について、資料２ですが、

都道府県が設置する待機児童の対策協議会において、児童福祉法に基づく市区町村が独自

に定める人員配置の上乗せ基準を国の定める最低基準に引き下げることがないようにすべ

きということ。また、保育サービスの利用者である子どもの保護者や労働者を協議会にぜ

ひ参画させていただきたい。これは国から通知などで示していただきたいということもお

伝えします。 

 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、今村委員、よろしいですか。 

○今村委員 日本医師会です。 

 前回も申し上げたと思うのですけれども、病児・病後児保育の対策がどうなのか、ちょ

っとよくわからない。特に働く女性にとって、この方面のニーズは極めて高いわけですけ

れども、この制度の中でどのように位置づけられているのか。非常に対応が不十分ではな

いかと思っております。 

 この事業への対応というのは、日次あるいは月次の変動が非常に大きく、安定的な経営

は非常に困難でございます。一億総活躍社会を目指そうという政策がとられている中で、

非常にこの部分が欠落していて、この部分については、手厚い財政支援が必要であろうと

考えております。日本医師会としても、本年度の事業計画の中で、主要政策の中に位置づ

けております。 

 以上です。 

○無藤会長 ありがとうございました。 
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 大川委員、お願いいたします。 

○大川委員 全国病児保育協議会の大川でございます。 

 私は３点意見を述べたいと思います。 

 一つは、企業主導型の保育でございます。この中に御報告のあるように、非常にふえて

きていることは喜ばしいことですけれども、この中にもぜひ病児保育を加えていただきた

いと考えております。しかしながら、一つの企業の中だけでの病児保育では非常に維持が

大変ではないかという問題が当然あると思います。そこで次善策としては、近隣の病児保

育施設とリンクして、ある程度企業枠をつくる。あるいは、現在幼児教育の無償化が言わ

れておりますけれども、３歳児以下は無償化の対象となる見込みが低いと思いますので、

そういった方に対する利用料が2,000円または2,500円ありますから、そういったことに向

けても企業から積極的に援助をいただけるように、御指導いただければよろしいかと思い

ます。 

 もう一つは、これは毎回言うのですけれども、病児保育の施設に勤務している保育士の、

保育所勤務者の保育士との同等の待遇をお願いいたしたいと思います。東京都などは、昨

年度から宿舎借り上げ制度、またはキャリアアップ制度といった保育所勤務の保育士に対

する制度を病児保育にもやっておりまして、一部の地方自治体ではそういうことも行われ

ておりますが、全国的に均一なそういった補助制度を支援制度としていただきたいために、

同じような待遇改善をお願いしたいと思います。 

 ３点目は、事故対策でございます。これに関してかねてから私は申し上げておりました

けれども、認可保育所に比べて、無認可の保育所での死亡、重篤な事故が多いわけでござ

います。一方、軽傷な事故は極めて少ない。一般的に考えると、軽傷なものから重症なも

のになるに従って、ピラミッド型に減少するのが普通ですけれども、この極めていびつな

報告事例は報告制度に問題があるのか、無認可保育園のあり方に問題があるのか、ぜひそ

の中の解明をお願いしたいと思います。 

 私はきょう来てびっくりしたのですけれども、病児保育で１名死亡者が出ているとの報

告です。私どもは、病児保育では死亡者、重篤なアクシデント、インシデントを含めて、

発生はないと認識しておりました。これがどのような事例でどういう原因で起こったのか

どうかということ。保育のあり方なのか、病児自身の問題なのか、または、病気の問題な

のかということを解明しませんと、病児保育の安全・安心性の担保は得られないわけでご

ざいます。特に病児保育として問題にしているのは、発足当時は保育士１人に対して病児

が２名であったのに対して、現在は１対３になっております。こういった１対３の関係で

は、病児保育協議会としては安全性を担保できないとかねてから主張していたわけでござ

いますけれども、そういうことが影響しているのかどうかということも含めて、個人情報

があると思いますが、なるべく本事例に対して詳細な検討を行って、どこに問題があるの

かということを解明していただきたいと思います。 

 以上です。 
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○無藤会長 ありがとうございました。 

 尾木委員、お願いいたします。 

○尾木委員 全国保育サービス協会の尾木と申します。よろしくお願いします。 

 先ほどの駒崎委員がおっしゃいました居宅訪問型保育の日割りということについては、

駒崎委員の御意見に賛同します。ぜひなぜこういう形態になっているのかを再検討してい

ただきたいと思います。居宅訪問型保育は、医療的ケアが必要な子どもを対象とするもの

以外に、今、都心部では、待機児童対策として少しずつ導入されているところです。それ

は先行して実施する自治体があって、その様子を見て他の自治体が導入するということな

のだと思うのですけれども、一方で、一時預かり事業にも居宅訪問型保育というものがあ

りますが、いただいた資料で平成28年度には０件となっています。29年度にどのようにな

っているのかわからないのですが、この一時預かりでの居宅訪問型保育のニーズは全くな

いわけではなくて、利用したいのに制度がないので利用できないというように見えないニ

ーズとなっていると思います。居宅訪問型保育もなかなか導入しにくい、導入するには非

常にハードルが高いと言われているのですけれども、この一時預かり事業の居宅訪問型保

育についても、なぜ導入できないのかということをぜひ御検討いただきたいと思っていま

す。事業者の側からすると、毎日の保育よりも、一時預かり事業の一時的な、あるいは短

時間の保育のほうが、恐らく供給しやすいはずだと思うのです。それなのに、なぜこれが

導入できないのかということについて御検討いただけたらと思います。 

 もう一方で、働いている保護者のためには、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

がありますが、これは昨年度の実績が出たところ、一昨年前よりも1.5倍の利用状況と拡大

したということです。これでもまだまだいわゆるベビーシッター事業を利用している保護

者が全て利用できているのかというと、そういう状況にはなくて、この制度を活用する企

業自体をもうちょっとふやしていく必要があると考えています。 

 以上です。ありがとうございます。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 葛西委員、お願いいたします。 

○葛西委員 助産師会の葛西です。 

 ３点お願いいたします。 

 まず、地域子ども・子育て支援事業、資料３－２の58ページをお願いします。こちらで

は、利用者支援事業、それから、妊婦健康診査、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事

業等が挙げられております。それに加えて産婦健康診査が始まっておりまして、特に産後

２週間、１カ月のお母さんのメンタルヘルスというところに焦点が当てられています。そ

の産婦健康診査については、産後ケア事業をやっていることが条件になっておりまして、

この全ての支援事業について重要と思っております。特にお子さんだけではなく親世代、

特に母親の支援の充実の視点ということでは、この辺が重要になってくると思います。 

 次に、同じ資料の76ページをお願いいたします。この閣議決定のところなのですけれど
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も、若者・子育て世帯への支援ということで、子育て中の保護者への支援ということで、

子育て世代包括支援センターというものが法定化して、平成32年度末までに全国展開を目

指すとなっております。それぞれの医療機関ですとか、児童相談所、そういったところが

さまざまベストを尽くしているわけですけれども、そこをつなぐ拠点として、この子育て

世代包括支援センターが重要になってくると思います。特に母子健康手帳の発行のときか

ら、妊娠から出産、育児というところまでつなぐ大事なところだと思っております。それ

に関して、産後４カ月ぐらいまで産後ケア事業ということも始まっておりまして、宿泊、

日帰り、訪問型というところで実施されています。特に出産する年齢の高齢化、育児の孤

立化という面から、これも急速に広がっていくと思います。 

 続いて、３点目ですが、安全に対するものです。資料６－１、本日事故報告ということ

が示されまして、大変ありがたかったかと思っております。今後こういったものの共有が

重要になってきておりますし、できれば、これからさらに進んでヒヤリハット事例等の共

有が、現場での事故をなくすことにつながると思っております。 

 この資料６－１の２ページには、さまざま施設の事故概要というものが示されておりま

す。子育て短期支援事業、ショートステイ等も入っておりますけれども、この中に、もし

かすれば産後ケア事業、産後、母子をお預かりする、それから、日帰り型の母子をお預か

りする、そういったものも安全に関して必要かと考えております。ガイドライン等が出て

おりますけれども、より安全をまず重視して進められていくことを願っております。 

 以上です。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 木村委員、お願いいたします。 

○木村委員 ありがとうございます。 

 一般社団法人全国認定こども園連絡協議会の木村でございます。 

 意見書の６ページから９ページまで添付をさせていただいております。新制度の施行後、

５年間の経過措置等に関してでありますが、各委員からお話が出ているとおり、保育教諭

の特例等については、継続をお願いしたいと思っております。また、幼保連携型認定こど

も園における施設長等については、経過措置が終了するに当たって、ここは１人の施設長

で対応ということもいたし方ないかなと考えております。 

 また、保育標準時間や保育短時間の統合等につきましても、こちらについては区分はそ

れぞれ必要かと思いますが、保育料に関しては、１回でも延長保育になると標準時間の保

育料に戻ってしまいますので、ここは一つに統一されてもいいのかなと思っております。

そのほか、各５年経過等については記載がありますので、御参照いただければと思ってお

ります。 

 認定こども園だからこそ見えてくる課題等やその辺の対応というところがありますが、

認定こども園に入園をし、その後、卒園をしていくと、当然、多くの２号認定の子供たち

がいて、放課後児童クラブ等の活用があります。その辺について、平成30年度の予算にお
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いては、放課後児童クラブの専用室の併設加算等がなかったり、また、受け入れる前の２

歳児について、幼稚園では２歳児を受け入れるようになりますが、認定こども園の中では、

３歳から認定こども園をしている施設もあります。それはまだ２歳、０歳、１歳等につい

て、エビデンスをきちんと確認できていないので、時間をかけて受け入れ枠を下げていこ

うという考えのところもあります。 

 その中において、幼稚園においての２歳児の受け入れと、認定こども園で２歳児が、特

に幼稚園型の認定こども園であれば、これは２歳児を受け入れることが、この制度の中で

は私立幼稚園で受け入れる２歳と同じようにはできないという形になっており、２歳児を

受け入れるためには、もう一度認可申請をしてから取り直しという形になっていきますの

で、非常に時間もかかってしまう。本来の待機児童解消に対してのスピードの差が出てき

てしまいますので、この辺、例えば市町村において、子育て安心プランの実施計画を採用

されている市町村で設置されている認定こども園については受け入れるなど、柔軟な対応

をしていただければありがたいと思っております。 

 また、今回５年を見直す部分において、昨日だったと思いますが、読売新聞等で幼児教

育の無償化について報道がありました。あのものが実施されると、この５年経過を議論し

なくても必然的に解消してしまう問題も出てくるのかもしれません。ですから、次回の会

議においては、幼児教育の無償化の現状報告を、できればより具体的にお願いをしたいと

思っております。 

 あわせて、この部分においては、前回もお話をさせていただいておりますが、多子世帯

の軽減等について、企業主導型は保育施設でありながらも対象にはなっていない。幼児教

育の無償化が進んだ場合、ミニ保育園はなるが、では、ここはどうなるのかということも

あわせて御協議をいただいて、示していただければと思っております。 

 以上です。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 髙木委員、お願いいたします。 

○髙木委員 教育・保育の量の拡充と質の向上という点から申し上げたいと思います。 

 昨年度、待機児童がゼロであった自治体においても、育児休業中、復職の意思のある場

合には待機児童に含めるというようなことから、待機児童の急増の一因になっているとい

うことを聞いております。このことは、いずれにしても父母のニーズをきちんと数値とし

てあらわしているのではないかと思っております。 

 いずれにしても、保育士の不足や施設用地の確保、さまざまな課題がございますけれど

も、処遇の改善あるいは予算等、それぞれの視点から施策を着実に遂行していくことが必

要であると改めて認識しているところでございまして、お願いを申し上げたいと思います。 

 また、保育の質の向上という点から申し上げますと、新幼稚園教育要領や保育所保育指

針には、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が示されておりまして、その育ちをしっか

りと受けとめて、小学校以降の教育を進めるとなってございます。したがいまして、幼稚
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園や保育所では、この幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、これを目指して教育・保育

を充実させていく必要があります。そのためにも、今まで各委員さん方がおっしゃってい

ることではございますけれども、幼稚園教諭、保育士の養成、採用、そして、研修、この

ことを一体的にその充実を図っていくことが必要であると思っております。そのためにも

予算の確保と体制、仕組みの整備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した。 

 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です。 

 子ども・子育て支援新制度が施行されて、家庭的保育にとって大きく変わったのは、給

食の提供と連携施設の確保でした。この２つが５年間で経過措置の期間が到来する項目と

なっています。給食提供については、家庭的保育者の居宅が保育の場となっている事業者

が多いので、なかなか難しいと考えられていましたが、実際に提供を始めたところは、子

供に栄養バランスがとれた食事が提供でき、働く親にとっても安心で、家庭的保育の利用

の安定につながっています。 

 連携施設の確保についても、利点は多く、代替保育、卒室後の受け入れまで可能となっ

ている連携施設は、特に子供にも家庭的保育事業者にも安心できる保育となっています。

ですが、事情により、いまだ給食が提供できていない事業者、連携施設が確保できていな

い事業者、連携施設は名ばかりで、実際は何もできていない事業者がいます。経過措置が

延長されることになればありがたいですが、その解消の手だてがないと、いつまでたって

も同じ状況が考えられます。どうあれば給食が提供できるか、搬入がしやすくなるかなど、

自治体を含め検討していっていただきたいと思います。今年度からコンソーシアムのモデ

ル事業が始まったので、それに期待しています。 

 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。 

 武藤委員、お願いいたします。 

○武藤委員 全国児童養護施設協議会の武藤です。 

 保育等の質的向上という視点から、２点の質問と２点の意見を申し述べたいと思います。 

 １点は質問ですが、資料４の公定価格の１ページのところに、今後さらなる賃金の引き

上げをするということで、31年度以降の公定価格の課題と対応について書かれていますけ

れども、初歩的な質問 

になるのですが、現在の公定価格の算出の仕方の中で、定期昇給分のところはどう反映し

ているのかについて、勉強不足なので教えていただければと思っております。 

 もう一つ、質問ですが、資料５の２ページ、企業主導型保育事業における指導・監査の

状況についてということで、指導・監査の実施状況をポータルサイトで公表しているとい

うことですけれども、私も確認をしていませんので、監査をした結果の特徴があれば、教
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えていただきたいと思っているところであります。 

 意見ということで、資料６－１の２ページに、死亡事故等の状況について報告をされて

います。今、分析をされているということで中間報告がされておりますけれども、先ほど

も意見があったようですが、次回、ぜひ細かい分析と再発防止に向けてどういうことが必

要なのかということをもっと積極的な意味で提言をお願いしたいと思っております。 

 最後に、保育の質と量の確保ということなのですが、子ども・子育て支援制度の全般も

含めて、放課後デイなども含めて、地域の子ども・子育て事業関係、それから、私どもの

社会的養護の関係についても、ぜひ今日の資料にも入っておりますけれども、引き続き質、

量の確保も含めて、実現に向けて予算確保の努力をしていただきたい。これは意見です。 

 以上であります。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 続きまして、松田代理人、お願いいたします。 

○松田代理人 ありがとうございます。 

 子育てひろば全国連絡協議会の奥山の代理で伺いました松田です。 

 配付資料の10ページ、11ページに意見を出させていただいております。２点です。 

 １点目、認定のない子育て家庭への支援の保障をお願いしたいと思っています。１号、

２号、３号認定のない家庭は、就学前家庭ですと34％あります。つまり、何号の認定とい

うのは66％の方の対象ということになります。３歳未満にすると65％です。つまり、35％

の方が給付のところにおられるということで、先ほどどなたかが４号とおっしゃっていま

したけれども、認定のない家庭。いろいろなサービスは地域で使って利用されているとは

思うのですが、申請主義というところでは、なかなかまだ足りていないところです。特に

３歳未満のところは人生の基盤づくりというところでもありまして、親の就労の有無によ

って支援の保障が大きく異なるということはとても大変な問題だと思っています。新制度

の目的は「すべての子ども」のことで、たくさんの委員の方もおっしゃっておりました、

親が安心して子育てできるように、ぜひ認定のないところにも支援の充実を図っていただ

けたらと思います。 

 具体的には、地域の情報を獲得したり、地域とのつながりをサポートしてもらえる地域

子育て支援拠点などの拡充。自助、公助、共助とありましたら、それにつけて私は近助と

呼んでいるのですけれども、一番近いところでのサポートができるのではないかと思いま

す。子育て世代包括支援センターが整備されてきておりまして、早期からの利用というこ

ともとてもニーズとして高まっている中で、とても重要な場所だと思っています。 

 それから、認定のない子育て家庭の一時預かり事業利用等の保障、2007年に子供と家族

を応援する日本というところで、重点戦略会議では、最初は月に20時間の保障ということ

が出ておりました。新制度の検討のときも、たしか最初は給付の中に入っていたと思いま

す。ぜひそこについても改めて検討をお願いしたいと思います。 

 相談を受けて地域の支援とかサービスをコーディネートしていくという意味では、新制
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度の開始とともに、利用者支援事業というものが創立されましたけれども、その身近な場

でのコーディネートについてもぜひ進めていただけたらと思います。下の表を見ていただ

くと、この黄色いところが認定のないところかなと思います。 

 ２点目、地域子ども・子育て支援事業の目標値の見直しをお願いしたいと思います。新

制度になって何が進んで何が積み残っているのかをもう一度見ていただいて、どうしても

自治体の目標のがっちゃんこみたいになりがちですけれども、地域によって事情は違いま

す。そこは全ての家庭というところで、国でしっかりとアプローチしていただけたらと思

っています。特にニーズというのは見えにくいです。利用しにくいところとか、事情で地

域の中で埋もれているというところでは、数字に出にくいニーズというものは、自治体の

中で数が出にくいですので、自治体の政策にきちんと乗るためにも、国からそのニーズの

出し方についてバックアップをいただけたらと思います。特に今は保育所、学童ですね。

そのニーズがとても高まっていますので、送迎ニーズとしても、例えばファミリーサポー

トセンターとか病児保育といったところも時代に伴って充実が求められていると思います。 

 また、この子供のいる暮らしを支えるというところで、さまざまな生活の環境の変化と

いうところにしっかりと家庭支援のサービスが拡充されることを祈ります。 

 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。 

 岡村代理人、お願いいたします。 

○岡村代理人 全国知事会でございます。 

 本日、公務の都合により知事の出席がかないませんので、代理として発言させていただ

きます。 

 まず、公定価格につきましては、これまでの議論も踏まえまして、検討会において議論

を進めていくこととされておりますが、各種法人会計基準等の違いを踏まえた評価方法の

検討が必要と考えております。あわせまして、検討状況についての情報提供をお願いいた

します。 

 次に、幼児教育・保育の無償化につきましては、地方に実質的な負担が新たに生じるこ

とのないよう、必要となる財源を国の責任で確保していただいた上で、無償化の対象範囲

や事務範囲等につきましても、実務を担う地方の意見を十分に踏まえ御対応いただきたい

と思います。 

 あわせまして、保育の質の確保を前提とした受け皿の整備につきましても、しっかりと

推進できますよう、施設整備にかかる財源の確保、保育士等の処遇改善などによる人材の

確保の両面から御支援をお願いいたします。 

 また、地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会の場で議論していただいており

ます、放課後児童クラブのいわゆる従うべき基準につきましては、参酌化により地方の裁

量を拡大し、待機児童の解消に向けた取り組みの推進を図っていただきますようお願いい

たします。放課後児童クラブの安全面や質の確保につきましては、地方の責任においてし
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っかりと取り組んでまいります。 

 最後に、本日は新制度の見直しに係る御説明をいただきましたが、引き続き制度の運用、

改善に向けた取り組みと、自治体への丁寧な説明や速やかな情報提供をお願いいたします

とともに、制度の完全実施に必要となります１兆円超の財源の確保につきましても、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。 

 新山代理人、お願いいたします。 

○新山代理人 全国国公立幼稚園・こども園長会の新山と申します。よろしくお願いしま

す。 

 まず、幼児教育・保育の質の向上に関してです。研修制度をしっかりと体系化していく

ことが、そのためには一番大事なことだと思っております。研修制度の体系化と、研修し

やすい職場環境をつくっていくということをぜひお願いしたいと思います。 

 先ほどから幼保の両方の免許が必要という話が出ておりますけれども、それに加えて、

幼稚園、保育園の場合は、幼稚園で言うと、２種から１種への上申と言うのでしょうか。

それも課題なのではないかと思っております。 

 資料の中にも、保育士や幼稚園教諭の給与が少しずつ上がっているという数字が出てお

りますけれども、まだまだほかの職種ですとか、あるいはほかの学校種、小中などと比べ

てもまだまだ低いのではないかと思っております。特に女性が中心である職場ですので、

結婚、出産ですとか、退職後、また戻ってくることが小中に比べたらかなり少ないという

話を聞いております。そういうことも含めまして、処遇の改善、そのための研修制度の体

系化などをお願いできたらと思っております。 

 それから、幼稚園教育要領等が新しくなりました。その中に、社会に開かれた幼稚園づ

くりということがあります。保護者や関連する小中学校、高等学校の先生方にも、幼児教

育の重要性ですとか、幼児期の育ちや学びがそれ以降の育ちにどうつながっているかとい

うことをしっかりと理解していただき、社会全体で幼児教育のことをわかっていただく必

要があると思います。そういう質の向上という点で、園だけではなく、いろいろなところ

の協力が必要だと思っております。私どもの団体でも、そのことについてしっかりと努力

していきたいと思っております。 

 全国の我々の組織の意見をこれからも集約していきながら、今後とも子供たちの育ち、

その育ちを支える教職員の資質向上をしっかりやりながら、この会議の中でも、また我々

の意見をお伝えしていきたいと思っておりますので、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。 

 長田代理人、お願いいたします。 

○長田代理人 公益社団法人全国私立保育園連盟副会長の長田と申します。本日は塚本委
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員が所用のため代理を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私からは３点お願いいたします。 

 １点目ですが、保育所の雇用環境を改善するための職員処遇の改善につきましては、た

び重なる改善をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。しかし、現場では待機児童の

解消の兆しがいまだに見えず、都市部では、さらなる保育所の新規開園が来年度も再来年

度も続く状況です。このような状況下において、保育士の雇用環境はまだまだ改善されて

きたとは言えません。つきましては、もう一歩踏み込んだ全産業の平均賃金と同等となる

よう、大幅な処遇改善策を実施していただけますよう切にお願い申し上げます。 

 ２点目ですが、子ども・子育て支援法が施行されて５年目の見直しを迎えるに当たって、

保育士資格、幼稚園教諭免許の８単位での取得の特例に関しましては、離島や僻地を含め､

全国の希望者に対して十分な取得の機会の提供とは残念ながらなっていません。また、仕

事をしながらの資格取得のため、個々の家庭の事情等を勘案しながら、取得のタイミング

をはかっている職員もおります。特例措置のさらなる期間の延長をお願いできればと思っ

ております。 

 ３点目です。都市部においては、待機児童解消策を最優先させるため、希望しても幼保

連携型認定こども園に移行させてもらえない地域などが散見されます。数年後、待機児解

消策が落ちついてから移行する予定でいる保育園や幼稚園が、施設長や職員配置に係る経

過措置や、保育士資格あるいは幼稚園免許だけでも保育教諭として勤務できる移行特例な

どのさまざまなものが活用できるように、また、国として、今後も幼保一元化を積極的に

推進するためにも、移行の特例につきましては、さらなる期間の延長をお願いしたいと思

います。 

 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す。 

 高祖代理人、お願いします。 

○高祖代理人 NPO法人ファザーリング・ジャパンの徳倉の代理人の高祖と申します。よろ

しくお願いします。 

 ぺらで意見書を出させていただいておりますけれども、４点だけお伝えさせていただき

たいと思います。 

 １点目は、幼児教育の無償化の対象範囲ということで、夏までに結論を出すということ

なのですけれども、育児ストレスの解消のためにも専業主婦、パパもです。一時保育など

の無償化についても含めていただきたいと思っております。首都圏においては、一時保育

の枠がそもそもないということもありますので、ぜひ拡充を望みたいと思っております。 

 次に、資料３－２、説明資料だと77ページでしたが、きょうの配付だと91ページのよう

なのですが、幼稚園部分短時間利用時の職員配置が35対１から30対１へ見直されるという

ことですけれども、そもそも０歳児は３対１で、１、２歳児が６対２で、３歳児が20対１

というところの配置をさらに手厚くすべく検討をいただければと思います。 
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 ここに関連して、配置の問題だけではないですけれども、先ほども皆さんからありまし

たが、資料６－２の事故の問題です。保育施設等における事故の報告ということで、０、

１歳児の午睡時、預け始めとか、入園から30日以内というところの事故が大変多いという

ところなので、丁寧なならし保育と、ここでは別な部署になるのかなと思うのですけれど

も、親自身の働き方の啓発なども関連してお願いできたらと思っております。 

 ３点目です。資料５の中で、募集枠を上回った場合の多様な働き方に応じた保育の提供

というところで、朝７時前の早朝開所及び22時以降の夜間開所が、優先考慮項目というこ

とで書かれております。もちろん職種や働き方について、いろいろな働き方があることは

重々承知しておりますけれども、子供自身の預かり時間が数年前よりかなり長時間化して

いると思っておりますので、そこら辺への配慮もお願いしたいと思います。 

 一番最後です。発達障害児について、進級、進学が特に小学校に入るころの段階におい

て、厚労省管轄から、また文科省への移行というところもあるのだと思いますけれども、

受け入れ先とのコミュニケーションが難しいというケースをよく聞いております。ソフト

面でも環境整備などをお願いできたらと思います。 

 以上です。 

○無藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、杉崎代理人、お願いいたします。 

○杉崎代理人 商工会議所でございます。 

 本日配付の資料２に記載がございますが、改正子ども・子育て法の附帯決議のとおりで

ございますが、拠出金の料率引き上げが続いておりまして、中小企業にとっては非常に負

担感が増しているというのが現状でございます。料率の今後の変更に当たりましては、中

小企業の意見ですとか、生の声を十分に反映していただきたいと思います。また、運用規

律の徹底につきましても、お願いしたいと思います。 

 加えまして、企業主導型保育事業についてなのですが、中小企業の認知度が低いのが現

状でございます。事業の周知により一層取り組んでいただきますとともに、中小企業が利

用しやすくなるように設置を検討している中小企業同士ですとか、中小企業と保育所の運

営を担う保育事業者の方々とのマッチングなどにも取り組んでいただければ幸いでござい

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。 

 高橋代理人、お願いいたします。 

○西川参事官 冒頭、委員の代理人について御紹介をさせていただいたのですけれど

も、山内委員の代理人ということで、高橋代理人に御出席いただいております。失礼

いたしました。 

○高橋代理人 日本保育協会保育問題検討委員会の委員長の高橋でございます。本日は山

内委員の代理として出席しております。よろしくお願いいたします。 



27 

 

 ３点ほど意見を述べさせていただきます。 

 まず、職員の処遇改善につきましては、数年前より随分改善をしていただいておりまし

て、本当に感謝を申し上げたいと思っております。一方で、開所時間と保育時間の乖離の

問題でありますとか、研修代替職員のことなど、賃金のみならず、さらに充実していただ

きたいこともありまして、保育の質をさらに高めるためにも、しっかりとした財源確保を

お願いしたいと思っております。 

 次に、新制度施行後５年間で経過措置の期限が到来する項目についてでございますけれ

ども、昨今、都会のみならず、全国で人材確保が非常に困難になっております。また、潜

在保育士の活用等を考えた場合に、復帰するに当たっての説明であるとか、理解でありま

すとか、そういったことを得る時間、また、更新制度の問題等々、さまざまな多様な勤務

形態をされる中で、そういった意味からしても、経過措置について引き続き現場の実態を

勘案しながら、さらに経過措置の延長をお願いしたいと思っております。 

 さらに、公定価格につきまして、積み上げ方式で今後も行っていただきたいと思ってお

ります。全国1,800弱の市町村では、保育の場合に市町村格差が非常に大きい実態がありま

す。100分の20から、その他の地域という地域区分の問題もあります。実態調査をされると

伺っておりますけれども、そのあたりの地域格差も十分に考慮したものであったほしいと

思っております。 

 ほかにも公定価格の部分については、幾つか課題があると思っておりますけれども、ま

た意見を取りまとめたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 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、一通り御質問、御意見をいただきましたので、事務方から御回答できること

をお願いいたします。 

○西川参事官 内閣府です。 

 今後５年後見直しということを中心に検討させていただく中で、資料３－１で、６

ページに検討の進め方ということで、さまざまな論点がある中で、特に法律改正を要

する事項とか、あるいは来年度予算をどうするかということを決着すべき事項等々ご

ざいますので、直ちに検討に着手すべき事項と、そうでないものということで、時間

的余裕のある事項、いろいろあろうかと思います。御相談しながら進めたいと思って

おります。御協力をお願いします。 

 きょうお話のあった点について、御回答申し上げたいと思います。 

 太田委員から生計困難者、生活困窮者において、実費の徴収というものが発生して

いるということです。この点は、27年度からの子ども・子育て支援新制度の中で、実

費徴収の負担軽減事業というものもスタートしました。ただ、全ての自治体で取り組

んでいるというわけではないようですので、周知を図り、推進もしてまいります。行
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事の費用でありますとか、いろいろな実費について、生活保護の世帯について、市町

村から負担軽減の費用をその方にお支払いする事業がスタートしています。 

 駒崎委員、尾木委員から、居宅訪問型保育、一時預かりの居宅訪問型の保育につい

て、御意見をいただいております。居宅訪問型保育は、資料３－２の８ページにもあ

りますが、29年４月１日現在で居宅訪問型保育の実施状況としては12件、一時預かり

の居宅訪問型保育については、まだ実績がないということです。我々としても、これ

をどう推進したらいいかということで、事業者の方から、特に財政的な問題というこ

とで再三御意見をいただいているところですけれども、現在、自治体の方とか、ある

いは財政的な問題以外も安全性の技術的な問題について、少しお話を伺ってございま

す。これも27年度、新制度でできた事業ですので、どういったところに課題があるか、

きょうはデータがお示しできておりませんので、今後課題をお示ししていきたいと思

います。 

 それから、山本委員から処遇改善加算Ⅱの実施について、検証するべきであるとい

う御意見がございました。公費を投入している処遇改善加算Ⅱ、29年度から実施して

ございますので、介護事業についても、既にこういった検証のデータを明らかにして

おりますので、我々もそれを参考にしながら検証を進めたいと思っております。 

 関連して、処遇改善Ⅰだと思いますけれども、武藤委員から職員の定期昇給に関す

る費用はどうなっているのだというお尋ねがございました。昔は「民改費」という名

前でしたけれども、今は処遇改善加算Ⅰの基礎分というところで、定期昇給分、１年

目から11年目まで職員の勤続年数に応じて加算するという仕組みがございます。つま

り、ベースアップの分と定期昇給の分、キャリアアップというそれぞれ異なる観点か

ら賃上げがなされるように措置をしています。 

 大川委員から、保育事故の資料を本日お示しいたしたところですけれども、病児保

育に関するデータが確かにございまして、もっと分析をするべきだという意見を頂戴

しました。最終報告はあと１カ月、２カ月の間でまとめるつもりです。 

 木村委員から、企業主導型保育ということで、多子世帯の保育料の負担軽減という

メニューがないのではないかということで御質問をいただいてございます。企業主導

型保育は基本的には保育並びというような制度設計にしてございますが、一部異なる

部分があります。多子世帯軽減というものがないということで、ここはそれぞれ事業

の特徴に応じて、異なる部分はございます。世帯の情報をどう把握するかというのは

民間企業が実施していて、福祉的な配慮を要する方の世帯の情報をどうやって把握す

るかという課題もございますので、そこは導入していないということです。 

 それから、企業主導型保育の監査結果がどう公表されているのかという御質問がご

ざいました。これは認可外保育施設、児童福祉法の59条に基づいて、各自治体が認可

外保育施設の立入検査をして、その結果をディスクロージャーしている自治体がござ

います。特にディスクロージャーをしっかりやっている例を我々は参考にいたしまし
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て、このほどホームページに出したところです。一番多かったのは保育計画、週次計

画だったり、日次計画だったり、年次計画というものの整備がなされていないという

ものがかなりたくさんあったということであります。あるいは、嘱託医がいるけれど

も、それがきちんと契約書まで締結されていなかったとか、あるいは苦情処理の枠組

みができていないとか、そういったようなものが多かったところです。あるいは、健

康診断がなされていないとか、保育従事者数が十分でないとか、そういったところも

ございましたので、速やかに是正していただいて、今後抜き打ち検査等も実施してま

いります。 

 公定価格の関係で、公定価格の見直しということで、岡村代理人から御意見がござ

いました。１月に取りまとめをしていただきました中で、特に会計基準の違いについ

て、恐らく高知県でも、監査をするに当たりまして、社会福祉法人であったり、企業

であったり、学校法人であったりというごとに監査をする、財務諸表を見るときに苦

労されているということを、幾つかの自治体から話を聞いているところです。その点、

専門家の方々を交えて検討を進めているところですので、次回の実態調査の実施まで

には皆様方にお示しをしたいと思っております。 

 それから、きょうの資料の中で、保育士の最近の賃金の動向をお配りしてございま

すが、比較的、賃金構造基本調査を見ると、昨年に比べて賃金が引き上がっていると

いうデータをきょうの資料３－２の中に入れてございます。幼稚園教諭についても、

大体似たような数字になってございますので、御参考までにお話ししておきます。 

 きょうの資料の中では、48ページに保育士の賃金の動向というものを、賃金構造基

本調査のデータを引用してお示しいたしておりますが、幼稚園教諭も、足元の平成29

年の年収について、おおむね同水準を示しているということを御紹介させていただき

ます。 

○無藤会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○日野幼児教育企画官 佐藤秀樹委員から、一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）による幼稚園

における２歳児の受入れについて、何点か御質問がございました。 

 まず１点目の通知ですけれども、こちらはゴールデンウィーク明けに実施要綱を送付さ

せていただいておりますので、また御確認いただければと思っております。 

 ２点目が、保育所保育指針などを守るべきではないかという御意見でございますが、こ

の事業は基本的には実施要綱に基づいて事業を実施していただくことになるのですが、そ

の中で保育所保育指針などを踏まえてやるようにと書かせていただいております。 

 ３点目が、根拠法令でございますけれども、こちらは他の事業と同じように、児童福祉

法の施行規則に根拠規定を持っているというものでございます。 

 以上でございます。 

○無藤会長 どうぞ。 
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○巽保育課長 厚生労働省保育課長の巽でございます。 

 まず、先般、子ども・子育て支援法で位置づけられました、都道府県の協議会の関係で

ございます。それにつきましては、これも国会でいろいろ聞かれておりますけれども、自

治体の上乗せ基準の検証につきまして、ほかの協議事項も含めて、これは自治体で判断し

ていただくということで考えているところでございます。 

 この対策協議会につきましては、子ども・子育て支援法の前回の加筆の修正のところで、

都道府県、当該市町村、その他の関係者により構成される協議会ということになっており

ます。その他の関係者につきましては、Q&Aを出しておりまして、協議事項によって、それ

ぞれ関係者というものが異なってまいります。ただ、当然保育事業者とか、あるいは学識

経験者など、多様な視点を踏まえて協議するということになっておりますので、そのあた

りはその多様な視点から協議することは大事だということをうたっておりまして、構成員

としない場合でも、必要に応じて協議の場での個別のヒアリングを実施しようということ

で、示しているところでございます。 

 水嶋委員の中で、地域型保育事業の食事の提供の経過措置、あるいは連携施設に関する

経過措置の５年の特例のことがございました。これにつきましては、当然特例を延長する、

しないいかんにかかわらず、しないにしても、延長するにしても、どのようにしたら本来

のあるべき食事の提供、あるいは連携施設の確保ができるのか、そういうことも踏まえて

実態調査をすることは大事だと思っております。基本的には夏ぐらいまでに調査をやって、

また、子ども・子育て会議等の議論を踏まえて最終的に結論するということで考えている

ところでございます。 

 それと、今村委員から言われました病児保育の安定的運営につきましては、平成30年度

予算で基本分と改善分の基準の一本化ということと、補助基準額の上限の見直しを行った

ところでございます。当然、その後どのような運営であるのかということも見ながら、病

児保育の安定的運営に資するような取り組みを不断にやっていきたいと思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○無藤会長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがですか。 

 どうぞ。 

○田村子育て支援課長 子育て支援課長の田村でございます。 

 一番最初に柏女委員からの御質問だったと思うのですけれども、放課後児童クラブの放

課後児童支援員という職員がいるわけでございますが、その職員は平成27年度に制度が施

行された際に、職員は都道府県が行う研修を受けなければならないということになってお

ります。それが５年後、31年度末においてどうなるのかということです。柏女委員がおっ

しゃっているのは、27年度施行の際に、もう既に働いている方については、５年間の間に

研修を受けていただくという形になってございます。その５年間の経過措置ということで
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ございますけれども、この資料の中にその記載がございませんでしたが、それも５年の見

直しという形で検討するべき事項になってございます。それもまた今年中ということで、

今後どういう扱いにするかを検討することになってございます。 

 それから、放課後児童対策に関する専門委員会、これも柏女委員からでございましたけ

れども、間もなく報告書ができ上がるということで、その意見というものを踏まえた放課

後児童対策、放課後児童クラブの施策に反映してくるというお話でございました。放課後

児童対策を進めていく上では、この専門委員会報告書の内容等も踏まえた形で検討はした

いと考えているところでございます。 

 それから、佐藤委員からだったかと思うのですけれども、放課後児童クラブの関係で、

量の話だけではなくて、地域との連携というところも今後施策を行う上では力点を置いて

くれというか、注視してくれという話だったと思います。そもそも今も放課後児童クラブ

運営指針というものをお出ししておりますけれども、その中でもそのあたりの必要性とい

うものを記載してございます。改めてそういったものも念頭に置きながら、施策を進めて

いく上では検討してまいりたいと思っております。 

 松田代理人からのお話で、拠点事業、いわゆる子育て支援事業等々のことだと思うので

すけれども、その必要性については十分わかっているつもりでございます。今後の対応に

ついては、毎年度予算編成過程の中で検討していくものでございますので、その時点でま

た検討させていただきたいと思っております。 

 岡村代理人からのお話で、地方分権絡みの話だったと思います。従うべき基準の参酌化

ということでの御指摘だったと思います。これについては、地方分権の議論の場でという

形になってございますので、その中でまた検討させていただき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した。 

 ほかにはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○佐藤（秀）委員 一時預かりについて御説明いただきまして、ありがとうございました。

５年後の見直しに係る検討のここには、子ども・子育て支援法附則の見直し規定しか書い

ていないのですが、同じく５年後の見直しの中で、改正認定こども園法もあるので、これ

についても検討事項の中にぜひ入れていただけますよう、よろしくお願いします。例えば

文言の整理の、一時預かりも本来でいくと一時的に保育を受けることが困難な乳児及び幼

児となっていますので、支援法でいくと、保育を必要とする子になるはずだと思うのです。

ですから、その辺のところも全体で整理をしていただきますようお願いいたします。 

○西川参事官 失礼いたしました。資料３－１の６ページに子ども・子育て支援法の

附則のみを引用しておりますけれども、認定こども園法も同様の規定がございますの

で、同様です。 
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○無藤会長 それでは、ここまでとさせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 それでは、第35回「子ども・子育て会議」をここで終了させていただきます。お疲れさ

までした。 


