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子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 
基本制度ワーキングチーム 第１回会合 

議事次第 
 
 

日  時  平成 22年９月 24日（金）16：00～18：33 

場  所  中央合同庁舎４号館 12階共用 1208特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

（１）会議の運営について 

（２）子ども・子育て新システムの基本制度案要綱について（主に基本制度設計について） 

（３）意見交換 

 

３．閉 会 
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○末松副大臣 それでは、定刻となりましたので「子ども・子育て新システム検討会議作

業グループ基本制度ワーキングチーム」の第１回会合を開始いたします。  

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。本ワーキン

グチームの座長を務めます、内閣府副大臣の末松義規でございます。よろしくお願い申し

上げます。  

 初めに、岡崎トミ子内閣府特命担当大臣、少子化対策担当より一言ごあいさつをいたし

ます。  

○岡崎大臣 どうも皆様こんにちは。お忙しい中お集まりくださいましてありがとうござ

いました。この度、少子化対策特命担当大臣を担当することになりました岡崎トミ子でご

ざいます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 子どもと子育てを応援する、そんな社会を実現するために、子どもが主人公、個人の希

望がかなえられ、そして、それぞれが生きやすいような社会のために、社会全体で子育て

を支援していくということ、また、仕事と生活と子育ての調和といったことが大変重要に

なってきております。  

そうした中で、幼保一体化を進めることを含んでおります今後の子育て支援の在り方に

ついて、本年１月から関係閣僚による子ども・子育て新システム検討会議及び関係府省の

政務官級会合であります作業グループを中心といたしまして、議論を重ねてまいりました。

去る６月に幼保一体化を含めた子ども政策の一本化、利用者本位を基本としました多様な

サービスの導入、そして地域主権等を主な柱とする子ども・子育て新システムの基本制度

案要綱をとりまとめたところでございました。  

今後は来年の通常国会へ向け、所要の法案提出に向けて、この基本制度案要綱をベース

に更に検討を進めてまいりたいと思っております。この検討に当たっては日ごろから子育

てをされている方、また、子育て支援をしてくださっている皆様、この分野に大変専門的

な知識を持っていらっしゃる皆様としっかりと議論をし合って、議論を重ねて、そして新

システムの全体像をつくり上げてまいりたいと思っております。  

どうぞ今日は皆様、忌憚のないところ大いに意見交換をしてくださいまして、そしてよ

りいいものができていきますように、今後とも御協力、御指導よろしくお願い申し上げま

す。ありがとうございました。  

○末松副大臣 ありがとうございました。続いて私から一言ごあいさつを申し上げたいと

思います。  

 子ども・子育て新システムにつきましては、多少経緯にもなりますが、幼保一体化を含

めて新たな次世代支援のために制度、財源、給付の包括的、一元的なシステムをどう構築

していくのか、こういうことがずっと検討されてきました。泉前内閣府大臣政務官の多大

なる御尽力により、去る６月 29 日には少子化社会対策会議におきまして、子ども・子育

て新システム基本制度案要綱が決定されました。  

基本制度案要綱を受けまして、平成 23 年通常国会での法案提出を目指して具体の検討
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を行うために、去る８月 26 日に子ども・子育て新システム検討会議作業グループにおい

て、３つのワーキングチームを開催することといたしました。  

 本基本制度ワーキングチームにおきましては、子ども・子育て新システムの検討に当た

って給付設計や国と地方の役割、財源スキームなど制度全体について、関係者の皆様と意

見交換を行うとともに、幼保一体化ワーキングチーム等の議論をこの場に集約いたしまし

て、議論を深めていきたいと考えております。  

 私としてもこの制度案要綱に基づきまして、具体的な法案化に最善を尽くしてまいりま

すので、皆様の御忌憚のない意見交換、また、本ワーキングチームの運営の御協力を賜り

ますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。  

 ここで所要のため大臣は退室させていただきます。  

（岡崎大臣退室）  

○末松副大臣 続けさせていただきます。本来ならば、まずは皆様の御紹介をさせていた

だくことになりますが、恐縮ですけれども、所用で途中中座させていただくために、先に

お諮りしたいことがございます。  

 これまでも子ども・子育て支援政策に長く関わってこられ、大変多くの御知見を有して

おられます小宮山厚生労働副大臣におかれましては、作業グループの一員として今後いろ

いろな場面で、座長である私のサポートをお願いいたしたいと考えております。小宮山副

大臣、お願いできますでしょうか。  

○小宮山副大臣 よろしくお願いします。  

○末松副大臣 ありがとうございます。小宮山副大臣、よろしくお願いします。  

 次に、会議の運営について２点お諮りしたいと思います。  

始めに、私や小宮山副大臣が他の公務等で本会合に出席できない場合には、座長代理に

議事進行を進めていただきたいと思います。座長代理には大日向雅美委員、無藤隆委員に

お願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○末松副大臣 御異議なしと認めさせていただきます。ありがとうございました。  

 続いて、本ワーキングチームについては公開にて行うこととしております。また、会議

後に速やかに会議資料を内閣府のホームページ上に公表し、議事録も作成、公表したいと

思います。透明性を確保したいと思いますが、それでよろしゅうございますでしょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○末松副大臣 ありがとうございます。最後に本日はこれまで子ども・子育て新システム

の基本制度案要綱のとりまとめや、ワーキングチームの立ち上げに大変御尽力された、先

ほど私も何回も御指摘をさせていただいていますが、泉健太衆議院議員、前内閣府大臣政

政務官にオブザーバーとしてお越しいただいております。どうもありがとうございます。  

 それでは、恐縮ですが、私は所用のためここで一旦中座させていただきたいと思います。

この後の進行は小宮山副大臣にお願いしたいと思います。済みません、今日は最初から恐
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縮でございますけれども、大臣との会合がありますので、またよろしくお願いします。  

○小宮山副大臣 それでは、皆様よろしくお願い申し上げます。ただいまより議事に入ら

せていただきます。  

 まず事務局より構成員の皆様を御紹介させていただきます。  

○岡田審議官 内閣府審議官の岡田と申します。お手元に今日の座席表を配付しておりま

すので、それも併せてごらんいただければと思います。五十音順に御紹介させていただき

たいと思います。  

 東京大学大学院教授、秋田喜代美様です。  

 全国国公立幼稚園長会会長、池田多津美様です。  

 恵泉女学園大学大学院教授、大日向雅美様です。  

 日本労働組合総連合会会長代行、岡本直美様です。  

 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事長、奥山千鶴子様です。  

 全国知事会子ども手当・子ども支援プロジェクトチームメンバー、高知県知事の尾﨑正

直様ですが、本日は高知県副知事の十河清様が代理で御出席でございます。  

 全国保育協議会副会長、菊池繁信様です。  

 全国市長会社会文教委員長、大阪府池田市長の倉田薫様です。  

 慶應義塾大学教授、駒村康平様です。  

 日本保育協会理事、坂﨑隆浩様です。  

 日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長の髙尾剛正様ですが、本日は経済政策

本部長の藤原清明様が代理で御出席です。  

 東京商工会議所少子高齢化問題委員会副委員長、田中常雅様です。本日は理事・企画調

査部長の高橋和憲様が代理で御出席でございます。  

 静岡文化芸術大学准教授、田中啓様です。  

 日本労働組合総連合総合政策局、中島圭子様です。  

 全日本私立幼稚園連合会副会長、北條泰雅様です。  

 白梅学園大学教授、無藤隆様です。  

 明治学院大学教授、両角道代様です。  

 大阪市立大学教授、山縣文治様です。  

 日本子ども育成協議会副会長、山口洋様です。  

 全国町村会常任理事、新潟県聖籠町長の渡邊廣吉様です。  

 なお、日本テレビ放送網解説委員の宮島香澄委員におかれましては、本日御欠席でござ

います。事前に御意見をいただいております。これにつきましては後ほど資料５で御紹介

させていただきたいと思います。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 それでは皆さん、改めましてどうぞよろしくお願い申し上げます。  

 続きまして、本日の資料の確認及び３つのワーキングチームの要綱につきまして、事務
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局から説明いたします。  

○岡田審議官 続きまして資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料を

ごらんいただきたいと思いますが、最初に議事次第を用意させていただいております。  

 資料１「子ども・子育て新システムの検討体制について」。  

 資料２「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」。  

 資料３「子ども・子育て新システム・今後のスケジュール」。  

 資料４「第１回基本制度ワーキングチームの検討課題」。  

 資料４参考「サービス・給付の保障、計画的な提供体制の確保」。  

 資料５「各委員提出資料」ということで、本日御欠席の宮島委員の資料も、この 13 ペ

ージに整理させていただいております。  

 参考１「『子ども・子育て新システム検討会議』について」。  

 参考２「子ども・子育て新システム検討会議体制図」。  

 参考３「基礎資料幼児教育・保育を巡る状況等（データ編）」。  

 参考４「基礎資料幼児教育・保育を巡る状況等（施策編）」。  

 参考５「参考条文」を配付させていただきます。  

 お手元に連合からいただきました資料を、併せて配付させていただいております。  

 以上が本日の資料でございますが、不足等あれば事務方に御連絡いただければと思いま

す。  

 引き続きまして、ワーキングチームの要綱につきまして事務局から御説明をさせていた

だきます。先ほど参考２「子ども・子育て新システム検討会議体制図」という横表があり

ますので、これで全体の体制を御説明させていただきたいと思っております。  

 一番上に子ども・子育て新システム検討会議ということで、関係閣僚による会議が置か

れております。その下に関係省庁の副大臣、政務官からなります作業グループを設けてお

ります。主査は内閣府の副大臣でございます。その作業グループの下に３つのワーキング

チームを設けております。一番下でございますが、基本制度ワーキングチーム、幼保一体

化ワーキングチーム、こども指針（仮称）ワーキングチームという３つのワーキングチー

ムを設けておりまして、このワーキングチームは作業部会の下に設けられているというこ

とでございます。  

 資料１をごらんいただきたいと思います。「子ども・子育て新システムの検討体制につい

て」でございます。子ども・子育て新システムにつきましては後ほど御説明させていただ

きますが、子ども・子育て新システム基本制度案要綱に基づきまして、23 年の通常国会の

法案提出に向けまして、先ほどの検討会議の下にあります作業チームの下で基本制度ワー

キングを開催し、具体的な検討をお願いしたいということで、このワーキングチームをつ

くっているところでございます。  

 ワーキングチームは３つのワーキングチームを設けることにしておりまして、基本制度

ワーキングチームにつきましては、子ども・子育て新システム全体の基本的な制度の在り
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方について、御検討いただくためのワーキングチームでございます。  

 ２番目といたしまして、幼保一体化ワーキングチームはこども園の機能の在り方など、

幼保一体化の具体的な仕組みを専門的に検討していただくためのワーキングチームでござ

います。  

 ３番目として、こども指針のワーキングチームでございますが、これは今の幼稚園と保

育園の指針を一本にしまして、こども指針について検討をするためのワーキングチームと

して設けているところでございます。  

 ３ページは基本制度ワーキングチームの開催要項でございます。趣旨につきまして先ほ

どの基本制度案要綱に基づきまして、子ども・子育て当事者のニーズに即したものとする

ため、また、効果的かつ効率的な制度運営のため、地方自治体、労使代表を含む負担者、

子育て当事者、ＮＰＯなどの子育て支援当事者などが、子育て支援の政策プロセスに参画・

関与することができる仕組みとして、国に子ども・子育て会議（仮称）を設置することを

検討するとされております。  

 このため、それに向けまして子ども・子育て新システムの検討に当たりまして、新シス

テムの全体像や新たに設けられます子ども・子育て会議（仮称）の運営の在り方などにつ

いて、上記の関係の方々と御意見を交換する場として、基本制度ワーキングチームを開催

するということでございます。  

 ４ページはメンバーでございますが、末松副大臣を座長といたしまして今日、御参加い

ただいている先生方を構成員としているところでございます。  

 ５ページ目は幼保一体化ワーキングチームでございます。これにつきましては基本制度

案要綱におきまして幼稚園・保育園・認定こども園の垣根を取り払って、新たな指針に基

づいてこども園（仮称）に一体化することにしております。そのため、こども園（仮称）

の機能の在り方、幼保一体化の具体的な仕組みを検討するために、このワーキングチーム

を設けることにしておるところでございます。  

委員の構成につきましては６ページでございますが、幼稚園、保育所の関係の方、有識

者の方、地方自治体の方、親の会など関係者の方に入っていただいているところでござい

ます。  

７ページはこども指針（仮称）のワーキングチームでございます。これにつきましては

すべての子どもに質の高い幼稚園教育、保育を保障するとともに、家庭における子育て・

教育にも資するため、現在の幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合いたしまして、新た

な指針（こども指針（仮称））を基本制度要綱で予定をしておりまして、その具体的な内容

を検討するためのワーキングチームを開催するということで設けているものでございます。 

８ページはその構成員の方で、有識者の方、幼稚園、保育所の方、親の会の方などに御

参加いただいているところでございます。  

以上でございます。  

○小宮山副大臣 次に移ります前に、先ほど末松副大臣が御紹介をちょっと忘れたようで
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ございますので、今、御紹介がありました作業グループから、今日は吉田泉財務大臣政務

官、林久美子文部科学大臣政務官にもお越しいただいていますので、政府側の出席者とし

て私から御紹介します。  

 続いて、子ども・子育て新システムの基本制度案要綱及びスケジュールについて、事務

局から説明いたします。  

○岡田審議官 それでは、引き続き資料２及び資料３に基づいて御説明をさせていただき

ます。  

 資料２は本年の６月 29 日に政府の少子化社会対策会議において決定されました、子ど

も・子育て新システムの基本制度案要綱でございます。これから検討いただきます新シス

テムの基本的な方向性ということで、少子化社会対策会議で決定をしたものでございます。

この資料に基づきまして簡単に御説明をさせていただきます。今後それぞれの分野におい

て個別に御議論いただくことを予定しておりますので、本日の説明は概括的な御説明とさ

せていただきたいと思っております。  

 Ⅰは総論でございます。目的ということで、すべての子どもに良質な生育環境を保障し、

子どもを大切にする社会、出産・子育て・就労の希望がかなう社会、仕事と家庭の両立支

援で充実した生活ができる社会、新しい雇用の創出と女性の就業促進で活力ある社会とい

うのを目指そうというのが、目的でございます。  

 基本的な方針としまして、社会全体で子ども・子育てを支える。利用者（子どもと子育

て家庭）本位を基本として、すべての子ども・子育て家庭に必要な良質のサービスを提供

する。地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現をする。政府の

推進体制の一元化。  

 新システムとしまして、推進体制・財源の一元化、社会全体による費用の負担、基礎自

治体（市町村）の重視、幼稚園・保育所の一体化、多様なサービスの提供、ワーク・ライ

フ・バランスの実現というのを、実現を図ろうとしているものでございます。  

 ２ページ目にⅡ基本設計ということでございますが、子どもの育ち・子育て家庭を社会

全体で支えるため、基礎自治体であります市町村が制度を実施し、国・都道府県などが制

度の実施を重層的に支える仕組みを構築する。このため、事業ごとに所管、制度、財源が

さまざまに分かれている現状を再編いたしまして、幼保一体化を含めまして制度・財源・

給付について包括的・一元的な制度を構築するということでございます。  

 実施体制は基礎自治体としての市町村にお願いしたいと考えております。新システムに

関するすべての国庫補助負担金、労使拠出金などの財源を一本化して、市町村に対して包

括的に交付する仕組み（子ども・子育て包括交付金（仮称））を導入することにしておりま

す。  

 給付の内容につきましては２つの種類を用意しております。（１）のすべての子ども・子

育て家庭を対象とした基礎的な給付、（２）の両立支援・保育・幼児教育のための給付とい

う２本立てに分け、すべての子どもと子育て家族のニーズに応じて、必要な給付を保障す
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ることを目指していきたいと思っております。  

 国、地方の役割でございますが、国はシステムの制度設計、市町村への交付金の交付、

制度の円滑な運営のための必要な支援。都道府県は広域的自治体としまして広域調整、市

町村に対する情報提供のほか、都道府県が主体となって行うような事業を行っていただく

ことで考えております。  

 ２番目として市町村の権限と責務でございますが、市町村は新しいシステムの下で現金

給付と現物給付の組み合わせ、給付メニューの設定など、自由度を持って地域の実情に応

じた給付を設計していただく。下に掲げていますような責務の下で、住民に新システムの

サービス・給付を提供・確保するということで考えているところであります。  

市町村の責務といたしまして、必要な子どもにサービス・給付を提供する責務、質の確

保されたサービスの提供、適切なサービスが確実に利用できるような責務、サービスの費

用・給付の支払い、計画的なサービス体制の確保、基盤の整備を図っていただくという責

務をお願いしたいと思っております。  

 ３ページ目は給付設計でございます。給付の設計につきましては先ほど２つの種類があ

ると申し上げましたが、まず最初のすべての子ども・子育て家庭支援ということで基礎的

な給付として、下にありますような個人給付といたしまして子ども手当、一時預かりなど

の子育て支援サービス、現金給付・現物給付の一体的な提供ということで、市町村が決定

する枠組みの中で個人の選択に基づいて、手当等個人への現物給付を組み合わせることを

可能にするような仕組みを検討することにしてございます。  

 個人給付の一部につきましては市町村の選択によりまして、①と②にありますように、

中学校の学校給食費などとして学校に払うことを可能にするような仕組みであるとか、個

人給付の一部を利用券などの方式により、給付を行うことを可能とする仕組みを検討する

ことにしております。  

 ４つ目として妊婦健診も基礎給付として位置づけたいとなっております。  

 ４ページはその他の子育て支援事業ということで、乳児家庭全戸訪問、地域子育て支援

拠点事業などを位置づけたいと思っております。市町村独自の給付として、市町村の裁量

により基本給付の上乗せ、給付以外の子育て支援サービスを、新システム事業として独自

にできる仕組みを検討したいと思っております。  

 ２番目でございますが、給付の２つ目の類型でございます。子どものための多様なサー

ビスの提供と仕事と家庭の両立支援ということで両立支援、保育・幼児教育給付を考えて

いるところでございます。幼保一体給付、育児休業給付など、妊娠から出産、育児給付の

保育サービスの利用、放課後対策まで切れ目ないサービスを提供できる体制を構築してい

きたいと思います。  

 具体的には（１）産前・産後・育児休業給付ということで、産前・産後・育児休業中に

出ています現金給付につきまして一本化を図って、切れ目なく給付が受けられるような実

施方法を検討したいということでございます。  
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 （２）は幼保一体給付でございます。これにつきましては新たに設けますこども園（仮

称）への給付を始めといたしまして、小規模保育サービス、短時間の利用、早朝・夜間・

休日保育サービス、事業所内保育サービスなどの多様なサービスに対する給付を対象にし

たいと思っております。これらの給付については各制度の一本化を図りたいということで、

検討しているところでございます。  

 ５ページ①こども園（仮称）でございますが、こども園（仮称）は幼稚園・保育所・認

定こども園の垣根を取り払いまして、新たな指針に基づいて幼児教育と保育をともに提供

する施設として、こども園（仮称）に従来の施設を一体化して、新しいシステムに位置づ

けたいということでございます。このこども園（仮称）につきましては、新システムの幼

保一体給付の対象にしたいと思います。  

 そのほか小規模保育サービス、短時間保育サービス、早朝・夜間・休日サービス、事業

所内保育、広域サービスなどを検討しているところでございます。  

 ６ページ、病児・病後児保育、その他のサービスは別途後ろの方にメニューのイメージ

がございますので、御参考にいただければと思います。  

 給付の仕組みでございますが、親の就労状況に応じ、さまざまな需要状況に応じるよう

な公的保育サービスを確実に利用するため、客観的な基準に基づく保育の必要性を認定し、

それに基づきサービスを利用する地位を保障する。利用者がサービスを受けるために市町

村の関与の下、利用者と事業者の間の公的保育契約を導入する。利用者の支援など、市町

村の責務の明確化などを図っていきたいと思っています。利用者に対しましては、一定の

利用者の負担の下にサービスができるような体制にし、公定価格を基本として現物給付を

基本としていきたいと思います。  

多様なサービスの基盤ということで、サービスごとに事業者を指定し、指定された業者

がサービスをできる仕組みを導入させていただきたいということでございます。子ども・

子育てビジョンでサービスの目標を掲げておりますその達成に向けまして、各種サービス

につきまして集中的に整備を進めていくことと考えております。イコールフッティングに

よります株式会社・ＮＰＯなどの多様な主体の参入促進をしたいと考えているところでご

ざいます。  

７ページは撤退規制とか情報開示のルールなどによって、サービスの安定と質の向上を

図りたいということでございます。  

３つ目といたしまして、育児休業の給付と保育サービスが切れ目なく提供できるような

サービス体制の実施を、検討していきたいということでございます。  

４番目は放課後児童給付でございますが、これにつきましては個人に対する利用ができ

るような体制を組んでいきたいということでございます。  

３つ目の○ですが、小学校４年生以降につきましても、必要なサービスが提供できるよ

うな体制を組んでいきたい。  

（５）として市町村独自の給付を検討するということでございます。  
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８ページは費用負担ということで、社会全体（国・地方・事業主・個人）により必要な

費用を負担するということで考えております。両立支援・保育・幼児教育給付につきまし

ては事業主・個人が拠出することを検討する。国、地方の恒久財源の確保を前提として実

施するということ、市町村が自由度を持って給付を行えるような包括交付金として、必要

な交付金を交付することで体制の充実を図っていきたいと思っています。  

幼保一体化につきましては幼稚園・保育所・認定こども園を、こども園（仮称）に一体

化したいということでございます。そこで行われるサービスにつきましては、新たなこど

も指針（仮称）ということで、新たな指針を策定することを考えているところでございま

す。こども指針（仮称）に基づきまして提供されるサービスにつきまして、資格の共通化

を始めとして機能の一体化を促進する。現在の幼稚園、保育所、認定こども園からの円滑

な移行に配慮するとともに、さまざまな事業主体の参入を可能としているところでござい

ます。  

Ⅵは政府の新システム一元化に対する実施体制ということで、子ども家庭省（仮称）の

創設について検討する。  

都道府県におきましても市町村、広域自治体として市町村を支援する事業などについて、

新システムの中に位置づけを検討したいと考えております。  

その他といたしまして最初に申しましたが、国に子ども・子育て会議（仮称）を設置す

ることを検討するなど、そこに書かれているような項目を決めているところでございます。 

最後に今後の段取りということでございますが、工程と書いてありますけれども、23 年

の通常国会に法案を提出し、25 年度からの施行を目指すということで考えているところで

ございます。  

資料３で今後の段取りということで、スケジュールをおおよそ書いておりますが、来年

の通常国会に法案を提出するということで、来年３月上旬ぐらいが１つの目途かと思いま

すけれども、法案提出に向けてそれぞれ検討を進めていくというスケジュールを、図示さ

せていただいております。  

一番上の作業グループは副大臣、政務官による作業グループでございます。このワーキ

ングチームにつきましては基本制度ワーキングチームということで、大体月２回程度の開

催をお願いしたいと思っております。幼保一体化ワーキングチームについては月１回、こ

ども指針（仮称）ワーキングチームについては月１回程度、適宜これらのワーキングチー

ムから御報告をいただくなど御検討をいただきまして、作業グループに御報告いただきた

いということでございます。  

次のページ以降に現段階で、今後の御議論にもよると思いますが、大体こんな具合かな

という検討の項目の目安をお示ししているところでございます。  

以上でございます。  

○小宮山副大臣 ただいま御説明ありました基本制度案要綱、そしてスケジュールについ

て御質問がございましたら、まずその御質問、御意見を伺いたいと思いますが、いかがで
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しょうか。倉田さん、どうぞ。  

○倉田委員 １つ確認をさせていただきたいと思います。将来的には法律ができました後

に、国に子ども・子育て会議（仮称）を設置いただく。そのメンバーとしてこのメンバー

を想定して、いわゆるワーキングチームとして発足をするわけですが、作業グループとワ

ーキングチームとの関係がわかりにくいんです。ですから作業グループの下にワーキング

チームを置いて、こういう会議をして、でもこの会議に時に副大臣・政務官も御出席をい

ただいて、最初にいただいた私どもの要綱には、政務官級の作業グループと書いてあった

んです。その下に副大臣が統括されるワーキングチームが入っているみたいなのが、最初

いただいた構成です。今日の説明では副大臣、政務官がお入りになっている作業グループ。

この辺の作業グループとワーキングチームの関係をもう少し明確に御説明いただきたい。  

○岡田審議官 当初お配りしたものでは、作業グループはすべて政務官でございましたけ

れども、今回の内閣改造に伴いまして少子化対策を末松副大臣が担当するということで、

担当の政務官が置かれないという整理になりましたので、その関係上、副大臣、政務官と

いうもので若干の変更がありますが、趣旨は変わっておりません。  

 本日開催いたします。基本制度ワーキングチームほか３つのワーキングチームは、この

作業グループの下に置かれるということで整理させていただいております。  

○小宮山副大臣 それでお答えになっていますか。もし必要があれば、オブザーバーです

が、泉前政務官の頭の中にいろいろ構想がございますので、許可をいたしますので説明を

していただければと思います。  

○泉衆議院議員 変わりまして失礼いたします。  

 そもそも作業グループというのは、規定上は副大臣と政務官いずれでも構成できるよう

になっておりまして、今回の内閣改造で今ほど御説明がありましたように、内閣府の中の

政務三役の在り方をちょっと変えまして、分野ごとに政務官と副大臣で分けております。

そういうことで、この少子化対策に関しては副大臣が担当されることになりました。  

 以前からこの作業グループそのものは副大臣、政務官各府省からもどちらが参加しても

いいというつくりにはなっていたものですから、その中で各府省から改めてメンバーを募

った結果、厚生労働省からはこれまで党の方でこの政策について御尽力をされていた小宮

山副大臣が来られている。各府省もそれぞれの対応の中で副大臣か政務官か担当の方にお

越しいただいているということで、それぞれ各府省からの大臣の指名があった者が集まっ

ているという構成になっております。  

作業グループとしてはそういう構成で新しくスタートするわけですが、その下に置かれ

ている３つのワーキングチームはとなるわけですけれども、このワーキングチームにつき

ましては座長が内閣府の副大臣ということでございます。それ以外の作業グループのメン

バーは、それぞれのワーキングチームに参加することができるという形になっておりまし

て、いつの場合においても出席することが可能となっておるわけですが、特にこの新しい

新システムのワーキングチームを進めるに当たっては、末松座長の担務等々の関係も考慮
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しながら、座長として今回運営をいただく中で、小宮山副大臣に進行役をお引き受けいた

だくという仕切りに至ったということでありまして、ですので基本的には今後もこのワー

キングチームについては末松座長、小宮山進行役がほぼずっとフルで出席をしていただく

ことになろうかと思います。  

その他の政務官につきましては随時出席、欠席ということがあろうかと思いますが、出

席の要請があった場合には、それが認められるという整理になるかと思います。長くなり

ました。  

○倉田委員 大体理解ができました。したがって、このワーキングチームで出された意見

を参考にしながら、政治主導の作業グループでいい法案をつくっていただいて、速やかに

子どもたちのために、いい法律案が成立することを望みながら、全国市長会としても協力

をし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。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。ほかに御質問ございますでしょうか。高橋さん、

どうぞ。  

○高橋委員代理 １つ、子ども・子育て新システム・今後のスケジュールということで、

大体御説明はわかりましたんですが、中ほどに各省関係審議会というのがあるかと思いま

すけれども、11 月の作業グループから線が引っ張ってありまして、ここから各府省の関係

審議会に入るというイメージのようでございますが、関係審議会というのは具体的にはど

の審議会を指すのかというのが１つと、作業グループ及び１月頭が法律案大綱の会議決定

予定です。これと関係審議会との関係。関係審議会は点線でずっと右側につづいておりま

して、どういう形なのかよくわからないんですが、この辺を少し御説明いただければあり

がたいなということです。  

 泉政務官は前にいろいろお世話になりましたので、これは確認なんですが、制度案要綱

の中で言葉の問題で、これは前から不思議に思っていたといいましょうか、皆さんは御理

解しているんでしょうけれども、「一元化」、「一体化」、「一本化」を微妙に使い分けていら

っしゃるので、この辺を一言御説明いただくとありがたいと思います。  

○泉衆議院議員 引き継ぎの事情から私が発言をいたしますことを、当面の間お許しをい

ただければと思います。  

 まず１つ、スケジュールの中で出てきます各省関係審議会ということですが、１つが文

部科学省の中教審。こちらは特に幼稚園の教諭の資格について、教員全体の資格というこ

とでの検討が進んでおる関係で、そちらとの兼ね合いで関わってくることが１つ。  

 厚生労働省が２つございまして、社会保障審議会、労働政策審議会との関わりが出てく

るということで、各省関係審議会と書かせていただいております。この時期等々について

またいろいろと御指摘、御意見がございましたら、これは今後皆様からいただければと思

っております。  

 「一元化」、「一本化」、「一体化」なんですが、今日岡田審議官が説明をされました要綱

案の２ページ目をごらんいただきますと、基本設計のところにちょうど３つ言葉が出てき
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ておりますので、ここがわかりやすいかなと思います。  

 まず基本設計の２つ目の○なんですけれども「幼保一体化を含め」と書いてございます。

これは我が政権においては幼保の場合の一体化を言う場合には、必ず「一体化」という表

現で表記をしております。  

これまで「一元化」と言われてきたこともあったわけですが、幼保については「一体化」

と「一元化」、それぞれいろんな価値観、お考えの中で使い分けがあると思うんですけれど

も、私たちの考え方といたしましては、「一元化」というのは元を一にするということで、

どちらかというと行政サイドの事務手続の統一化ですとか、あるいは省庁の側の職務の整

理、権限の整理といったことを主に指すのではないか。例えば認定こども園の事務の簡素

化等々というのも、そういう流れであっただろうと認識をしております。  

しかしながら、ここは「一元化」という言葉をすべて否定するわけではないんですが、

「一体化」というのはそれプラス、より現場の保育園、幼稚園の中におけるさまざまな環

境を統一に考えていくことができないだろうかという趣旨を持ちながら、「一体化」という

表現をさせていただいていると御理解いただければと思います。  

それ以外にこの要綱の中で使われています「一元化」及び「一本化」というところは、

財源ですとか制度において使われておりまして、そこは同じ２つ目の○の２行目に「制度・

財源・給付について、包括的・一元的な制度を構築する」という書きぶりですとか、ある

いは３つ目の○に「財源を一本化し」と２行目に書いてありますけれども、こちらは幼稚

園と保育園の話ではなく、あくまで財源や制度の問題で「一元」、「一本」という表現が出

てきているということでありまして、そこについてはさほど他と比べて何かを指すという

ことではなく、そのときに一番合った表現をさせていただいたということで、御理解をい

ただければ。  

基本的には幼保のところでどう表現するかというところが、これまでもよく議論の対象

になってきたわけですけれども、私たちの考え方としては前段でお話したような考え方で

「一体化」ということで、話を進めさせていただいているということでございます。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。とにかく子どもを中心に各省庁の縦割りやら、

今までの利害関係を超えて新しい仕組みをつくりたいと思っています。「幼保一元化」と言

うと皆様それぞれにそこにニュアンスをお酌み取りになる向きがあるかと思うのですが、

新しい発想には新しいネーミングをというところもありまして、各地方で一体化施設等先

行していろいろやっていただいていることや、いろいろな思いを込めて、是非「幼保一体

化」とさせていただきたい。あとはそれぞれの今の説明でよろしいでしょうか。  

○北條委員 言葉の問題で２点御質問させていただきます。  

 ただいまの要綱の１ページ目の方針のところでありますけれども、最初の行に「子ども・

子育てを社会全体で支援」という文言がございます。これはさっと読めば何の問題もない

わけでございますが、次世代育成支援対策推進法という法律があり、その法律の中で子育

ての第一義的責任は保護者にあることをうたっているわけでございます。その次世代法の
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理念と子育ての第一義的責任が保護者にあるということを前提として、この１ページ目の

１行があるのであれば問題はないわけでありますが、ここにその前提が抜けるとなると、

次世代法との齟齬が生ずると考えます。  

 次の点は同じく２行目にございます、利用者本位というところに「子どもと子育て家庭」

という言葉が入っております。これも次世代法の基本理念が子どもの最善の利益というこ

とであります。子どもの最善の利益という言葉がこの基本制度案要綱にはどこにも出てま

いりませんが、子どもの最善の利益ということを踏まえているのであれば結構でございま

すけれども、括弧してあえてそこに子育て家庭という文言を挿入すると、子ども本位とい

う観点から親本位へと少しずれていくおそれがないとは言えないと思います。その辺の御

説明をいただきたいと思います。  

○泉衆議院議員 １つ目の子ども・子育てを社会全体で、あるいは利用者の今、御指摘が

あった点ですけれども、確かに次世代法というものがございますので、その趣旨を我々も

含めて新システムの議論を進めているというところは、御指摘をいただいたとおりでござ

います。その上で一義的には家庭というところが要素としてあるからこそ、「社会全体で支

援」と書いてございまして、支援の対象は誰かといいますと、それは子どもであり、かつ、

家庭であるということで御理解をいただければと思います。  

 利用者のところも、ともすれば御指摘がありましたように「利用者本位を基本とし」と

だけ書くと、もっと大人サイドだけを指す可能性があるのではないかとも考えまして、あ

えて「子ども」と入れさせていただくことによって、子どももしっかりと含まれるんだと

いうことを強調させていただきたいと思いまして、こういった括弧書きをさせていただい

ておりまして、全体を通して子どもの最善の利益あるいはこれまで我々が掲げてきました、

チルドレン・ファーストといったものを当然ながら踏まえてということで、目的の一番最

初のところにも、「すべての子どもへの良質な成育環境を保障し」と書かせていただいてお

りますので、その趣旨で進めていきたいと思います。  

○小宮山副大臣 北條さん、どうぞ。  

○北條委員 大体わかりました。ありがとうございました。チルドレン・ファーストとい

うことで子どもの最善の利益という意味だということで、了解いたしました。  

 念のため確認でございますが、子育ての第一義的責任は保護者にあるという点も、ただ

いまのお答えの中で確認したと理解してよろしいですね。  

○泉衆議院議員 はい。次世代法の規定を今は尊重するという考え方でおります。一方で、

当然ながらですが、さまざまな家庭が支援を必要としていることを踏まえながら、制度構

築をしていくことも大事であろうという観点も持っております。  

○北條委員 ありがとうございます。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。どちらかというと、私たちはこれまでの取組だ

と「少子化対策」というと、どうしても子どもたちが置き去りになっている面などがあっ

て、今の政権としては「子ども・子育て」と、子どもをどちらかというと強調していると
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お取りいただければと思っております。  

 ほかにいかがでしょうか。御質問はございますか。渡邊さん、どうぞ。  

○渡邊委員 今ほど基本制度案要綱について御説明を受け、タイムスケジュールについて

説明を受けたわけでありますが、特に新システムの中には財源の一元化の問題とか、費用

負担の問題とか、基礎自治体、我々市町村の問題等々枠組みがあるわけですけれども、こ

れらを協議していく場合、相当法律の制定の中でも検討を加えるのは広範囲にわたると思

うんです。  

そんなことを考えていきますと、相当の困難が予想されるのではなかろうか。事務方と

か政治主導でやるのも結構なんですけれども、そうした場合、どうしても「こういう議論

を経たんだ」ということだけで、法律案が一方的に見切り発車されてしまうと、非常に残

念な面もあるわけでありますので、我々も地方の立場では十分に納得のできるような議論

をしていただいて、協議の時間を割いていただいて、いやしくもこれまで介護保険の問題

とか、法律はできたけれども、「施行するまでの期間内で考えるんだ」ということで、地方

が困惑することのないように十分考えていただきたい。また、そのためのこのワーキング

チームでもあると思うんです。  

言わせていただければ、あまり見切り発車にならないようにということをお願いしたい。

なぜならば、あと６か月しかないんですから、その辺のことを踏まえてお願い申し上げて

おきたいと思います。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 それは承っておきます。前回、民主党の子ども・男女共同参画調査会で

知事会と市長会・町村会から少し時間をとって伺いました。倉田市長にもおいでいただき、

そこでも是非地方の方からも具体的に案を出していただいて、しっかり十分に議論をしよ

うという話をさせていただきました。  

私が務めていた調査会の事務局長を、今度は泉前政務官がいたしますので、そこは連携

をとってやっていきます。確かに短時間ではございますが、地方自治体の皆さん、現場の

皆さんが混乱されますと一番困るのは子どもたちでございますので、そうはならないよう

に十分に皆さんに知恵を出していただく時間をとって、少しでもよいものをつくっていき

たいと思っていますので、是非積極的にお願いしたいと思います。  

 ほかには御質問ございますでしょうか。よろしゅうございますか。そうしましたら、こ

こまでは質疑ということで、もう中身の話も多少いただいているかと思いますけれども。

今日は１回目ですので、基本制度案要綱のうち基本設計を中心に資料４「第１回ワーキン

グチームの検討課題」というペーパーがございますので、事務局より説明をさせていただ

きたいと思います。  

○岡田審議官 資料４でございますが「第１回基本制度ワーキングチーム」の検討課題と

いうことで、本日御論議いただきたい検討課題をまとめたものでございます。  

 最初に四角で囲んでありますのは、先ほど説明いたしました新システムの基本制度案要
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綱の抜粋でございますので、省略させていただきたいと思っています。  

 検討課題として最初に書いておりますのは国・都道府県・市町村の役割でございます。

市町村の責務としまして子ども・子育て支援のサービス・給付に関します市町村の在り方

について、裏側でございますが、大きく２つの検討課題があるのではないかということで

ございます。  

 １つはサービス・給付が適切に提供できるように、それをどう保障していくのか。計画

的な提供体制をどう確保していくかということでございます。そのために市町村におきま

してサービス・給付が、住民の方はどのようなニーズを持っているのかを的確に把握して

いただく必要があるということでございますが、その際、現在足元でのニーズ、これは顕

在化していない潜在的なニーズも含むニーズをどう的確に把握するのか。働き方が変わっ

たりとか、女性の就業率が上がったりということがございますので、そういうものを踏ま

えた将来的なニーズをどう把握していくのか。  

 ２番目の点といたしまして、市町村が計画的に提供体制を確保するための法的な枠組み

をどうしていくのか。  

 ３つ目として、市町村の責務を果たすために、国と都道府県がどのような支援をするの

かという、国・都道府県の役割をどう整理するかということでございます。  

 ２つ目の点は質の確保されたサービスの提供、適切なサービスを確実に利用できるよう

な支援をどうしていくのかということでございます。これにつきましては大きく３つの点

を整理しておりますが、必要な子どもに適切なサービスを確実に利用できるようにするた

め、市町村がどのような役割を果たすべきなのかどうか。  

 質の確保のために市町村がどのような役割を果たしていく必要があるのか。指導監査な

ども含めてどのような役割をしていくのかが２つ目の点でございます。  

 ３つ目として、市町村がそのような責務を果たすために国・都道府県がどのような支援

をするのか。どうすべきかという役割をどう整理するかということでございます。  

 国と都道府県の責務でございますが、基本的には国・都道府県は市町村へ支援を行うと

いうことで、重層的な支援を行っていくということであると思います。国につきましては

市町村に対して制度の円滑な運営のための支援の在り方ということで、制度をどう設計し

ていくのか。それから、交付金の交付などをどう行っていくのかということがあろうかと

思います。  

 都道府県につきましては市町村の業務に関しまして、入所につきましての広域調整など、

市町村を超える広域的な調整をどう取り組んでいくべきなのかということ。市町村に対し

て必要な情報提供をするなど、市町村における制度の円滑的な運営のための支援の在り方、

都道府県が主体となって行う事業などにおいて、都道府県の責任などがあるのではないか

ということで、整理させていただいているところでございます。  

○小宮山副大臣 それでは、この基本設計につきまして今日いただいている時間が６時半

まででございますので、あと１時間半、90 分ございますので、お一人５分ぐらいでできれ
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ば御意見を伺いたいと思います。  

 先ほど冒頭に御説明したように、８回に分けて細かいことをやっていきたいと思います

けれども、今日は総論ということで基本的な制度設計につきまして、皆様の御意見を是非

伺いたいと思いますので、恐れ入りますが挙手をしていただいて、遠くの方はどなたの御

発言か見えない面もございますので、冒頭お名前をちょっと言っていただいてから５分以

内で御意見をいただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。どなたからで

もどうぞ。  

○倉田委員 全国市長会の社会文教委員長をいたしております、池田市長の倉田でござい

ます。第１回目ということで根幹に関わる問題、その中で特に市町村の責務あるいは国、

都道府県の役割、責務ということが一番大事なところで押さえておかなければならないと

いうことで、今、御説明をいただきました。  

 先ほどのお話でも、現場を預かっている市町村からいろんな提案もいただきたいという

ことで、我々も機会を見て提案することはやぶさかではありませんが、そのための一番の

根本は財源なんです。すべての子どもたちが、あるいは社会全体で非常にその貴重なキー

ワードがあるわけですが、それをするためには相当な財源が必要であります。そういった

意味ではこの財源を利用して市町村ではどんなことをしたいですか、こういうふうな提案

であれば、その財源を基に提案できるだろうと思います。  

 例えば人口 10万人の池田市では、子ども手当１万 3,000円の総額は 20億円であります。

したがって２万 6,000 円になれば 40 億円であります。だから例えば人口 10 万人の池田市

では 40 億円を原資としてサービス給付はどんなことができますか、あるいは現金給付は

どうですか。当然我々は現金給付は国が一元的に行っていただきたい。サービス給付は市

町村が行います。その割には、自由裁量と言う割には、これまたこの間と同じことを言っ

て申し訳ありませんが、国の方であれもできるだろう、これもできるだろうと割とメニュ

ーはずらっと並んで、結果は自由裁量だとおっしゃっているんですけれども、本当に自由

裁量だと言うふうに、市町村にそれだけの裁量権を与えていただけるのかどうか。この辺

について特に今日は申し上げておきたいと思います。  

○小宮山副大臣 御意見は伺っておくということでよろしいですね。今後の検討の中で市

長会からの御意見として承っておきます。  

 今日は皆様全員にできれば御発言いただきたいと思っていますので、積極的にお手を挙

げいただければと思います。十河さん、どうぞ。  

○十河委員代理 高知県副知事の十河と申します。全国知事会を代表して本県の尾﨑知事

が構成員となっておりますが、本日は議会開会中のため出席できませんので、私が代わり

まして発言をさせていただきたいと思います。  

 基本的には全国知事会が平成 22 年７月 16 日付で提案、要望いたしました内容に沿って

意見を述べさせていただきます。資料５「各委員提出資料」の５ページをお開きいただき

たいと思います。  
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 具体的には１点目といたしまして、国・地方の役割分担を明確にした上で、恒久的な財

源が確保できる仕組みにすべきだと考えております。全国一律の現金給付は国が額を決定

し、その全額を負担する。一方で、地域が求める広汎かつ多岐にわたるサービス給付は、

地方が地域の実情に応じたサービス給付を、裁量と創意工夫を持って担うことができるよ

うな仕組みにすべきだと考えております。  

 財源につきましては、今後増大すると見込まれるものも含めまして、地方が安定的に、

責任を持ってサービスを提供することができるよう、国として制度的な担保を講じること

が必要だと考えております。  

 更にはサービス給付でありましても、例えば妊婦健康診査費や乳幼児医療費に対する助

成など、全国で一定以上の水準を確保することが望ましいものなどにつきましては、国の

責任において所要の財源を措置することが必要だと考えております。  

 ６ページ、２点目といたしまして都道府県の役割でございますが、地域の実情に応じた

サービス給付の実施は、市町村が担うことが適切でございますが、広域調整や専門性、先

進性が必要な取組など、都道府県の役割は不可欠でありますし、都道府県が主体となって

行っている子ども・子育て支援施策もございます。そうした都道府県の持つ役割の重要性

を踏まえた制度設計、例えば都道府県にも税制改正などを通じて必要な財源を確保すると

ともに、子ども・子育て包括交付金の交付対象に都道府県を含めるなどの制度設計が必要

だと考えております。  

 ３点目といたしまして、財政スキームでございます。制度案要綱では新たに子ども・子

育て勘定（仮称）を設けることといたしておりますが、こうした勘定は特定の事業の状況

や費用対効果が把握しやすくなるというメリットがある反面、硬直化や行政の肥大化につ

ながりかねないといった懸念も指摘されております。また、実施主体である市町村にも特

別会計を設置することになっておりますが、地域主権の観点からも市町村に特別会計を設

置する必要はないと考えております。  

更には先ほど申し上げました国と地方の役割分担の明確化とも関連をいたしますが、

国・地方・事業主・個人からの財源を一本化した場合、国と地方の役割分担や責任の所在、

労使拠出に係る受益と負担の関係が不明確になるのではないかと考えています。これらを

明確にした制度設計を行うべきであろうと考えております。  

 制度設計のイメージといたしましては、基礎給付１階の部分が全国一律のものを想定し

ているのであれば、地方に裁量の働く余地もございませんので、１つには子ども手当のよ

うな国が担う全国一律の現金給付、２つには国が担う全国一律のサービス給付、３つには

地方が担う裁量性のあるサービス給付といったように、政策ごとに財源を区分するといっ

た財政スキームが必要だと考えております。  

 以上、何点か意見を述べさせていただきましたが、本システムの制度設計に当たりまし

ては国と地方の協議の場などを通じ、地域主権を確立するという観点から抜本的な見直し

も含め、協議することが必要であると考えております。  
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 以上でございます。  

○小宮山副大臣 ありがとうございました。渡邊さん、どうぞ。  

○渡邊委員 全国町村会の常任理事を務めております、聖籠町長の渡邊であります。始め

に、この度の新システムの基本的な考え方、子ども・子育てを社会全体で支援する、この

新システムの目指す方向、これらについては同感でありますし、私どもも同意できるもの

と基本的に考えております。  

 しかしながら、他方で社会全体、いわゆる国・地方・事業主・個人ということで費用負

担の区分割があるわけであります。また、財源の一元化に伴う交付金の配布方法、これら

もうたわれているんですが、具体的な点がまだ出されていない。早急にこれらの中身を提

示していただきたいということが１点あります。  

そのほか若干各項目についてお話を申し上げたいと思うんですけれども、まず子ども手

当についてでございますが、私どもは、全国町村会を始めといたしまして、保育サービス

のような現物給付はそれぞれの地域の実態に応じた形で、自治体の創意工夫によりまして

地方が担ってきました。子ども手当のような全国一律に実施するいわゆる現金給付は、地

方側にその余地がありません。そんなことでこれまでも民主党政権のマニフェストでは、

国が全額負担するということでしたんですが、結果を見ますればその現状にありません。

したがって、新システムの検討に当たっては、子ども手当は全額国庫負担であることを、

まずは明確にしていただきたい。そしてその整合性を図っていくべきだと考えます。  

次に新システムの基本設計についてでありますけれども、新システムの子ども手当を除

く制度設計の検討においては、いわゆる現物給付は主として地方が担い、現金給付は国が

担い全額負担するとの基本的な考え方は、明確にされていないという受け止め方をしてお

ります。役割分担は新システムの制度設計の前提となるものでございますので、先ほど申

し上げたように早急に明確化する必要があると考えております。  

現物給付の実施主体は、あくまでも地域の実情を熟知する市町村を中心とすべきである

と基本的に考えます。加えて市町村がサービスを安定的に実施するためには、国だけでな

く地方も恒久財源の確保が前提となりますので、早期に国・都道府県・市町村・企業それ

ぞれの財政負担の在り方を、これはなかなか面倒な面もあるかと思うんですけれども、明

確にしていくのが肝要かと考えております。  

その上で給付メニューの設定、選択もありますが、制度構築に当たってはいわゆる地域

主権の観点からも、国の関与を最小限とする方向で検討すべきだと考えます。市町村に設

置されるとしております子ども・子育て勘定（仮称）、これは仮称でありますけれども、設

置の必要性やメリット、デメリットを明確にした上で、町村が総合的な行政を行っている

ことも踏まえて、今一度原点に戻って再検討する必要があるのではなかろうかと思ってお

ります。  

財源の一元化に伴う効果的な交付金の交付についてでありますけれども、町村にとって

必要な事業が将来的にも計画的にも実施できるよう配慮するとともに、地域間の格差がこ
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れ以上拡大しないように、そして算定基礎に景気の実情を反映させるような措置が基本的

に必要だと考えております。国の財政状況に左右されることのないよう、倉田さんからも

お話がありましたが、国と地方の協議の場で決定をすることを明確にしておいていただけ

ればと考えます。  

なお、交付金配分の基準となる指標等の検討に当たっては、先ほども若干申し上げまし

たけれども、町村の意見を十分踏まえていただきたい。そして短期間のタイムスケジュー

ルの中でいやしくも見切り発車にならないように、副大臣からもお話があったように市町

からも提案していただきたいということでありますが、市長会等ともいろいろと検討を加

えた中で、できることは提案をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いします。  

以上であります。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。私からいろいろ言ってはいけないのかもしれま

せんが、子ども手当を制度設計をした者の一人といたしまして、控除から手当というのが、

子ども手当の基本方針ですので、23 年１月から地方の住民税分の子どもの控除がなくなり

ますので 0.6 兆円増収になってきますから、その分は子ども手当に充てるのが当然かと、

制度設計をした者としては思っておりますので、また今後の検討の中で意見交換をさせて

いただければと思います。  

○渡邊委員 この点は副大臣はそのようにお考えのようでありますが、いわゆる 6,000 億

近い財源が浮くわけでありますけれども、あくまでも市町村民税というのは市町村固有の

財源でありますし、こういうふうに一体的な子育て支援をする、または市町村独自の対策

を講じていくということであっても、これまでそのほかの固有の一般財源化された中の予

算措置としていろんな事業展開をしているわけでありますので、あまりそのようなことで

振り替えられるものでないということも、御理解いただきたいと思います。  

○小宮山副大臣 これは、また後ほどの議論にさせていただきます。藤原さん、どうぞ。  

○藤原委員代理 日本経団連の藤原と申します。今日はありがとうございます。髙尾部会

長が海外出張中のために、申し訳ありませんが代理で髙尾部会長の御意見を披露させてい

ただきます。資料５の７ページに、私どもは東京商工会議所さんと御一緒にペーパーを出

させていただいておりますので、それをごらんいただきながら聞取りいただければと思い

ます。  

 経団連と日本商工会議所では、子ども・子育て新システムに関する検討にあわせ、 6 月

に意見表明をしております。大きく２つございまして、１点目は子ども・子育て支援施策

というのは公費対応を基本とすべきであるということで、企業に対して追加的な負担を求

めるべきではないということでございます。  

 ２点目は子ども・子育て対策の財源を一元化する特別会計のような制度を創設するのに

は、反対であるということを述べてございます。これは添付資料で８ページに詳しく書い

てございますので、後ほどごらんいただければと思います。  
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 以上が基本スタンスでございまして、以下、今日は３つ申し上げたいと思います。  

 １点目は現行制度の問題点と改革の方向性に関して、皆さんで意識を共有させていただ

きたいという点でございます。  

 ２点目は財源確保の道筋の明確化ということで、これは今までもたくさん御発言がござ

いました。同じ思いでございます。  

 ３点目は現在の児童手当勘定に問題点があるというところに、我々は非常にひっかかっ

ておりまして、これの早急な解消を求めたいと思っています。特に２番目の財源確保の道

筋の明確化というのは、制度が新しくなる前に必要となる財源をはっきりさせて、制度案

で想定されている給付規模、中長期の負担見通しを併せて早めに試算を示していただいて、

皆さんの御議論のテーマにしていただきたいと思います。  

財政規模や財源を抱える認識を共有しないままに給付設計を検討いたしましても、結局

は机上の空論となってしまいますので、この点は是非お願いいたしたいと思いますし、都

道府県や市町村の皆さんにとっても財政基盤が不明確なまま、責務の一方的な強化という

ことを示されても困るのではないかと思っております。  

 幼保一体化でございますけれども、こども園（仮称）とはどういうものなのかというイ

メージの共有が必要なのではないかと思っております。今の制度では保育所と幼稚園とで

は、助成の考え方が異なっております。保育所は措置を前提とした義務的経費であって、

幼稚園は就学奨励のための奨励的経費であるということで、こども園（仮称）として１つ

にしていくということなのであれば、助成の考え方についても整理する必要があるのでは

ないかと思っております。  

 制度設計のところで給付対象を普遍化するということでありますと、現行の保育所への

助成方法や規模、価格統制ありきの議論というのはまずいのではないかと思っております。

給付の仕組みにおいて、『公定価格を基本としつつ』と制度案要綱に書かれているわけです

けれども、これについては利用者の料金を自由に設定できる仕組みが必要なのではないか

と思っております。保育サービスの多様性の確保とか、新規参入による供給の拡大、地域

の柔軟な取組支援については、やはり幼稚園への助成方法や価格設定も参照すべきではな

いかと思っております。  

 先ほども御意見がございましたけれども、新システムの検討を進めるにあたり、スケジ

ュールは非常にタイトでございますので、参加者の納得のいく審議の進め方をしていただ

きたいと思っております。  

 最後に１点だけ、今日の資料１の３ページ目に基本制度ワーキングチームの開催要項が

ございます。ここの趣旨の３～４行目にかけて労使代表を含む負担者ということで、我々

は今日呼ばれているのだろうと思いますが、企業といたしましてはワーク・ライフ・バラ

ンスの確保のためのさまざまな施策や、事業所内保育所の設置ということで、既に負担者

という域を超えて貢献していると認識しておりますので、その点を是非踏まえて御議論し

ていただければと思っております。  
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 以上でございます。  

○小宮山副大臣 ありがとうございました。高橋さん、どうぞ。  

○高橋委員代理 日本経団連と共同で意見を出させていただきました。東京商工会議所の

田中常雅少子高齢化問題委員会副委員長の名前になっておりますが、都合により欠席でご

ざいまして、申し訳ございません。先ほど日本経団連からお話があったとおりでございま

すが、若干付け加えさせていただきます。  

 今日９月 24 日は３つの点を主張させていただいておりますが、その裏側に６月８日付

で、先ほど泉前政務官御説明の制度案要綱に対する意見を示しています。６月末の決定ま

で、いろいろと意見を述べる機会はありましたが、仕上がりとしては採り入れられていな

いということでございます。やはり見切りといいましょうか、見切られたような状況かな

と思っております。今後のことも、そういう意味では少し心配でございますので、是非各

界の意見をよく聞いてお進めいただきたいというのが１つでございます。  

 その中で現行の制度のレビューという問題が、６月までの検討の機会で十分であったの

かどうかというのは、我々としてはまだまだではなかったのかなと思います。最初に案が

ありきというところがございましたので、その点も是非よろしくお願いしたいと思います。 

 社会全体で子育てを支えるという理念につきましては非常にそのとおりであろうという

ことで、その具体化に向かっている方向は、我々も是非協力していきたいというのが１点

でございます。  

ただ、そこで負担の問題というのが出てきますけれども、特に企業の負担から見ますと

税金と社会保障関係の負担につきましては、反論もできずに取られるということでござい

まして、現在は景気の問題から、何につけいろいろ悪影響が出ておりますけれども、景気

が悪いからと言って、負担を拒否できるような話では全くないわけでございまして、現在

の負担でもなかなか大変です。特に我々は中小企業ということもございまして、この負担

感の増加につきましては苦しさを訴える声が強まってきているところがございますので、

是非その点も御理解いただきたいと思います。  

 現在の企業負担の中でどのように費用負担し、どこで使われているのかというところの

整合性については、何年も前からいろいろ申し上げてきているかと思いますけれども、今

もってよくわからないところが多くございます。この点もこの会合を通じまして是非負担

と使われ方につきまして、明らかにしていっていただければありがたいと思っております。 

 最後に１つ、今日のメインテーマは国と地方との役割分担であろうと思いますけれども、

我々はこれまでの意見書の中でも国から地方自治体への権限移譲ということで、例えば保

育所の不足している地域、あるいは小規模定員が欲されている地域とのバランスとか、こ

ういったきめの細かな対応が要求されてきていると思いますが、施設整備基準あるいは定

員の基準などのようなものにつきましてはどんどん権限移譲といいましょうか、権限を下

ろしていただくことを進めていただければありがたいと思っております。  

 以上です。  
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○小宮山副大臣 ありがとうございます。駒村さん、どうぞ。  

○駒村委員 慶應義塾の駒村でございます。子ども・子育て政策の政策目標というのは、

恐らく子どもの可能性を広げること、低迷する出生率の向上や両立支援を行うこと、更に

子どもの貧困を防止することがあると思いまして、この新システムはまさに教育、福祉、

労働、所得保障政策を一体的に組み立てるわけですから、雇用システムが変わっていく中

で、まさに新しい社会システムをつくろうという野心的なものだという点については、私

は強く評価していきたいと思います。  

 その上で今後このシステムを進めるに当たって、幾つか留意をしていただきたい部分を

申し上げますと、まさに教育、福祉、労働、所得補償政策は国が行うべき部分と、労使が

連携する部分と、地方の実情にあって調整しなければいけない部分がございますので、こ

こはきめ細かく議論をしていく。どこの部分は国でやって、どこの部分は地方でやるとか、

あまり硬直した議論はしない方がいいのではないかと思います。実情に合って弾力的に対

応できるような、長期の社会の在り方を考えるシステムであるべきだと思います。  

 ４つほど留意点を申し上げますと、１つは国民に対してこういう新しいシステムを入れ

ることに対するメッセージ、どういうメリットがあるのか。これについて必ず保育サービ

スを中心とした子育て支援サービスについては、質、量ともに今よりは充実することを明

確にすること。  

 ２つ目としては、新しいシステムの中で特にこども園（仮称）というものについて、ど

ういう役割を果たすのか、あるいは保育サービスというものが本当にアクセス可能になる

のかどうなのかという点については、民間の力も借りていくことになると思いますけれど

も、この際に今までのように公か民かという市場メカニズムか、パブリックセクターが補

うべきなのかという分かれた話ではなくて、新しい新システムを考えていく。価格の在り

方、公的契約の在り方も新しい公私の連携を追究していくということで、市場か政府か民

か公かという、当然市町村の責任の問題も出てくるでしょうから、ここについては公私の

新しい連携について考えていただきたい。  

 もう一つは財源についてでありますけれども、従来の政策がばらばらで暫定的で体系性

がなかった政策が続いていたというわけで、政策を充実したにもかかわらず、安定性がな

いために政策効果は限定的だったと思います。そういう意味では安定した財源を確保する

ことが大事だと思っております。  

 加えて、やはり地方への子どものお金の渡し方、財源の配分でありますけれども、これ

も長期の日本の在り方を考えた上で、必ず子ども向けの政策に渡るという点については堅

持していただきたいと思っております。  

 ４つ目でありますけれども、これは新システムの中で重要な点だと思いますが、新しい

システムを住民、労使が参加して運営していくんだという点で、ここも非常に特徴的な部

分だと思いますけれども、これは国のところにだけ参加するようになっていますが、でき

ましたら地方においても、そういうシステムを同時に考えていくべきだと思います。  
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 私は総合的に見ると、基本的な骨格部分はあまり変えない、よく考えられた案だと私は

思っております。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。岡本さん、どうぞ。  

○岡本委員 連合で会長代行をしております岡本です。私はこの会議の設置そのものにつ

いて評価をしたいと思います。私自身、長い間働く女性たちが子育てをしながら継続就労

するための制度設計に、いろいろと関わってきましたけれども、先ほど小宮山副大臣もお

っしゃいましたが、各省庁の高い壁に阻まれてなかなか一体的なものをつくることが難し

かったことを考えますと、まさにこの会議が省庁を超えて議論していく場になるというこ

とは、大変喜ばしいことだと思います。  

私たちも今回パンフレットを配付させていただきましたが、この中でも子どもと子育て

に携わる多様なステークホルダーが参加をして、仕組みをつくっていくことを提案させて

いただきました。そういった意味ではこれからさまざまな立場の人たちがシステムづくり

に参加していくということがとても大事なことだと思っております。  

子ども・子育ての政策の一義的な目的としては、ここに私どもは提案をさせていただい

ていますし、これまでも皆さん方から出ていましたけれども、子どもの健やかな育ちを社

会全体で支えることを、本当に改めて強調していかなければいけないと思います。  

昨年、日本政府が発表いたしました子どもの相対的貧困率がございましたけれども、７

人に１人の子どもが貧困状態に陥っているという状況があります。これはまさに親の貧困

が子どもに連鎖をしているということでもありますし、そのことによって教育の格差があ

ったり、健康な体でいることもできない状況にあったりとか、そういったことが起こって

いるわけですから、貧困という問題と原因を念頭に入れながら、システムをきちんとつく

っていく必要があるだろうと思います。  

財源のお話が出ていました。私どもの出しましたパンフレットの３ページ目を見ていた

だきたいと思います。例えば事業主が負担しているものがどういうところに使われている

かというと、大変複雑にいろんなところに使われているわけです。財政、財源の構成がば

らばらな状態になっていると思っています。こういったことはきちんと、私どもは基金と

いう言い方をさせていただいておりますけれども、一元化をして現金給付、現物給付の整

理をしていくことが、まさに求められているものではないかと思います。  

その財源のところで申し上げれば、基本制度案要綱にも書いてありますけれども、女性

の就業率、労働力をいかに高めていくかも大変大事なんだと思います。政府の人口推計で

は、全人口に占める生産年齢人口の割合が現在の 66％から 2025 年には 59％台まで減少す

ると出ています。一方で 65 歳以上の人口は 20％から 30％に急増する。こうした人口構造

の中で経済力、社会保障の財源を維持していくためには、生産年齢人口から少しでも多く

の人を労働力として確保する必要があると思います。  

労働人口を非労働人口で割った扶養率という指標がありますけれども、2008 年では 0.92、
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つまり 1.1 人の労働者で１人を扶養するという構造になっています。女性就業率のＭ字カ

ーブのこともいろいろと言われますが、これを解消すれば 30～ 40 歳の就業率を例えばス

ウェーデン並みの 85％まで引き上げれば、2025 年時点で扶養率が 0.92 を維持できると私

ども連合では試算をしています。言い換えれば、Ｍ字カーブを解消しない限り、必要な労

働力は確保できないことになると思います。  

私は男女共同参画の委員もやらせていただいていますが、その会議でも子どもの問題と

就労継続を希望する女性がいかに働き続けることができるかということを、いろんな形で

議論をして提案もさせていただきました。子どもと子育ての政策は労働市場政策、少子化

対策を進めていく上で不可欠な要素であると考えますし、女性たちが働き続けることによ

って、社会保障の財源にも連動してくるものだと思っておりますので、この要綱の中でも

目的の中に３点、出産、子育て、就労の希望がかなう社会、仕事と家庭の両立支援で充実

した生活ができる社会、新しい雇用の創出と女性の就業促進で活力ある社会というものが

出ております。こういった目的のためにどういったものが更に今、必要なのかということ

も、この場で議論を進めていくことができればと思っています。  

以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございました。秋田さん、どうぞ。  

○秋田委員 東京大学の秋田です。先ほど小宮山副大臣から子ども・子育てということで、

子どもをファーストにということを言っていただいたので安心はしておりますが、これら

の文書でもずっと「利用者本位」ということばがたびたび言われております。多様なサー

ビスが地方に分権化して移譲されていくことによって、保護者への多様なサービスを保障

することが、すべての子どもたちへの平等な保育の質の保障という関係とどう合入れるの

かは非常に難しい問題でありかつ、重要な問題だと思っております。すべての子どもの最

善の利益を保障することが、単に子育てが個人や家族へのサービスの問題ではなくて、国

の未来への公共投資になるという理念がきちんと位置づくことが、重要であると考えてい

るわけであります。  

 制度案要綱では「サービスの質の確保と向上」と書かれております。それが次第に検討

課題の資料になると「質の確保」という表現になり、自治体にいくと現状の質を確保する

というニュアンスが強まってきております。その変化を私は大変おそれております。例え

ば幼稚園でも 130 年の歴史をもって質を上げてきております。長期的な設計、これからの

地域基盤社会ではころころ制度を変えなくて済むように、質を単に確保するだけではなく

て、一層の向上を、こども園（仮称）において考えていっていただくことが重要であろう

と思っております。  

 その場合、平等を保障するためには多様なサービスは重要でありますけれども、市町村

にすべての権限を移譲していくのではなく、ナショナルミニマムとして最低限の質をどこ

で確保するのかという問題をきちんと御議論いただくことが、保護者のサービスではなく

将来の子どものためには極めて重要でございます。  
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 今回大変ありがたいと思ったのは、こども指針（仮称）と幼保一体化と、新システムが

３つ同時に動くことでございます。財源の話は財源、内容の話は内容の話という時代では

なく、ＯＥＣＤではすべてポリシーツールボックスという概念で、政策すべてをどのよう

に関連づけてやっていくかが議論されております。幾らこども指針（仮称）で質の高いも

のをつくっても、それが予算として財源の保障がなければ何もできません。ですので、そ

の辺りは国の方でナショナルミニマムを考えていただきたい。先ほどからお話が出ていま

したが、国及び地方の恒久財源をきちんと確保していただいた上で、制度設計を立ててい

くところを国民に示していくことが、重要なことと思っています。その上で子どもという

のが０～ 18 歳までですので、幼保一体給付等の現物給付の部分を、一定程度歯止めをかけ

る必要があるのではないかと思っています。  

 今回の制度設計のイメージでは、現物給付と現金給付が地域の実情に応じて、地域の裁

量で配分となってございます。先ほどから出ているように、子ども手当等の部分を国が担

うのかどうかということと同時に、基礎給付だけではなくてサービス給付の部分をより厚

くしていくことが、生涯学習の基盤をつくるという、養護と教育の機能を十二分に保障す

るためには、必要なものと思っております。地方への移譲の話だけではなく、やはり国が

何に責任を持つのかというところを、明確に今回示していただくことが大事かと思ってお

ります。以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございました。奥山さん、どうぞ。  

○奥山委員 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会の奥山でございます。提出資料の３

ページに１枚、意見を提出させていただきました。  

 私は日ごろより乳幼児家庭と接する機会の中で、本当に日本の子育て家庭の保護者の

方々は我慢しているなと感じております。なかなか保育園にも入れない、幼稚園でもまだ

年少さんのクラスは抽選で入らざるを得ないという都市部の状況がございます。先ほど来

出ておりました子育ての第一義的責任は確かに親にあると思いますけれども、その親が責

任を果たすためにも、社会的なサポートが必要な時代であると思っております。社会が核

家族化や少子化という中で大きく変わっているのに、制度の方がなかなか変わってこれな

かった。もう待っていられないという状況ではないかと思っております。  

 今回、この制度案要綱が出てから、私どもも幾つか地方や保護者の意見、子育て支援者

の意見等を聞いてまいりましたが、かなり不安はございます。ですけれども、一方では子

どもと子育てについて社会の意識が大きく変わって、応援してくれる雰囲気がつくられる

のではないかという期待の声も聞かせていただいているところです。  

 まず１つ目ですけれども、子ども・子育て会議（仮称）は今は国レベルでの設置となっ

ておりますが、是非これは基礎自治体にも設置していただきたいと各地の市民団体もお話

をしてくださっております。やはり多様なステークホルダーの参画によってこの制度を運

営していくことが、これからの新しい社会をつくっていくと思います。  

 自治体に対しては、是非事業評価やコンサルティングも受けられるような仕組みが入る
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ことで、この仕組みがきちんと運用されるようなものになっていくのではないかと思って

おります。是非住民や子育て支援団体、いわゆる当事者が政策決定の場に参画できるよう

に、市町村の権限と責務に組み入れていただきたいと思っております。  

 子ども・子育て勘定、市町村特別会計ですけれども、やはり皆さんおっしゃるとおり不

透明であっては困ると思います。そういった意味で密室で決定されるのではなく、きちん

とそれが見える、監査する仕組みが必要であり、ここは必ず子ども政策に使っていただき

たいと思っております。  

 ３つ目でございますが、私どもは地域で子育て世代の支え合いを育むということを、第

一義的に大事な視点と思って活動しております。地域の支え合いや虐待防止など重要な役

割を果たすためにも、個人給付とサービス給付のバランスというのはよく考えていただき

たいと思っております。先ほど来も出ましたけれども、現金給付は非常にわかりやすいと

思います。ですけれども、サービス提供のところは担い手の育児対応も含めて大変時間が

かかります。こういった部分をきちんと位置づけるための仕組みづくりが必要だと思って

おります。  

 先ほども申し上げましたけれども、かなりきめ細かにスピード感を持ってニーズに対応

していくためには、今は隙間で活動しているＮＰＯ等がもっと自分たちの意見が言えるこ

とが大事であり、市民が自分たちの町、この少子化の町を何とかしていきたい。そういっ

た新たな公共を生み出す１つの基盤になるのではないかと思っております。そういった意

味でも地域、子育ての部分には地域の人たちをうまく活用する仕組みを入れていき、支え

合いの関係性を育んでいきたい。先ほども出ましたが、対サービスの消費者という形では

ない仕組みを盛り込みたいと思っております。  

 財源が一番大事だと思いますが、今、これを変えなければ、また今までどおりというこ

とです。そういう意味では決断をしたらみんなが負担するという方向で考えていく。これ

はどこかに任せてしまうということは、とにかく子どもたちの将来に借金を残すことがな

いように、今みんなが負担し合える関係をつくらなければ、この仕組みは動かせないと思

っていて、変化を恐れずにいいものをつくっていかなければならないのではないかと思い

ます。  

 一方で、この仕組みの広報が十分でないということが、地方へ行くと散々聞かされます

ので、是非今、何が話されていて、どういう仕組みなのかというのをわかりやすく広報し

ていただきたいと思います。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。大体 90 分のうちの半分ぐらいが経ち、おおよ

そ半数ぐらいの方からお話をいただいたかと思います。ここでもう一度、今日のテーマが

国、都道府県、市町村の役割でございますので、実施主体は市町村、基礎自治体でよろし

いのかどうかとか、財源を一本化して市町村に包括的に交付をするということまでは、今

日皆様の御理解をいただき、おおよその方向性を確認させていただければと思っているの
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で、このテーマの中でそれぞれの御意見をお願いします。それぞれが皆さん言いっぱなし

になりますと、８回で集約するのが難しいので、ここからは基本線を踏まえながらの御意

見をいただきたい。  

最後に、私が申し上げたこと等は、今日の了解事項とできればいいと思っています。財

源のところが課題であることは私どもも認識していまして、その仕組み方で成否が決まる

とも思っていますので、そこはしっかりとまた議論をさせていただきたいと思います。お

およそ、こういう基本設計でいいかどうかということを踏まえながら、御意見をいただけ

ると幸いでございます。枠をここからはめてしまったみたいですが、その中で御自由にど

うぞ。  

○山口委員 枠の中でお話させていただきます。日本こども育成協議会の山口でございま

す。私は資料の 17 ページに提出させていただいたとおりでございます。  

 その前にまず、私どもの協議会の説明をさせていただきますが、私どもは株式会社を始

めＮＰＯ法人、社会福祉法人、事業主体の区別なく参加しております団体でございます。

事業の内容としましては認可保育所、認可外保育所を約 340 施設、学童クラブ、児童館と

いった広く子育て支援関係の事業をやっている事業者の集まりでございます。  

 私のお話でございますが、今回基本制度案要綱では指定制というものが導入されること

によりまして、参入事業者の主体の差別がなくなるということで、大変いいことだと思っ

ています。しかし、片や自治体の裁量を広く認めていこう、基礎自治体にできるだけ裁量

権を与えていこうということがございます。この部分と指定制等の、国としては最低限こ

れはやりなさいといった部分とのバランスを、これからどういうふうにとっていかれるの

かというのが危惧している内容でございます。  

 恐らく基本的には指定制を始め、イコールフッティングを重視した内容になってくるん

だとは思いますが、是非そういった部分が骨抜きにならないような制度設計にしていただ

きたいと考えております。  

 とはいえ、この制度が実施されるまでは２年以上先を見ないといけません。しかし、現

在でも待機児童問題は、地方も含め全国では困っている利用者の方々がいらっしゃるわけ

です。こういった制度の実施を待たなくても、例えば財源の問題はこれは待たないといけ

ない問題だと思いますが、待たなくても現行法制下で十分対応できるような問題はたくさ

んございます。特に地方自治体の方ではかなり恣意的な制度の運用をされていることによ

って、利用者が自由に良質のサービス事業者を選べないといった現状がございますので、

是非関係省庁の方からも、例えば通達等で今でもすぐにできるような改革、これは是非や

っていただきたいと考えております。  

 もう一点でございますが、基礎自治体を主体としていろんな制度ができていくんでしょ

うけれども、是非民間事業者の知恵を生かせるような、自由度の高い制度にしていただき

たいと考えております。  

 以上でございます。  
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○小宮山副大臣 どうもありがとうございます。北條さん、どうぞ。  

○北條委員 委員提出資料の 11 ページに、メモのような形で恐縮でございますが、簡単

にまとめさせていただいております。  

 まずこの度の新システムの検討が、子どもの最善の利益の観点から幼児期の教育の重要

性が、制度として明確に位置づけられるものであるならば、私は私立幼稚園団体を代表し

て参加しておりますが、積極的に賛成をいたしたいと考えております。私どもは私立では

なくて公立でも同じですが、幼稚園教育というのは学校教育法により認可を受けて、今日

まで努めてきております。先ほど秋田先生が幼稚園は 130 年の歴史があるとおっしゃいま

したが、まさにそういうことでございます。  

 そういう立場から言えば、幼児期の教育の重要性というものを何よりもしっかりと位置

づけていただきたい。言葉をひっくり返せば、私どもとしては学校教育法の規定から幼稚

園教育が除かれるということは、選択の対象にはなっておらないということを明確に申し

上げておきたいと存じます。  

 ２つ目のところでありますが、要綱において学校教育としての幼児期の教育の位置づけ

が書かれておらない。要するに学校教育法との関連ということは、この度の要綱案は誠に

薄いということでございます。これからそこら辺が肉付けされていくことを、心から期待

をいたしたいと存じます。  

 ３つ目のところですが、幼稚園の立場からすれば、私どもの教育の改善は平成 17 年１

月、中教審答申が幼児教育に関する包括答申を行いました。そして現行の幼児期の大部分

の問題は幼児教育がしっかり役割を果たせば解決できると、高らかに中教審答申はうたっ

たわけで、それを踏まえてその後、認定こども園法も成立いたしました幼稚園教育要領が

改訂されました。そうした中で私どもとしては幼稚園教育の改善を実施してきていると考

えております。そういう点から申せば今回、幼稚園教育の一体どこを改善しようとしてい

るのか、それがよくわからないというのが率直な気持ちでございます。  

 幼稚園は、これは見に来ていただければよろしいんですが、子どもたちが日々大変幸せ

に過ごしております。教職員も給与が必ずしも十分ではないですけれども、大変なんだけ

れども、大変幸せに過ごしております。園長も助成金が少なくて経営は苦しいが、幸せで

す。保護者も幼稚園教育に対する満足度というのは各種調査によれば非常に高いのでござ

います。こういう幸せな仕組みというのをなくさないようなことを、是非とも考えていた

だきたいと思います。  

 ４つ目でありますが、万々一学校教育の体系の変更をこの度の新システムが含むのであ

れば、タイトなスケジュールと言われておりますけれども、今回の検討はあまりにも性急

であることを申し上げなければなりません。もっと時間をかけた国民的議論が当然必要で

ございます。  

 ５つ目でございますが、まして子ども家庭省（仮称）の創設が言及されております。子

どもの範囲は 18 歳まででありますから、そこまでを視野に入れた改革の第一歩であると
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いうことであれば、なおさら慎重な対応が必要になってくると思います。  

 ６つ目、ワーク・ライフ・バランスの実現の提言には大賛成であります。是非とも推進

をしていただきたいと思います。週 48 時間労働を 40 時間労働に法定労働時間を劇的に短

縮し、そして育児休業時間をこの間ずっと延長してきたわけであります。１年半に延長し、

更には３年を目指していくというふうに私どもは言われてきたわけでありまして、その方

向が早くでき上がることが望ましい。  

しかし、一方ではここに書きましたように、極端な例えば 13 時間保育というような、

これは本来開所時間であって保育時間でないはずなんですが、極端な長時間保育というの

が相当一般化しているという実態がございます。  

低年齢児保育については、これをすべて否定するものではありませんけれども、必要な

ところにはきちんと手当しなければなりませんが、これを一般化するということはワー

ク・ライフ・バランスの観点からも、一考を要すると考えております。このような状況は

子どもの最善の利益を追求する観点から、早急に改善されるべきものと考えるところであ

ります。  

 ７つ目、地方の自由度を尊重することは大変結構なことでありますが、いろいろな方か

ら指摘されておりますように、しっかりとしたナショナルミニマムというものがあって、

初めて地方の自由度というのは生きてくるわけであります。ただ地方の自由に任せるとい

うことにもしなってしまえば、財政力の差による地域間格差が極端に拡大していってしま

うおそれなしとしないわけであります。  

幼稚園と保育所の問題は地域においても非常に差がございます。私の幼稚園がある辺り

では、実は保育所に入るよりは幼稚園に入る方がはるかに大変という状況もあります。地

域によって状況は全く違うということを理解の中に入れていただきたいと思います。  

８つ目、この度の新システム以前、私どもが御説明を受けたとき、このシステムでは公

立幼稚園、公立保育所は対象外だと伺った覚えがあるのですが、そうであるのかどうか、

そんなことはない。すべての子どもと言う以上は公立幼稚園、公立保育所も対象なんだと

いうことを明確に御確認いただければありがたいと思っております。  

ここには書いてございませんが、私どもは実は随分早くから年齢区分による幼稚園と保

育所の一元化を願っておりました。これは勿論保育所の先生方の御反対があるのはよくわ

かっておりましたが、保育指針の性格がうんと変わりました。この時点であれば３歳とい

うところで１つの区切りを入れて、３～５歳を幼稚園、名前は幼稚園でなくて結構です。

保育所にも学校法人と同じ資格を与えて、学校教育施設として位置づけていくという考え

方が、そろそろ国民はこの方がわかりやすいと申し上げておきたいと思います。  

○小宮山副大臣 お約束の６時半まであと 30 分ちょっとで、進行がまずくて申し訳ござ

いませんが、あと８名の方がいらっしゃいますので、コンパクトにお願いできればと思い

ます。田中さん、どうぞ。  

○田中委員 静岡文化芸術大学の田中と申します。私は実は子ども・子育て政策の専門家
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ではありませんので、少し発言を遠慮させていただいていたんですけれども、政策評価の

専門でございまして、そういう意味ではあまり政策について先入観を持たずに、制度設計

あるいは運営について御意見を申し上げられればと思います。  

 その上で本日のテーマになるべく沿う形で２点、大きく分けてお話をさせていただきた

いと思います。  

 まず１点目ですが、包括交付金の話です。これにつきましてはある程度地域実情に配慮

するとしましても、どうしても児童人口あるいは標準的なサービスに基づいて、各自治体

の交付金を算定せざるを得ないということになると思うんです。その場合、この制度のあ

る意味方針でもあります基礎自治体が主体であるということと、若干齟齬が出てくる可能

性がありますので、それをいかに解決していくかという制度設計上の難しさがあると思い

ます。  

 解決方法は２つありまして、１つが非常にこと細かい算定基準で交付金を算定するとい

う、今の地方交付税のようなやり方。もう一つが非常に大まかな算定基準で算定する。大

きく分けると２つあると思うんですけれども、恐らく今回の制度の理念等に基づきますと

後者、ですから、ある程度大まかな前提に基づいて交付金を算定する。できるだけその算

定基準なりを明確に透明化して示すという方向性が望ましいのではないかと考えます。こ

れが１点目です。  

 ２点目ですけれども、テーマであります国・県・基礎自治体の役割分担の話ですが、や

はりどうしても基礎自治体が制度の主体となりますと、各自治体による施策の内容の差は

どうしても出てくるだろう。これは制度に即してやむを得ない、むしろ望ましいと思うん

です。ただ、多くの方々が懸念されるように格差が出てはいけないということだと思いま

す。  

ですから、格差が出ないようにするためにはどうしたらよいのかということで、いろい

ろな制度設計があるかと思うんですけれども、どちらかと言うと国が事細かな基準を決め

て自治体に運用させるというよりは、自治体が自律的に解決できるような仕組みをつくっ

ていった方がいいだろう。  

そのためには４つぐらい考え方があると思いまして、先ほどから他の方からも出ていま

すけれども、１つ目が住民利用者の方が施策の実施あるいは設計に主体的に参加できるよ

うな仕組み。これは住民の方が監視役ではなくて、どちらかというと自治体と一緒に施策

をつくり上げていくというような、建設的な役割で住民の方が入っていく。そういう在り

方が望ましい。あとは中間あるいは事後的な評価の制度の導入ということです。ただ、こ

れは一言で言うほど簡単ではございませんで、単純に地域の住民代表を招き入れたからと

いっていい評価ができるとは限りませんので、この辺りは非常に難しい問題があるかと思

いますが、とにかく必要である。  

あとは資料４の２ページ目の上の方にございますが、ニーズ把握をいかにしていくかと

いうことで、これは自治体の能力には残念ながら限界もあります。ですから、できるだけ
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国、県が支援していくことも必要ですし、あるいは自治体がこういったニーズ把握をして

いこうという場合には、それを財源あるいは人員面で支援していく制度も必要ではないか

ということで、以上２点申し上げました。  

○小宮山副大臣 ありがとうございました。中島さん、どうぞ。  

○中島委員 労働組合の連合の中島でございます。今日こういう場がスタートしたことに

ついて、本当に皆様の御尽力に感謝をしたいと思います。子ども・子育てを総合的に考え

るまたとないチャンスと思っております。  

 私の意見書は９ページにございますけれども、先ほど連合会長代行の岡本が発言したこ

ととダブらないように、かいつまんで幾つか申し上げたいと思います。  

 １つは子ども・子育ては非常に幅が広い課題です。期限は平成 23 年の法改正という一

定の当面のゴールが示されていますけれども、この期間に非常に広汎な課題のすべてをこ

こでやっていくのか、それとも一定の対象範囲におくのかを、先ほどどなたかが一度全体

を見渡した方が良いという御発言をされたように記憶しておりますが、私も対象範囲をす

べてやっていくのか、一定程度絞って半年程の期間の間にやっていくのか、工程について

の目星をつけておいた方がいいのではないかという感じがいたします。と言いますのは、

スピード感と同時に効果的に新システムに移行させていくためのスキームを、きちんと整

理しておく必要があるように感じております。  

 ２つ目ですけれども、今、普遍的なサービスということが言われていますが、例えば待

機児童の問題だけとりましても、保育園の待機児童もあれば学童保育もあれば児童養護施

設ですら待機児童問題がございます。待機児童と言っても幅が広く、また子どもの貧困に

象徴されるような社会的養護の課題でありますとか、あるいは低所得者対策ですとか、福

祉的な機能の部分というのがこぼれないような、全体を見渡した優先順位づけなり考え方

が再確認をされる必要があるのではないかと思います。  

 次に今日の課題の沿っての意見をと言われましたので、その部分について簡単に申し上

げます。財源につきましては私どもは子ども・子育ての包括交付金、名称はどういう形で

もよろしいかと思いますけれども、やはり特定財源として子ども・子育てに末端まで確実

に使える仕組みというのを、担保していく必要があるのではないかと思っております。  

 同時にサービスの最低限の質を、ナショナルミニマムという形で国の方で設定をしてい

ただいて、地域の実情に沿って上乗せ、横出しは縦横にしていくことが必要と思っていま

す。子ども・子育てに使える財源ということ、ここを是非確実なものにしていただければ

と思っております。  

 最後になりますが、市町村関与の問題でございますが、子どもたちの生活拠点というの

は地域でございますので、身近な市町村がきちんと関与していくことが最優先されるべき

と思っております。  

 とりわけ法的な措置や介入が必要になるようなケースもございますので、これは実施主

体であるが身近な自治体ということが最低限必要だろうと思います。それが可能になるよ
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うな財源の保障をしていただきたいと思っております。  

 併せて申し上げれば、今、子どもの分野でも人材の確保が大変厳しくなっておりますの

で、必要なサービスを支える人材をどうつくっていくかということも、これは今日のテー

マに入っておりませんけれども、是非今後議論させていただけたらと思っております。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 無藤さん、どうぞ。  

○無藤委員 無藤でございます。私は特に１つだけですが、質の確保について国、都道府

県、市町村との関係、それに加えて意見を申し上げたいと思います。  

 子どもの育ち、保育というものが地域あるいは幼稚園、保育所あるいは公立、私立で大

きくは変わるものではないと思いますので、基本的な部分については国として責任を持っ

て、共通の最低基準を明確にしていただきたいと思っております。その上でしかし具体的

に個別の現場に近い市町村の果たす役割は大きいと思いますので、最低基準に加えての上

乗せもありましょうし、細部の細かい基準、運用について、更にそれが具体的な幼保でど

うなっているかの指導、監査を含めて市町村の責任は大きいものだと思います。  

 しかし、その上で更に各個別の幼稚園、保育所において質が確保され、改善され向上し

ていくかについて、１つは外部からの評価、特に専門性を持った外部の専門家による評価

というものを、何らかの形で導入する必要があるのではないかと思います。既に保育所に

ついては義務づけではありませんが、第三者評価の仕組みが整っておりますけれども、そ

れをそのまま適用するのがいいのか、もう少し専門性を上げていくのがいいのか、あるい

は幼稚園に対してはどうすればいいのかいろいろ検討すべきだと思いますが、それが１つ

です。  

 もう一つは最終的には幼稚園、保育所における保育の問題は、やはり専門家である保育

士、幼稚園教諭の皆さんが、自分たちの能力をいかによくしていくかの問題だと思います。

そういう意味では各園、各保育士、幼稚園教諭が自己評価し、自己研修していく仕組みが

必要だと思います。現在でもそれはやりなさいという奨励すべきものとしてはあると思い

ますけれども、それを具体的な仕組みに乗せる必要があろうと思います。  

 例えば先生方が一定の労働をする、その中で１日８時間労働であれば、そのうちのある

部分は保育の記録や反省、打ち合わせ、研修に用いるようにするとか、そういった具体的

な仕組みを是非入れていただきたいと思っております。  

 以上でございます。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。山縣さん、どうぞ。  

○山縣委員 大阪市立大学の山縣と申します。今、無藤委員が言われた質の問題には私は

基本的には賛同しておりますので、特に追加はしませんが、国・地方公共団体の役割分担

について少し意見を言わせていただきたいと思います。  

 資料の 15 ページに意見を出しておりますけれども、これは若干ずれた部分もあります

ので、そこの中の関係ある部分だけを補足させていただきたいと思います。  
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 基本的に提示をされております国・県・市町村の役割分担については、私は大筋では賛

成をしているものです。しかし、それに若干加えていただきたいという部分を説明したい

と思います。  

 １点目は子どもの権利保障です。新しいシステムは、子どもの権利、人権に配慮した仕

組みにする必要がある。直接の利用者の多くは子ども本人ですが、利用の意思決定、契約

は保護者であるというのが子どもサービスの特徴です。これが成人と大きく違うところだ

と思っています。  

 保護者の選択のまずさ、あるいは選択した結果への責任を果たさない、あるいは果たす

ことができない保護者のお子さんが不利益を被るような制度になってはいけないのではな

いかということです。ここに私は国や地方自治体の責務が出てくるのではないかと思って

います。  

 児童の権利に関する条約に批准した国の責任でもあると思いますし、児童福祉法に照ら

しますと、子どもの育成の責任は保護者と並んで国・地方公共団体にもあると書かれてお

りますので、そのことを十分意識していただいて、国・都道府県・市町村に明確な役割分

担論ではなくて、抜け落ちそうなところについて十分意識をしていただきたいと考えてい

ます。  

 ２点目は地域差への対応です。言葉を変えますと、地域主権とか地域の自由裁量という

ことになりますが、私はこれも基本的には否定するものではありません。むしろ積極的に

受け止めていますが、子どもに共通の必要最低限のサービスを超えた主権化あるいは裁量

化については、歯止めをかけるような仕組みが必要なのではないか。恐らく財源の問題と

ニーズ総量の問題でそういうことが起こり得るのではないかと思っています。  

 現に今、約 1,800 の市町村がありますが、そのうちの 350、 20％には幼稚園がない。広

域合併した結果の 20％ですから、相当広い範囲に幼稚園が全くないという状況があります。

こども園（仮称）化するとそういう部分は解消しますけれども、考え方としてはそういう

ことが起こり得るということを指摘しておきたいと思います。  

 ニーズ調査は重要だと思いますけれども、量的調査中心では生活基盤が整わなくなる可

能性がある地域が出てくる。子ども過疎地では子ども世代が生活できないということにな

ってしまうのではないかと思っていまして、先ほどと同じように硬直化した責任分担論で

はなくて、基本として、今提示されているような分担を意識しつつも、それを補完し合う

関係をしっかり制度化していただきたいと思います。  

 ３点目、社会的養護施策に関する中身です。全体としては社会的養護の話は入っていま

すと言われながら、「幸か不幸か」、８回の検討の中で社会的養護の話は一言も出てきませ

ん。この意見にも書いておりますが、事務局から口頭で説明がありましたように、各省関

係審議会と調整しながらと書かれておりますので、しっかりそのことを果たしていただき

たい。  

社会的養護についてもここのワーキングチームが対象としていること、しかしその中心
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的議論は、恐らく社会保障審議会の責任ある部局で検討していただくことを願いをしたい

と思います。それでもなおかつあえて言っておきたいのは、口頭の説明では県の責務とし

て社会的養護については、残るのではないかという趣旨の発言があったと思いますけれど

も、そのことが文章として表現されていませんので、できましたら県の責務のところにそ

ういう一言を入れていただいたらありがたいと思っています。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。菊池さん、どうぞ。  

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。今回の新システムの検討については、

多分保育園関係者は期待と不安が混在する状況で受け止めておるのではないかという気が

しております。  

 期待の部分はこれまで保育制度の中でさまざまな課題があったわけですが、その積み残

してきたさまざまな課題を解決できるのではないかという、１つの大きな期待がございま

す。  

 反面、制度が変わることによって経営状況の変化とか、さまざまな変化が起こりますし、

そういったことに対する不安、それから、全体像が見えないことについての不安、財源問

題が解決していないといったことがございます。最近、市場化等の話がいろいろと耳に入

ってくるようになりました。そういった中で児童福祉の視点が薄れるのではないかという

懸念もございます。そういったことがあって、非常に複雑な心境の中で関係の皆さんが受

け止めておるのかなという気がしております。  

 ただ、私どもは新システムの基本的な考え方、方向性については基本的に評価し、それ

を支持するものですが、ただ、全国保育協議会は２万か所を超える公私立保育所の集まり

ですので、一枚岩とは言えません。そういう状況の中で、今後の検討において私どもの気

持ちを幾つか申し上げたいと思います。  

 その前に、先ほど小宮山副大臣からおっしゃっていただいた検討課題についての答えを

忘れないうちにお返しして、私どもの意見を申し述べたいと思います。１つは基本的なと

ころについて異存はございませんが、ただ、国の役割の部分で最低基準等については国の

責任感において決めるべきではないかということを、私どもは思っております。  

 もう一つは地方主権という考え方の下で地方に裁量権を委ねることについても、これは

反対するものではございませんが、地方に委ねることによって住民にプラスになること、

そうでないことを、もう一度検証してみる必要があるのかなという感じで受け止めており

ます。その２点だけ申し上げておきたいと思います。  

 私どもの意見を５つほど整理して申し上げたいと思いますが、まず始めに、これは申し

上げるまでもないことと信じておりますけれども、児童福祉の枠組みにしっかりと位置づ

けていただきたい。特に今回は幼稚園と一緒になるということですので、すべての就学前

の乳幼児は社会的に、「ヨウゴ」される立場にあると思います。そして「ヨウゴ」には、か

ばい守ること（擁護）と、特別の保護の下に置かれるということ (養護 )と、２つの意味が
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あると思いますが、すべての子どもがその立場にあると思います。最近特に子どもの不幸

な事件が相次いでおりますので、特に児童福祉の枠組みにしっかり位置づけていただく。

これが第１点でございます。  

 ２点目ですけれども、自由価格のお話も出ておるようでございますが、基本的にはこれ

までの検討の方向としては公定価格ということになっております。これは是非守っていた

だきたい。自由価格にすることによって起こり得るさまざまな現象が想定されますので、

基本部分については絶対に公定価格を守っていただきたいことをお願いします。これを守

り切れないと児童福祉の理念を損なうことになりかねないのではないか、と懸念していま

す。  

 ３点目でございますけれども、給付単価のことになります。これは今後の議論になるか

と思いますが、職員の配置基準等と大きく連動するものだと思います。配置基準について

はこれまでもいろいろと大きな課題として意見を申し述べてきたところですが、質の担保

と職員の処遇改善という観点から、保育所におけるサービスに限らず、すべてのサービス

において根拠に基づいた職員配置基準の設定、単価設定を是非ともお願いしたい。  

 4 点目は、地域主権の趣旨に則り、地域の実情に応じた給付設計をすることになってお

りますが、地域により極端なサービス格差が生じないようにしていただきたいということ

です。これもいろんな方がおっしゃっていた話だと思います。  

 今回、小規模サービス等が新たに新設されることになっておりますので、今後、そうい

ったことの展開も含めて、人口減少地域におけるサービスも保障されるのかなという期待

をしておりますけれども、是非ともその点については基本に置いていただきたい。  

 最後になりますが、これも皆さんの共通認識であることは承知の上ですけれども、市町

村が責任を果たすための権限と責務を全うできる財源の確保を、国の責任においてきちん

としていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  

 これは法案に向けての検討会と聞いておりますけれども、法律をつくるにはそれなりの

魂が要るだろうなと思っております。今回の子ども・子育て新システムの目指す方向は、

今後の日本社会をどのようにするかの展望だと私は思っておりまして、ここにいらっしゃ

る駒村先生が最近よくおっしゃっていることなんですが、ハックマン理論にもあるように

就学前教育の充実、良好な育成環境の保障、いわゆる子どもへの先行投資は非常に大きな

投資効果があるということで、これはある意味では将来起こり得るさまざまな社会問題の

予防に資するということだろうと思います。これは大変重要な視点であると思っておりま

す。よろしくお願いしたいと思います。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。後半急かして申し訳ありません。あと３人いら

っしゃるので、時間が迫っておりまして申し訳ありません。コンパクトにお願いします。  

○大日向委員 恵泉女学園大学の大日向と申します。先ほど小宮山副大臣から本日の課題

である基本設計について意見が欲しいとのお求めがありましたが、その点について私は基

本的に賛同いたします。  
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賛同する理由として、個々のことについて申し上げる前に、社会全体で子育てを支える

という理念を、今一度ここで確認する必要性について申し上げたいと思います。  

私は 40 年あまり育児不安、育児ストレスに悩む親の研究をしてまいりました。また、

今、ＮＰＯ法人で子育て支援活動をしております。子育てに悩む親の実態を見てまいりま

した。子育てが個人あるいは家族に過重な負担をかけてきたこれまでの実態を見ますと、

今、子育てを社会全体で支えるということが、いかに大事かということを痛感いたしまし

て、それをどれだけ速やかに具体化できるかというのが、ここでの新システムの議論にか

かっていると思います。  

 その点について２点だけ申し上げたいと思いますが、まず一つに、子どもの支援、最善

の利益と親、家族への支援とは決して拮抗するものではないと私は考えております。先ほ

ども申しましたように、育児に孤軍奮闘する親の実態を見てまいりまして、親が健やかに

生きられることへの支援がいかに少ないかを考えると共に、親への支援が子どもの最善の

利益につながるような支援の在り方を、いかにミニマム保障で質を担保しながら実現して

いくかということが必要ではないかと思います。  

 第二は、社会全体で子育てを支えるということは、子育ての義務を社会の皆で分かち合

うということでもあると思います。義務だけでなく喜びであり、生活の安定を分かち合う

ということです。子育て支援、少子化対策を持続可能な社会保障の維持、構築につなげ、

未来への投資とするという観点から考えますと、改めてこの点は確認をしておきたいと思

います。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。池田さん、どうぞ。  

○池田委員 全国国公立幼稚園長会でございます。資料は１ページ目に用意させていただ

きました。本日の中心課題については承知しておりますが、やはり園長会としましてはす

べてのこどもの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会の実現という理念、目

的を確認せざるを得ません。さまざまな親へのサービスも検討されておりますけれども、

そのサービスも子どものものになっていくという考え方で、議論を進めていただければと

思っております。  

 資料に沿って本当に簡単にお話します。１に書いてありますけれども、幼児教育につい

て義務教育及びその後の教育の基礎を培う教育として、引き続き学校教育体系に位置づけ、

幼児教育と義務教育及びその後の教育との整合性・一貫性、教育としての体系性を確保し

つつ、全国どこでも新たな指針に基づき、統一的な水準が保たれて質の高い幼児教育・保

育を、確実に提供できるようにしていくことが必要だと考えます。  

 そのためには幼児教育・保育の独自性の部分をしっかりと押さえて、いろいろなことを

考えていかなければならないと思います。そして、その教育・保育を支えていく教員・保

育士の資質・能力の向上策も重要なことだと思います。  

 ２つ目、保護者の多様な子育てや生き方が認められる社会づくりを進めるということで
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ございます。就労支援は大変必要な支援だとは思います。子どもを産み、安心して預け、

社会に出て自己実現して生きるという選択肢を支援するシステムは大切だと思います。し

かし、子育てを自分の手で子どもと向き合い、寄り添い、ともに生きるという選択肢もま

た大切にしてあげたいと思います。そういう子育て家庭があってこそ、地域社会がにぎわ

い、地域で育つ子どもたちが見守られ、豊かに育つのだと考えます。就労している大人は

仕事を通して社会貢献し、就労しないで子育てに専念している大人は地域社会の中で社会

貢献しているのです。どちらの生き方も子育ても認められる社会が、多様性や柔軟性を持

った底力のある社会をつくるのではないでしょうか。  

 国公立幼稚園長会としましては親育ち支援、家庭教育支援となる施策、親としての責任

の自覚、子への第一義的責任は親にあるという考え方は大事にしていきたいと考えていま

す。そして地域の子どもの健全育成や、コミュニティづくりに貢献する大人としての学び

の機会も大事にしていくべきだと考えます。  

 本日の中心議題についてなんですけれども、国と都道府県、市町村の役割分担の明確化

及び連携の強化を図り、教育保育の質に地域格差が生じないような制度設計が必要だと考

えます。地域主権には当然ながらよさと危惧される面とがあります。行政と事業者と利用

者の距離が近く、声が行き届きやすいなどは大変すばらしいことです。しかしながら、教

育は国の責任が大きい施策ですので、国の方針が届く役割分担と連携が必要かと思います。 

 財源、予算配分、交付の仕方等は子どもの最善の利益を踏まえ、十分に検討する必要が

あると考えます。国から市町村に一括交付された予算が確実に子どものために使われる流

れをつくる。地域の実情に応じ地域の裁量で配分というところが不透明であります。この

辺りを十分よいシステムにしていただきたいと思います。  

 教育・保育を受けさせる保護者が応分の料金を支払うことは、親としての義務と責任を

認識する意味でも大事であると考えます。  

 最後に、このシステムにつきまして十分な説明と理解、準備期間を確保した推進を行う

ことが非常に大事であると考えております。  

 以上です。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。  

すみません、最後になりました。よろしくお願いいたします。  

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。３分ほどお話をさせていただきたいと思

います。  

 子どもを中心とした仕組み、それもすべての子どもたちのために日本社会が全体で応援

をするという仕組みに関しましては、非常に畏敬の念を持ってこのワーキングチームの構

成員として仕事をしたいと思います。  

 今日の基本設計の中にありますところの国、都道府県の役割と市町村の権限につきまし

て、一言意見を言わせていただきたいと思います。  

 基本的に聞かれますのが現金と現物給付のバランス、特に子ども手当のことがあるわけ
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でありますが、このバランスと現物給付に関わる基本的なところを、これからも保育所、

幼稚園を含めて今まで以上にこども園（仮称）ということになりましても、バランスと財

源確保がきちんと確保されることが前提条件だと思われます。  

 それを考えた上で１つ非常に大きな問題を私が抱えているのは、最近、現金給付は国で、

サービスといいますか、現物給付は地方でというふうによく新聞紙、報道紙上で書かれる

ことがございます。就学前の養護と教育に関したもの、つまり保育は地方ですべて任せる

ものなのかどうかという大きな議論があるんだと思います。そういう上で例えば基本設計

は国、都道府県の役割は支援であって、市町村がすべて行うんだということは、そのよう

なことではないとは思います。  

ここら辺の整理がきちんとできない上で国、都道府県が助成的な支援をして地方にすべ

てを任せることが正しいのだという考え方というのは、私は非常に危ないと考えておりま

す。そのことが今回の基本設計におけるところの国、都道府県、地方が、ある意味では一

体化もしくはここがきちんとなった上での役割分担というものが行われることが基本だと

思いますので、このような書き方というのが正しいのかどうかというのは、６月 29 日の

要綱案でも今回危惧を抱くわけでございますし、市町村の責務、国、都道府県の責務とい

うところの責務が重層的な負担、重層的な支援というだけというのは非常に大きな問題を

はらんでいるのではないかと思います。  

私たちは民間の保育所団体ではございますけれども、子どもたちの基本的な児童福祉の

観点からも含め、公定価格や最低基準、いわゆる皆様方がおっしゃっているような形で、

養護も教育もさらなる質の向上をきちんと望めるような形を、新システムの中に望みたい

と思っておりますので、今まで話したことを基本的に解決くださるようにお願いをし、今

日の話といたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。まだまだ十分お話いただけなかったかと思いま

すが、これから先が続きますので、あとはまたとっておいていただいて。今日は締めるに

当たりまして、おおよそ資料４にございますような基本設計、先ほど申し上げた実施主体

は市町村、基礎自治体として財源を一本化し、市町村に対して包括的に交付する。そのや

り方についてはこれから議論いたします。  

また、本当に子どもたちに必要なサービス給付を、質をしっかり確保しながら提供をす

る。こうしたことをベースといたしました基本設計については、ほぼ御了解をいただいた

ということでよろしゅうございましょうか。  

（特段の発言なし）  

○小宮山副大臣 ありがとうございます。  

 次回は給付設計、基礎給付について議論をするとともに、本日いただきました御意見を

集約して、引き続き検討を行いたいと思います。  

 それでは、時間を数分オーバーいたしましたが、本日の会合はこれで終了させていただ

きたいと思います。次回会合の日程、開催の御案内等については、追って事務局より御連
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絡をいたします。本日はどうもありがとうございました。  
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