
 

 

 

 

 

 

 

                 

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 10 回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

基本制度ワーキングチーム 第１０回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 23 年 2 月 21 日（月）9：30～11：41 

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

 

  １. 開 会 

  ２. 議 事 

   （１）放課後児童給付（仮称）について 

   （２）一時預かり等について 

（３）意見交換 

  ３. 閉 会 
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○末松座長 それでは、定刻となりましたので、「子ども・子育て支援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 10 回会合を開始いたします。今日は、お忙しい中、お集まり

いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日の委員の御出欠につきまして、事務局より報告を申し上げます。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 本日は、東京大学大学院教授の秋田喜代美様、全国国公立幼稚園長会会長の池田多津美様、全国

知事会高知県知事の尾﨑正直様、慶応義塾大学教授の駒村康平様、日本経済団体連合会の髙尾剛正

様、東京商工会議所の田中常雅様、大阪市立大学教授の山縣文治様、以上７名の委員におかれまし

ては、本日所用により御欠席となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国国公立幼稚園長会より同会時報部副部長でいら

っしゃいます高原泰子様、全国知事会より高知県地域福祉部長の小田切泰禎様に代理で御出席をい

ただいております。 

 なお、両角委員が少し遅れていらっしゃるようでございます。 

 それから、本日ですけれども、放課後児童給付（仮称）が議題になっております関係で、放課後

児童クラブ及び放課後子ども教室の取組につきましてお話をいただくということで、三鷹市教育委

員会教育長の貝ノ瀨滋様、全国学童保育連絡協議会事務局次長の真田祐様にお越しをいただいてお

ります。以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務方から資料の確認をお願いします。 

○藤原参事官 お手元の資料を御確認させていただきます。 

 本日の議事は、「放課後児童給付（仮称）について」と「一時預かり等について」の２点がござい

ますので、配布資料といたしましては、資料１が「放課後児童給付（仮称）について」、資料２が「一

時預かり等について」、それから資料３といたしまして各委員からいただいております提出資料を取

りまとめたものをお付けしております。本日お話いただきます貝ノ瀨様、真田様から提出いただい

ている資料につきましても、こちらの方に付けさせていただいております。 

 また、参考資料といたしましては、第２回、第４回の基本制度ワーキングチームにおける各委員

からいただいている主な意見を取りまとめたものを配布させていただいております。御確認いただ

ければと思います。 

○末松座長 皆様、よろしいですか。 

 それでは、前回のワーキングチームまでで給付体系とか費用とか子ども・子育て会議（仮称）、あ

るいは新システムの制度全体についてひと通りの議論を行ってまいりました。今回からは、これら

の中で積み残し事項について一つひとつ論点を詰めていきまして、最後に全体のまとめを行ってい

きたいと思います。今回はその第１回目として、給付体系のうち放課後児童給付、これは仮称です

けれども、及び一時預かり等について意見交換を行いたいと思います。 

 放課後児童給付（仮称）につきましては、昨年 11 月の第４回ワーキングチームにおいて御議論を

いただきました。今回は、実際の取組状況につきまして三鷹市教育長の貝ノ瀨様と、全国学童保育
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連絡協議会の真田様からお話を伺った上で議論をしていただきたいと思います。 

 まずは貝ノ瀨様から、三鷹市における放課後児童健全育成の取組についてお話をいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○貝ノ瀨教育長 皆さん、おはようございます。三鷹市の貝ノ瀨でございます。今日は、三鷹市の

取組について聞いていただけるということで、お呼びいただきましてありがとうございます。また、

清原市長もこちらの幼保一体化ワーキングチームの方のメンバーだということで、大変お世話にな

っております。 

 三鷹市は御承知のように東京多摩地区の方の人口 18 万の小さな市でありますが、最近には珍しく

不交付団体として頑張っております。 

 学校は、小学校 15 校、中学校７校でございまして、学童保育所は 24 か所、人数は 23 年度の２月

１日現在では 1,120 人お預かりしておりますが、待機児童も毎年、大体１けたくらいいらっしゃる

ということでございます。 

 三鷹市が取り組んでおります放課後児童の対応でございますけれども、まず考え方を先に申し上

げたいと思います。三鷹市の子ども政策につきましては、すべての子どもを対象に教育環境を整備

していこうということでございます。障がいのある子もない子も、または学童に行っている子もそ

うでない子も、すべての子を対象に整備していきたいということでございまして、この根拠は教育

ビジョンに基づいて進めているところでございます。 

 また、特に学校につきましては「コミュニティ・スクール」を基盤とした小・中一貫教育校を推

進しておりまして、小学校、中学校、すべての学校を「コミュニティ・スクール」として指定して

おりまして、７つの中学校区単位でもって学園を構成しております。そういうことで、学園ごとに

「コミュニティ・スクール委員会」、つまり地域の方々、保護者の方々、または関係機関の代表の方

がメンバーになりまして、地域の学校を支えて学校運営に協力しているという体制をつくっている

ということでございまして、このことにつきましても自治基本条例の 33 条に根拠を持って推進して

いるところでございます。 

 それから、これは教育ビジョンでも、または市施策の全体的にもそうでございますが、地域の子

どもは地域で育てるということで、子どもコミュニティをつくっていこうということでございまし

て、そういう意味からもすべての子どもを対象としているということでございます。 

 （４）ですけれども、「コミュニティ・スクール」を基盤とした小・中一貫教育の推進の中でコミ

ュニティ・ソリューションを図っていこう。これは、私どもスローガンとしては「コミュニティ・

スクールからスクール・コミュニティへ」というスローガンを現在持っておりまして、今、新しい

教育ビジョンの改定作業に取り組んでおりますけれども、その中にきちんと位置づけていこうとい

うことで、これはこれから力を入れていくことでございますが、単にこの学校の学区域というふう

なことを超えて、やはり学園を単位に子どもたちの問題はもちろんでありますが、その地域の問題

についても問題解決を図っていけるようなコミュニティづくりを目指していきたいということでご

ざいます。 

 ですから、今ちょうどまだ検討して話し合っているところですけれども、可能性としては、例え
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ば学校の余裕教室を保育所として活用するというようなことも視野に入れながら今、検討段階とい

うところでございます。 

 それから、構造的にちょっと申し上げますと、２番目に図示してございますけれども、御承知の

ように学童クラブは児童福祉法に位置づけられていると思いますが、これはそれなりに相当な歴史

を持っておりますが、やはり子どもの健全育成という目的があると思いますし、または校庭開放に

つきましても地域子ども教室、私どもは地域子どもクラブと言っておりますが、これも、ただ子ど

もたちを放課後に預かっていればいいとか、居場所をただ確保すればいいということではなくて、

もっと積極的によりよく子どもを育てていこうということで、これは学校の教育目的、目標も同じ

でございますので、これらをすべて積極的にとらえて一体的に「人間力」、「社会力」を子どもたち

に培っていこうということを目指しているわけであります。これは、やはり教育ビジョンに基づい

ているわけでございますが、地域ぐるみで子どもを育て、または同時にそこに住む大人たちも皆、

学んでいこう。それぞれ人間的に成長していこうということを目指していこうではないかというこ

とでございます。 

 学童は先ほど申し上げましたように 24 か所ありますけれども、指定管理者ということで１か所、

社会福祉協議会がほとんどでございますが、民間にも指定管理者としてお願いをしているところで

ございます。 

 この考え方や取組のモデル的なケースとして、３番目に事例として「連雀学園」の三鷹市立第四

小学校ということを取り上げております。「連雀学園」というのは７つある小・中一貫教育校の１つ

の学園でございまして、この学園の中の第四小学校、これは私が 10 年ほど前に校長を５年ほどやっ

て、そして取り組んでかたちづくってきたところです。それをモデルとして市内に展開しているわ

けでございます。 

 学校運営協議会が設置された学校を「コミュニティ・スクール」というふうな言い方をいたしま

して、そこにさまざまな部会を持っておりますが、特にこの学校支援としての部会、サポート部会

でございます。これはＮＰＯ法人化しておりますが、この中には授業を応援するボランティア、そ

れから総合的な学習時間に入って専門的な技とか、その知識を子どもたちにということでの「コミ

ュニティ・ティチャー」とか、そういったサポートのメンバーがおります。これは登録者が 110 人

でございますが、延べ 1,296 人の方々が年間に活躍してもらっております。この取組は学校支援地

域本部ということでの位置づけもされておりまして、これはすべての学校がそうでございますけれ

ども、特に三鷹第四小学校の場合はちょっと珍しいかもしれませんが、サポート部会が法人化して、

そしてただ単に学校を応援するだけではなくて、ほかのいろいろな活動も広げているところでござ

います。 

 同時に、サポート部会の中には「きらめきボランティア」、これは早朝の場合もございますし、学

校が終わってからのこともございますが、土曜日、日曜日も含めてですが、いわゆる中学校で言う

部活動みたいなものですね。これを市民の方、保護者の方、地域の方が御自分たちの得意なものを

開設してもらって、子どもたちが自由にそこに参加できるというクラブでございますが、25 ほどの

クラブがつくられておりまして、年間延べ 6,037 人の子どもたちがここに参加しております。 
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 これは、学童クラブの子どもたちももちろん当然自由に参加できるということになっておりまし

て、学童は学校の敷地に隣接してございますので、学童に入っていない子どもたちも学童の子たち

と一緒に遊んだり、学童の施設の中に入って一緒に活動したりということもありますし、学童の子

どもたちが学校の中で開設されている「きらめきボランティア」のクラブにも参加できるというこ

とになっております。 

 同時に校庭開放とか放課後子ども教室も開催されておりまして、これは特に土曜日ですが、さま

ざまな授業を行っております。21 年度の参加児童ですが、延べ 15 万 5,000 人ほどが参加しており

ます。 

 こんなことで、学校に敷地、教室を含め、体育館も含めて学童クラブも隣接して、ほとんど本市

の場合は建て替えたり改修したりする場合はできるだけ学校の中ないしは敷地、そしてできるだけ

隣接したところにということで、連携しやすいように極力配慮して設置しているということもござ

いますけれども、一体的に子どもたちに対して健全育成ができるようにということになっておりま

す。 

 課題を申し上げますと、やはり学校、それから保育所等との連携については、学校も 15 校ありま

すので温度差がありまして、第四小学校のように非常に熱心なところもあれば、非常に低調なとこ

ろもあります。この辺のところは、もっと連携を図っていかなければならないというところもある

わけでございます。 

 それから、学校を拠点としておりますので、当然のことながらキーパーソンは校長になります。

校長の意識によって相当活動が活発になったり低調になったりということがございますので、やは

り校長を含めた教職員の理解、それから社会福祉協議会の方々が学童クラブを指導してくださって

おりますけれども、その方々の意識改革ですね。どうしても学童の指導員の方々は学童の子たちだ

けを面倒見るのが私たちの仕事というふうに限定的にとらえがちなところがございますけれども、

もっとオープンマインドにどの子も皆、同じように関わりを持たせてもらえるような意識改革を今、

図っているところでございますが、相当数ここについては前進しております。 

 特に、本市の場合はコミュニティ・スクールということになっておりますので、コミュニティ・

スクール委員会の方が全体の学園の子どもたちの様子については司令塔になっておりまして、状況

把握をしながら円滑な運営ができるように配慮していただいております。 

 このような状況で、一体的に活動しているというのが本市の取組でございます。時間になりまし

たので、以上でございます。 

○末松座長 先進的な事例を本当にありがとうございました。 

 それでは、引き続き真田様から放課後児童クラブの現状についてお話をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○真田事務局次長 全国学童保育連絡協議会の真田と申します。今日は、大変貴重な機会を与えて

いただきましたこと、ありがとうございます。短い時間ですけれども、学童保育の現状や課題、私

たちの要望などをお話させていただきたいと思います。 

 資料３の３ページから資料を用意してきているのですが、最初に５ページの学童保育の現状と課
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題の方から少しお話をさせていただきたいと思います。 

 初めに資料がないのですけれども、実は私、先週、沖縄県に行って参りました。沖縄県では「沖

縄の子どもの貧困を考える」という企画の第２弾で、「学童保育と貧困」というテーマでシンポジウ

ムが開かれまして、私もパネラーで参加をしてきたわけです。そこで、少し沖縄県の実態を紹介し

たいのですが、沖縄県というのは大変県民所得の低い県であると同時に、母子家庭が大変多い県な

んです。それで共働きが多いですので、学童保育の必要性が大変高い県です。 

 ところが、低学年児童の中で学童保育に入所している割合が全国平均は 20.6％なのに、沖縄県は

16.6％しかいない。これは、全国で 44 番目の低さなんです。それで、全国的には公立公営とか社会

福祉協議会が運営しているところが５割ありますけれども、沖縄ではわずか４％しか公営がない。

あるいは、その施設が全国的には８割以上は公設、つまり市町村が施設を設置したり用意している

わけですけれども、沖縄の場合は２割しかありません。 

 それで、市町村が各施設に補助金を出している金額が全国的には 430 万円という平均があるので

すが、沖縄ではそれの半数近い 236 万円しか市町村から各施設に補助金が下りていない。そこで、

民家、アパートなどを保護者の方が家賃を払って借りているといったようなところが沖縄では大半

なんです。そうしますと、そういった現状はすべて学童保育の保育料に跳ね返ってきます。 

 今日の事務局の資料にも、全国平均で学童保育の保育料というのは 6,000 円と出されていますが、

沖縄は平均が１万 2,000 円です。大体１万円から１万 5,000 円の方が学童保育の全体の７割を占め

ているということになって、しかも市町村からの保育料の減免措置が全国的には５割あるのですが、

沖縄の場合は１割しかありません。 

 ですから、沖縄では経済的に大変厳しい家庭や母子家庭の方々が学童保育に入れないんです。沖

縄の方が、「沖縄では学童保育は高額所得者でないと利用できない」と言われていました。母子家庭

の方々の年収が、100 万円未満が４割、100 万から 150 万が４割、150 万以上もらっている方が２割

しかいない。その方々が、実は学童保育を利用できないというような現状がありました。 

 指導員さんも、大変給料が安いです。県がした調査では平均給与が 10 万 8,500 円で、しかもシン

ポジウムにいらっしゃった 34 歳の男性指導員が、「私は 13 年目なんだけれども手取り 12 万だ」と

いうお話をされていました。 

 このシンポジウムに参加した方々が口々に、「やはり国の制度をしっかりつくってほしい。本当に

必要な家庭が利用できるようにしてほしい」という、叫びにも近いような形で声を挙げていました。 

 これは大変象徴的な沖縄県の現状ですが、実はそれは全国に共通している問題なのではないかと

思っています。お手元の５ページ目の資料１のところですが、「まだまだ足りない学童保育」という

ことで、保育園を卒園した子どもの６割しか入れないとか、あるいはお母さんが働いている子ども

たちの３分の１しかまだ入れていないという現状があります。 

 その下の方に、「経済的負担が理由で入所できない」ということで、実は去年、学童保育に入る子

どもたちが前の年度と比べてそう増えなかったんです。それで、私ども調べましたら、やはりそう

いう経済的な要因で学童保育を利用したくても利用できないというような状況がありました。ある

いは、例えば学童保育の定員とか規模の規制というのは今はありませんので、大変大規模化してき
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ているというような問題があります。 

 次の６ページ目ですが、市町村によって大きな格差があります。先ほどの沖縄でも比較的しっか

りやっている市町村もあれば、本当に民間の保護者任せの市町村もあるということですし、一番下

の⑤に書いてあるように、保育料の金額もかなり差がありますし、減免があるのは先ほど言いまし

たように半数だけといったような現状があります。この減免があると言っても、せいぜいあっても

2,000 円とか 3,000 円とか、わずかな金額しか減免していないところもたくさんあります。 

 次に、資料４の８ページに指導員さんの働く環境、条件というものを書いてあるわけですけれど

も、半数以上の指導員さんが年収 150 万未満です。正規職員は少なくて、非常に身分が不安定な非

常勤とか臨時の職員の方々がかなりの割合いるということがあります。本当に学童保育にやりがい

を持っても働き続けられないというような現状です。 

 １枚戻っていただいて７ページですが、今お話をしたような大変厳しい現状の大本は、国の制度

が大変不十分だからだと私たちは考えています。1997 年にようやく学童保育が児童福祉法に位置づ

けられて法制化をされました。しかし、そのときに最低基準がないとか、あるいは市町村の責任が

非常にあいまいな形で法制化されてしまったということがあります。 

 その資料の一番下に囲ってあるところに、国の制度の問題点ということで３点書きました。現在、

市町村には入所の利用の努力義務しかない。あるいは、最低基準がつくられていない。最低基準が

つくられていないということは、例えば保育料を国が減免するための基準すらつくれないというこ

とになりますので、現在も国の方から保育料の減免分の補助金は出されていない。 

 あとは、予算措置もあいまいで補助金も大変少ないということで、先ほどの沖縄の例のようなも

のは、かなり沖縄は厳しい県だと思いますけれども、本当に沖縄と似たようなところもたくさんあ

るということだと思います。ですから、そういった問題点を解決し、必要とする子どもたちが本当

に学童保育に安心して預けられるような制度をつくっていただきたいというのが私たちの願いです。 

 ３ページに戻っていただきまして、これは前回の昨年 11 月 15 日にも出させていただいた要望で

すけれども、昨年の６月に決められた制度案要綱を見まして大変私たちが危惧するところがたくさ

んありました。そこに３点ほど書いてあります。11 月 15 日には初めて放課後児童給付（仮称）の

議論をしていただいたわけですけれども、そこでも今後どういうふうな制度になっていくのかとい

うことがはっきりとまだ出されていなかったものですから、大変私たちは不安とか危惧を覚えてい

ます。 

 ４ページ目に、改めてそういう点から次の４点を要望させていただきたいと思っています。 

 １点目は３の（１）というところに書いてあるものですけれども、児童福祉法を改正して市町村

の実施責任を明確にしてほしい。どの市町村でも学童保育をしっかりやっていくんだという必須事

業としてきちんと位置づけていただきたいということです。 

 ２点目は、「市町村任せ」ではなくてやはり国と自治体が力を合わせた制度としてほしいというこ

とで、国としてのナショナルミニマムをつくってもらう。最低基準をしっかりとつくっていただき

たいと思っています。 

 今日、配布された資料を拝見しますと、一律の基準を決めるということと、市町村に応じた基準
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をつくったらどうかという御提案がされているのですが、基本的にその指導員の配置人数であると

か、規模であるとか、あるいは施設の面積であるとかは、やはりどこの地域でも子どもたちのため

には絶対必要なことではないかということで、そういう内容を含んだ基準をしっかりつくっていた

だきたいと思っています。 

 （３）の「「個人給付」ではなく「市町村事業」として位置づけた制度としてください」という点

については、今回もはっきりと市町村事業として実施していったらどうかという提案をされていま

すので、是非それが実現する方向で検討していただきたいと思います。 

 ４点目ですけれども、「放課後子ども教室」と学童保育、政府の方の資料にもそれぞれ別の事業だ

し、課題もそれぞれ違っているというようなことが書かれていて、それぞれに拡充が必要だという

ことを書いていただいています。本当に２つの事業は連携が必要だと思いますけれども、それぞれ

が拡充していくことが必要なのではないかということです。 

 ただ、ちょっと不安に思っているのは、11 月 15 日に出された資料の中で、連携の一つの参考例

として横浜市の放課後キッズクラブが挙げられているのですけれども、実はあれは私たちから見る

とまったくの一体的なもので、事実上、学童保育がなくなってしまっている形なのではないかと思

っているんです。そういう点で言うと、連携というのはまさにそれぞれの事業を場所と人は別々に

しながら、相互に交流したり連携していくことが必要なんじゃないかと思っています。 

 それから、事務局の方からの資料には、将来的には一体的にしていくことを目指すというような

ことが書かれているわけですけれども、それぞれの事業を充実しながらどういう在り方がいいのか

というのをもっともっと検討していかなきゃいけないんじゃないかと思っています。先ほどの三鷹

市さんの例などでも、学童保育もしっかりやりながら連携していくというようなことがありました。

一方、放課後子ども教室の方はなかなか充実していない現状がありますので、それぞれの事業を充

実させながら将来的にどういう在り方がいいのかということを検討するというようなことでお願い

できればと思っています。 

 最後に、放課後児童対策というのは放課後子ども教室と学童保育だけがあるわけではなくて、や

はり厚生労働省が所管している児童館といった施設が地域の子育て支援センター的な役割を果たせ

るのではないか。そこを中心にしながら、やはり総合的な放課後対策をしていくことが必要なので

はないかと思っています。 

 まだまだ本当に課題がたくさんあるわけですが、先ほど言いましたように国の制度をしっかりつ

くっていただくということが、どこの地域に住んでも安心して預けられる学童保育になる、あるい

は必要とする人たちが皆、利用できる学童保育になることの一番の大本ではないかと思いますので、

是非しっかりとした制度をつくっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○末松座長 詳細な御説明をありがとうございました。 

 それでは、続きまして事務局から資料の説明をお願いします。 

○黒田室長 それでは、資料１に基づきまして御説明をさせていただきます。 

 まず、おめくりいただきまして右肩の下に通しページが振ってありますが、その２ページをごら

んください。この２ページに、放課後児童給付（仮称）の放課後児童クラブに関する現行制度の法



 8 

的位置づけが書かれています。１の（１）の１つ目の丸でございます。こちらに書かせていただい

ておりますように、放課後児童健全育成事業は児童福祉法に位置づけられておりまして、市町村に

は努力義務が課されております。また、社会福祉法におきましてはこの事業は第２種社会福祉事業

という位置づけでございます。 

 １ページおめくりいただきまして、３ページです。一方、この事業に関する基準につきまして、

法令上の基準としては児童福祉法の施行令におきまして衛生、安全が確保された設備を備えるなど

とされておりますが、法的な位置づけのある具体的な基準はございませんで、先ほどお話がござい

ましたように実施要綱あるいはガイドラインという法的な拘束力のない形で質の確保向上が図られ

ているということでございます。 

 それから、４ページで「（３）利用手続き」でございます。この利用手続きにつきましても、児童

福祉法におきましては、市町村は保護者からの求めがあった場合に必要に応じてあっせん、調整等

を行うということになっておりますが、具体の利用手続きに関する規定はございませんで、この部

分についても市町村・クラブによって扱いが異なっているという状況になっております。 

 また、５ページの丸でございますが、利用手続きです。こちらにつきましても申込み・決定、あ

るいは利用料の決定などにつきまして自治体が担っている地域、クラブが担っている地域というふ

うにまちまちで、取扱いは地域ごとに異なっているという状況でございます。 

 それから、６ページの（４）でございますが、事業の開始の手続きにつきましても社会福祉法あ

るいは児童福祉法におきまして一定の手続きが置かれておりますが、他の事業に比べますとこの拘

束の度合いが緩いということが特徴でございます。 

 ８ページでございます。前回、この議論をいただきました 11 月のワーキングチームの際にも、量

的な拡充も当然ですが、19 時まで、あるいは夏休みも、それから小学校４年生以上も、こういった

ニーズにきちんとこたえていくことが必要なんだということ。それから、ナショナルミニマムをき

ちんと位置づけていくことが必要、特に指導員の方の資質、専門性の向上などが必要、という御意

見をいただきまして、この８ページの赤い枠で囲ってあります論点に集約させていただいておりま

すが、１つ目の論点としてはこの仕組みを法的にどう位置づけていくのか。これは新システムの仕

組み、それから児童福祉法のそれぞれの仕組みにおいてどう位置づけていくのかということです。 

 ２つ目の論点といたしましては質の確保、特に指導員の資格、配置基準についての位置づけ。 

 それから、３つ目の論点として量の整備、特に地域差もある中で必要な量をきちんと確保してい

く仕組みをどのように法的に整えていくのか。 

 それから、待機だけでなく、繰り返しになりますが、開所時間、４年生以上のニーズにこたえて

いくためにどうしていくのかという点が論点でございます。 

 それでは、資料の 10 ページをごらんください。10 ページ以降が、「新システムにおける仕組みの

検討」の部分でございます。10 ページの２の（１）の１つ目の丸でございますが、まずこの事業を

どう法的に位置づけるかという点でございます。ここにありますように、放課後児童クラブにつき

ましては運営形態は多様でございますし、サービス利用の実態も週４日以上、週３日以下、それぞ

れお使いになっている方々がいらっしゃること。利用手続きも現在はさまざまであるということを
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踏まえますと、市町村が地域の実情に応じてサービスを提供できるように市町村事業として位置づ

けるということが必要ではないかということが１点目でございます。 

 次の（２）は「基準の設定」でございます。先ほどから「きちんと国がナショナルミニマムを」

というお話がございますが、この１つ目の丸にございますように、サービスの質を確保する観点か

ら全国一律の基準を設けるということが必要ではないか。このための基準は、児童福祉法に基づく

基準として位置づけていくということが考えられるのではないかということが 10 ページでござい

ます。 

 続きまして、11 ページの（３）で「基準記載事項のイメージ」でございます。「ナショナルミニ

マムで児童福祉法に」ということでございますけれども、この基準の具体的な位置づけをどうして

いくのかということでございますが、現行の「放課後児童クラブガイドライン」の内容も踏まえな

がら、一方では地域の実情に応じた柔軟な事業実施を可能にしていくという観点から、この記載事

項の整理が必要ではないかということでございます。 

 下に「考え方」として２つ丸をつくっております。 

 １つ目の丸ですが、放課後児童クラブの質を確保するために、最低限必要な内容につきましては

国が一律の基準をお示しし、それを満たす形で市町村が設備、人員配置等に関する基準を決めて、

質の確保を担保していくということでどうだろうかということでございます。 

 また、２つ目の丸といたしまして、地域の実情に応じて柔軟に実施をしていく必要がある事項に

つきましては、国が示す基準を市町村が勘案をして地域の実情に応じて基準を定め、質の確保を担

保してはどうかということでございます。いずれも国は基準をお示ししまして、その拘束の度合い

に差を付けていくということでどうかということでございます。 

 それから、次の 12 ページの冒頭に「課題」といたしまして、仮にそうだといたしまして一律の基

準、地域の実情に応じた基準をそれぞれどのように設定していくのか。それから、利用料の扱いを

どのようにしていくのかという点が論点でございます。 

 また、この新システム上、この事業は必須の事業であるというふうな位置づけを法的に与えると

いうことも考えられます。 

 それから、その下でございますが、処遇の改善、それから基準を設定したといたしましても、そ

の基準に満たないところが何か運営に支障が生じるようなことでは困りますので、基準を設定した

場合であっても基準を満たすための支援の措置、あるいは経過措置の期間といったものも合わせて

検討する必要があるのではないかということでございます。 

 （４）は利用手続きでございます。また、利用対象者につきましては小学校４年生以上の方も含

めて、「小学校に就学している留守家庭児童の方」ということをはっきりとさせる必要があるだろう。 

 それから、その下の「利用の手続き」でございます。これは、現行でも市町村に申し込む形態、

事業所に申し込む形態、両方ございますので、それは現行どおり両方でよいのではないかというこ

とが書かれておりますが、それが市町村にこの放課後児童クラブについての必要な情報が集まらな

い理由になっては困りますので、一番下の丸にございますように、市町村はこの事業をされている

方々から随時情報を取って、利用状況について把握をした上で必要なあっせん、調整等を行ってい
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くということでどうだろうかということでございます。 

 また、13 ページでございます。13 ページは、「計画的な基盤整備」でございます。まだまだ待機

がございます。それから、利用時間の問題、小学校４年生以上の方々の扱い等々もございますので、

この部分についてはその市町村が地域のニーズを的確に把握をしていただいて、その需要の見込み

を計画の中に位置づけていただいた上で、その見込みに対してどのように確保していただくのかと

いうことも書いていただいて、それを計画的に提供する体制を整備していくためのよすがにしてい

ただきたいということでございます。 

 この部分につきましては、その下にございますように、国がこの交付金で財政支援することを考

えているということでございます。また、そのニーズの部分につきましては、国が一定のお示しを

したいということも考えているところでございます。 

 最後に 14 ページで、「放課後子ども教室との関係」でございます。１つ目の丸にございますよう

に、この「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」は放課後や週末等に子どもたちが安全で安

心して健やかに育まれるように活動場所を確保していくという点では共通をしております。一方で、

両事業は役割、活動内容のほか、課題にも現状では差がございます。ですので、ここのページの一

番下にございますが、将来的には両事業を一体的に実施していくことを目指しつつ、当面はそれぞ

れの事業についての質、量の充実を図ることが急務であるということを書いております。 

 次に、15 ページでございます。その両事業の連携につきましては、現在でも「放課後児童クラブ」

の利用児童が「放課後子ども教室」を活用するなどといったことも当然ございますし、地域住民と

のつながりを深めていくといったことは当然お子さんたちにとっても有意義なことです。そのため、

「新システム」、それから「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」、それぞれにお

いて市町村が地域の実情に応じまして連携方策を位置づけていくということではどうかということ

で、この資料は御用意させていただいております。以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 それでは、この３つの御説明を踏まえまして御自由に討論をしていただきたいと思います。一時

預かり等の議題もございますので、大体 30 分をめどにしております。では、どうぞ。 

○奥山委員 御説明ありがとうございました。三鷹市さんの方に質問です。横浜から参りました子

育てひろば全国連絡協議会の奥山と申します。 

 今日のこの資料の中で教えていただきたいのが、こちらの「コミュニティ・スクール」の方の「コ

ミュニティ・ティチャー」、それから「学習アドバイザー」、「きらめきボランティア」を担っている

方がどういう方なのかということです。 

 それから、学童クラブと、地域子ども教室は無料なのかもしれないのですけれども、時間と金額、

それから週に何日くらい地域子ども教室の方はされているのか。この辺りを教えていただければと

思います。よろしくお願いします。 

○貝ノ瀨教育長 ありがとうございます。まず、「コミュニティ・ティチャー」とか「学習アドバイ

ザー」とか「きらめきボランティア」、このボランティアの方々ですけれども、この方々はもちろん

現役の保護者の方もいらっしゃいますが、それと同時にＯＢの保護者の方、それから地域の方、お
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子さんを学校に必ずしも上げていない方、またはほとんど学校と関わりがなくても子どもたちのた

めに何とかしたいという方々、そういう方も含めてですので、いろいろな方がいらっしゃいます。 

 ただ、やはり現役の保護者の方が４割くらいいらっしゃるでしょうか。いろいろな方を登録制に

して参加してもらっています。 

 私の方としては、そういう学校を支援していただけるボランティアの方々が保護者だけというこ

とになりがちですけれども、そういうことになりますと、これはＰＴＡがやっているのと同じにな

りますので、そうじゃなくてやはり地域が学校を支える。そういう意味で、市民の方々に応援して

いただく。それから、必ずしも住所要件を必要としていませんので、企業の方々だとかいろいろな

方々も参加していただいています。ＪＡですとか、青年会議所ですとか、医師会ですとか、弁護士

の方々とか、そういう方々も含めてとにかく多様な方々が子どもたちに多様な経験、それから物の

見方、尺度、いろいろなものを評価して、そんなものも子どもたちにシャワーのように浴びせて、

そして成長してもらいたいという願いでもって始められたことですので、これは程度の差こそあり

ますけれども、学校支援についてもすべての学校が持って今、実施されているところです。 

 それから、子ども教室の方ですけれども、これは主にやはり土曜日の午前中にイベント的なこと

をやることが多いですが、普通は校庭開放と同じように放課後さまざまな遊びをやっておりますけ

れども、特に四小の場合は同時に地域子ども教室、地域子どもクラブというものは事実上、「きらめ

きボランティア」が校庭はもちろんそうですが、教室を使い、そこでいろいろなクラブを開いてお

ります。そこに事実上参加しますので、子ども教室の方々と相互乗り入れでもって子どもたちの面

倒を見ているというのが現状であります。 

 そういうことで、簡単に申し上げますと、子どもたちで家に帰っている方は塾だとか習い事は別

ですけれども、そうじゃなくて行き場所がない。学校に行けば必ずメニューがあって、そこで多様

な体験ができるし、学びもできるという体制をつくっているわけであります。 

○奥山委員 金額と終了時間を教えていただけますか。 

○貝ノ瀨教育長 金額ですけれども、参加についてはもちろん無料でございます。 

 ただ、実費を伴うようなものは幾らかいただいているというケースもあるようでありますが、基

本的には無料でやっております。 

○奥山委員 地域子ども教室は土曜日のみということでよろしいのですか。 

○貝ノ瀨教育長 イベントは土曜日が多いです。 

 それから、時間は学童の終了時刻辺りに大体合わせてやっております。 

○末松座長 よろしいですか。 

○奥山委員 ありがとうございます。今日、２名の方に御説明いただいたのですけれども、将来的

に学童クラブと地域子ども教室の連携ということが非常に大事になってくるとは思いますが、やは

り中身というか、役割がまだまだ大きく異なるというような印象を持ちましたので、それぞれが全

体として見ていく部分と就労しているお子さんを見ていく部分というところをきっちり制度として

位置づけてやっていくということがまずもって必要なのかなと感じました。ありがとうございます。 

○末松座長 ほかにいかがですか。どうぞ。 
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○小田切委員代理 高知県地域福祉部長の小田切でございます。これまでの基本制度ワーキングチ

ームの中で述べてまいりました意見と重複する部分もございますが、尾﨑知事に代わりまして全国

知事会としての意見を述べさせていただきます。 

 資料３の 11 ページをごらんいただきたいと思います。まず「基本的な考え方」の部分で、放課後

児童給付（仮称）の基本的な考え方でございますが、単に保育サービスの提供という視点だけでな

く、子どもの放課後の生活や学びを、より充実させるといった視点に立った仕組みにしていただき

たいと考えております。 

 また、「基準の設定」につきましては、児童数や利用者のニーズなど、それぞれの地域において状

況が異なっております。全国一律の基準の設定というお話もありますが、地域の実情に応じてサー

ビス給付を確実に提供することができるよう、地方が裁量と創意工夫をもって担うことが可能な仕

組みにすべきだと考えております。 

 今回、そういった点で一定の配慮がなされた部分もございます。「一律の基準と地域の実情に応じ

た基準」ということで示されております。こうした部分は、今日の例示の内容でいいのか、あるい

は、もっと地域の実情に応じた基準とすべきかということにつきましては、地方の実情に通じた市

町村等と、もっともっと具体的な詰めをしていただきたいと考えております。 

 それから、「サービスに要する費用の保障」では、人口減少地域などにある小規模の放課後児童ク

ラブにおいても安定的な運営ができるようにすることが必要だと考えておりますし、前回そういっ

た議論もございました。サービスの内容、例えば利用料や指導員の配置、支援内容などに応じた費

用を保障する仕組みにすべきだというふうに考えております。 

 また、本日の配布資料にもございましたが、指導員の方々の処遇改善、先ほどのお話もありまし

た質の充実に向けた施策は大切なことでございますので、そうした費用も含めて保障する仕組みに

していただきたいと考えております。 

 最後に「都道府県の役割」でございますが、例えばサービスの提供に関する市町村への支援や指

導員の研修など、都道府県の役割は重要でございますので、その役割を具体的に位置づけることが

必要だと考えております。年末の会合におきまして、尾﨑知事からもお話をさせていただきました

が、本県におきましては県単独の補助金も設けまして放課後の学びの場の充実を支援し、教育改革

の流れにつなげていくといった取組も行っておりますので、そうした県の後押しも可能となるよう

な制度設計をお願いしたいと考えております。以上でございます。 

○末松座長 私から確認ですけれども、要は全国一律の最低基準はいい。それと地方の自由裁量の

具体的な中身の中できちんと決めていけばいいということですね。 

○小田切委員代理 今までいろいろな最低基準が定められてきましたが、人口減少、高齢化が進む

地域では全国一律の最低基準さえ満たせないという実情がいろいろなものにございます。例えば介

護のサービスでもそうですし、障害福祉サービスでもそうです。 

 ですので、やはりそういった地域、地方が変わっていっている実情も踏まえて、最低基準で実施

できないことにならないように、そこを配慮した基準の定め方をお願いしたいというところでござ

います。 
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○末松座長 では、倉田さん、そして北條さんどうぞ。 

○倉田委員 全国市長会の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 

 １つは今と同じことでして、やはり国が最低の基準をお示しをする。あるいは、法的にそういっ

た意味の位置づけをする必要が出てくると思いますが、あくまでも市町村の裁量にゆだねる点とい

う、その幅というのは十分取っていただきたい。 

 ただ、その間に、では市町村がどこまでやれるのかということのチェックをどうするかというこ

とが、この放課後児童給付（仮称）だけではなくていろいろな問題が出てこようと思いますので、

この辺は前から議論されている子ども・子育て会議（仮称）のようなものを市町村できちんと位置

づけるという必要性はあるのかなと。その上で、できるだけ地方に裁量権をお与えいただきたい。 

 ２つ目は、放課後児童給付（仮称）という観点からの放課後児童クラブと放課後子ども教室との

将来的な一体化の問題であります。いずれにしてもその方向が望ましいと思いますが、将来的な一

体化というがために文部科学省、厚生労働省の壁はいつまでも残ったままであるということではい

けませんので、この壁は即刻取っていただいて、地域の実情に応じた中でできるところは即、明日

からでも一体化できる。難しいところについては、この両方を将来的な展望をしながらやっていく

というふうな何か工夫が要るのかなと思っております。以上です。 

○末松座長 では、北條さんどうぞ。 

○北條委員 全日本私立幼稚園連合会の北條でございます。 

 前回の議論の際、幼保一体給付（仮称）の対象として学童保育と、それから子ども教室というも

のをどう考えていくのかということが議論されまして、そのことは後ほどまた検討するということ

になって、本日の 14 ページの最後のところですね。将来的には一体化が望ましいけれども、当面は

それぞれ充実という書きぶりですが、このことが幼保一体給付（仮称）の対象はいわゆる学童保育

だけであって、放課後子ども教室は幼保一体給付（仮称）の対象にしないという意味であるならば、

やはりちょっとおかしいんじゃないかという気がいたします。 

 いろいろお話を伺って、それぞれの事業には大分、差があるという面もあると思います。ただ、

私の地域では同じなんです。はたから見たら違いがわからない。それがそれぞれ別の経費の負担で

やっているわけです。 

 ですから、まだ一体的にいくのは早いということならば、それはそれで結構でございます。そう

であれば、今回小学校入学前のところの一体化のイメージというものをつくりつつあるわけですか

ら、そのイメージと、それから小学校段階でのイメージですね。小学校教育本体と子ども教室と学

童保育と３つあるわけですから、それをどう関係づけていくのかというイメージをやはりちゃんと

示した中で、今回は小学校入学までのところにするんだということであれば、それはそれで私はよ

ろしいと思うんです。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、その際の一方だけを今回の給付の対象に繰り入れるという

のは、将来に禍根を残すことになるというふうに私は思います。 

○末松座長 今の点は非常に本質的な部分がございますので、事務方からコメントはございますか。 

○黒田室長 今のお尋ねでございます。今回お示ししている資料の中では、幼保一体給付（仮称）
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ではなくて放課後児童給付（仮称）という位置づけですけれども、その中では現行で言うところの

放課後児童クラブに対象を絞った上で両者の連携、将来的には一体化というイメージをお示しして

いるところでございます。 

 将来的なイメージを縛ってしまうのではないかということがございました。この資料の中にもご

ざいますように、まずは両者の質、量の充実というものがファーストステップなわけですけれども、

その後の在り方は、その先の段階で、一体的な実施ということを視野に入れながら検討していくと

いうことでございます。 

 なお、「ツールがないと」ということになりますので、この中では新システムの例えば事業計画の

中に連携の方策を位置づけていくとか、そういった法的な位置づけも含めて、この連携というスタ

イルをツールとして描いていく際の位置づけも検討していきたいということでございます。 

○末松座長 北條さん、どうぞ。 

○北條委員 今後の検討課題がたくさんあるということはそのとおりだと思いますので、それはそ

れでよろしいのですけれども、一番疑問に思うのは、幼保一体給付（仮称）の対象として片方だけ

を取り入れるという今回のやり方はいかがなものかということです。意見でございますので、これ

で結構です。 

○末松座長 それでは、中島さん、両角さん、渡邊さんということでどうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。私は今日、当日持ち込みで１枚物のペーパーを提出しており

ますので、詳細な点はそちらをごらんいただきたいと思います。「放課後児童給付（仮称）」につい

て、事務局より、前回よりも具体的に御検討いただいた案を示していただいていますが、その点に

ついて意見を述べたいと思います。 

 まず１点目、放課後児童クラブについては、先ほど全国学童保育連絡協議会の真田先生もおっし

ゃいましたが、児童福祉法第７条の児童福祉施設に明確に定め、市町村に実施義務を設けていく。

そのことによって現在、法的根拠が不明確である放課後児童クラブを、明確に位置づけていく必要

があると思っております。その際には当然、利用対象児童の範囲などについても規定に盛り込んで

いく必要があると思っております。 

 それから、この間、御指摘をいただいておりますように、市町村のニーズの把握あるいはその現

状の把握というものがなかなかできてこなかった点が課題となっているので、今後は市町村の実施

義務を課すことによって継続的かつ一貫した需要等の調査統計ができる条件整備を是非していく必

要があると思います。 

 それから、繰り返しになりますけれども、現行の「放課後児童クラブガイドライン」は法的拘束

力がございませんので、面積、施設、設備、それから保育時間、指導員の配置基準、資格等に関わ

る最低基準を設ける必要があります。同時に対象児童、集団規模、開所日数、開所時間、職員処遇

についても規定し、質・量に関わる基盤整備を確実に行う必要があります。 

 なお、保育内容に当たる運営基準は今後「こども指針（仮称）」の中に規定していってはどうかと

思っております。学童保育は基本的に「保育の延長」という位置づけがございますので、保育の連

続性を確保する意味で「こども指針（仮称）」に位置づける考え方が妥当ではないかと思っておりま
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す。 

 それから、先ほど来、地方団体の委員がおっしゃっているとおり、放課後児童クラブについては、

地域のニーズ、地域差というのは大きくありますし、子どもをめぐる環境というのも地域ごとに異

なるので、国が最低基準を定めた上で、自治体の実情に応じてサービス提供を行い、これを「地域

子ども・子育て会議（仮称）」等が設計プロセスに関与するとともに、評価・監督する仕組みが望ま

しいと思っております。 

 次に２点目、すべての子どもと保護者の利用保障ということを考えて、国は、最低基準を設定す

る必要があると思います。改めて「保育との連続性」を考慮するということが大変重要だと思って

おります。 

 それから、この間、障がい児の問題がやはり何度か取り上げられてきました。障がい児の利用保

障ということを考えますと、当然現行の「放課後児童クラブガイドライン」の水準である１教室 40

名、場合によっては 70 名まで受け入れることが可能とする規模要件は、ある意味「芋を洗う」よう

な状態です。この状態では、障がいのある子どもをそこに入れることは非常に危険ですので、障が

い児を受け入れられる水準の最低基準の設定を考えていく必要があります。 

 利用手続きにつきましても市町村関与というものが非常に重要です。すべての子どもと保護者の

利用を保障するためにも、直接契約以外にも、市町村関与の入所ルートなどの複数のアクセスルー

トを整備する必要があると思っております。 

 ３点目ですけれども、放課後児童クラブの指導員の処遇の改善の必要性です。今は指導員の処遇

が低いということもあり、人材確保が困難な状況になっています。そこで、指導員の資格要件を制

度上に位置づけていただきたい。その場合に、例えば「学童保育士」みたいな新たなものをつくる

のか。幼稚園教諭の免許や保育士あるいは児童厚生員という現状ある資格を何らかの調整をした上

で定めるのか。そこは、是非今後御一緒に検討させていただきたいと思っております。 

 職員配置については、少なくとも子ども 30 名に１名以上、それから１施設で何があるかわかりま

せんので、やはり基本的には最低２名を下回らないことが必要です。これに加えて施設規模に配置

が必要と考えております。 

 次に４点目、財政措置でございますけれども、これらを考えた場合、現行では奨励的な補助金の

水準が実質的な最低基準として機能しています。そうした観点からも、財源保障は非常に重要でご

ざいますので、最低基準に基づいて義務的経費として公費を投入する必要があると思っております。 

 最後になりますが、その場合、現状さまざまな施設事情がございますので、基準を満たす施設へ

の移行には一定の時間（経過措置）が必要であると思っております。したがいまして、例えば財政

的な支援を行いつつ、５年程度をかけて最低基準に届くような作業を進めていく必要があると思っ

ております。以上でございます。ありがとうございました。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、両角さんどうぞ。 

○両角委員 明治学院の両角です。 

 まず最初に、先ほどちょっと話題に出ました一体化の話なのですけれども、幼稚園、保育所を一

体化するのに小学校の方の給付を一体化しないのはおかしいのではないかという御意見がありまし
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た。 

 それもそうかとも思うのですが、しかし、一方ではもともと幼稚園、保育所の場合は子どもたち

が完全に分断されていて、幼児教育がまったく一体でなされる部分がないということが子どもの利

益に反するのではないかということが根本だったかと理解しております。 

 その意味では、小学校教育自体は少なくとも一体でなされていまして、その後もちろん放課後の

交流というのも非常に大事なのですが、それはいろいろと先ほど三鷹市のお話もありましたが、工

夫をし得る余地があるのかなと。その理屈としては非常におかしいということではないのかなとい

うふうに私個人は考えております。 

 それから、今日の放課後児童給付（仮称）のお話について２点ですが、全体としては特に反対す

るところもないんですけれども、ちょっと気になっているのが利用者の立場に立った利用保障とい

うか、権利性のようなものが幼児保育の場合と比較してもちょっと低いのではないか。待機児童の

問題は本当に私も身に染みているのですけれども、学童保育は深刻です。そして、現行法の下では

雇用法制の方を見ても、それからこちらの保育の方を見ても、親から見ると両立の権利、子どもか

ら見ると「両親が働いていてもよい環境で過ごせる権利」というものが法で保障されていないとい

うか、権利として急に保障されなくなってしまう。 

 小１の壁というのはそこから出てくるのかもしれませんが、そこをやはり解決していかなければ

ならないので、今すぐ無理ということであっても近い将来は客観的に必要性があれば、小学校低学

年の放課後児童給付（仮称）、学童保育にもやはり権利性を認めていくべきではないかと思います。 

 それから、それにも関連して最後に財政措置についてですが、今回の構想はいろいろなものが含

まれているので、もちろんプライオリティを決めていくことも必要かと思いますが、放課後児童給

付（仮称）というのはこれまで非常に国の支援のレベルが低くて、現在そのニーズも高いもので、

支援のプライオリティはいろいろある中でもかなり高いのではないかと私は考えております。以上

です。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、渡邊さんお願いします。 

○渡邊委員 ありがとうございます。全国町村会の渡邊です。 

 今ほど放課後児童給付（仮称）のことについて御説明を受けたわけでありますが、今日の御説明

を聞く限りでは、これまで我々、市町村の立場で申し上げてきた危惧する点について多少は考慮し

てくれたのかなという認識をしております。 

 ということは、これまで児童福祉法の方で努力義務という形の中で市町村の役割があったわけで

ありますけれども、この度、国の義務付け、枠付け、いわゆる地域主権の観点から考えて最低限必

要な内容の基準を示しながら、なおかつ市町村の実情と言いますか、それぞれ地域の実情を勘案し

た中で、仮称ですけれども、「市町村新システム事業計画」等で事業見込みを計りながら、そういう

中で対応していくという考え方が出されたわけであります。その辺は、ある意味では市町村に相当

ウエートが大きくのしかかっておりますけれども、それぞれの地域の実態に即した形の中で公の立

場で放課後児童への対応を担っていくということになるのであれば、ある意味では評価もできるの

かなと思います。 
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ただ、これまでも申し上げてきたのですが、やはり何をするにしてもお金、財源なんですね。な

ぜこういうことを言うかというと、幾ら立派な制度をつくっても、そして市町村にその役割を最低

限のものであって任せても、結局、地域主権という大義名分を立てながら、事業の運営は任せるけ

れども、裏づけとなる、国が基準を示したことに伴う財源についてその責任を回避してしまって引

き当てをしない。最初はそういう引き当てをしたとしても、いつの間にか一般財源化されてしまっ

て、我々市町村に任せっきりになってしまうということが、これまでの経過を見ても考えられるの

ではないか。 

その辺は、私どもとしては評価する面もありますけれども、財源を任せっきりで市町村が裁量権

を持ってやる。そういうことの方向性はいいんですけれども、一体給付というふうな形で保障して

おきながらそれが国の責任を回避してしまって市町村に任せっきりになってしまう。そして、交付

税だ、何やかんやと言って一般財源化してしまうということになると、放課後児童クラブしかり、

子ども教室もそうですけれども、これは全体が地域主権という観点で国はそういう考え方なんだよ

と言うのはわかるんですが、言うこととやることが全然整合がとれてこないということがありはし

ないかというのが心配です。 

ですから、一体的にこの放課後児童給付（仮称）をやっていく。そして、最低限の基準を国が示

しながら国と地方が役割分担をして、現状での子ども・子育てに対する責任をきちんと履行してい

く。これは社会で支えていくシステムですから、当然市町村の責務だと思っています。 

だから、やはり保育所の経営しかり、財源的に一般財源化されてしまって、これまで市町村に手

当てされていた財源もこなくなっているわけですから、すべてがそういうふうな形で、大義は立て

ても結果として事後において不履行になっていきはしないかという懸念が実際、今の政府のいろい

ろな政策と、それから議論とか、または国会でのいろいろな進め方を見ているとちょっと疑問であ

りますので、その辺を危惧しております。そういう点を御理解いただきたいと思います。以上です。 

○末松座長 御懸念は以前から御指摘いただいておりますので、そこは真摯に受け止めさせていた

だきたいと思います。では、宮崎委員どうぞ。 

○宮島委員 １点だけです。放課後の施策に関しては、今まであまりにも体制もお金も足りないの

で、まずは優先順位を付ける。一番困っているところから手当てをするという形で、それは考え方

としてそうだと思います。 

 でも、将来の方向性としては、先ほども出ましたけれども、「連携」という単語がいいのか、「一

体化」がいいのかわかりませんけれども、そこがゴールの方向としては望ましいのだということを

やはりちゃんと考える必要があります。逆に言えば、それぞれが今のまま当面発達して、それぞれ

が歴史を持ってしまって、それぞれに考え方があって、気持ちの上でもいろいろな意味でも分断し

た状態が 30 年後に起こるということにはなってほしくないと思います。 

 それは、やはり今まで学童保育しかなかった地域が多いと思うので、放課後に親がいない子ども

たちを丁寧にケアするというところにものすごく意識がいっていると思うんですけれども、私は数

が多分少ない全児童型でやっている地域に住んでいます。実際に子どもがかなり少ないからできて

いるということはわかるので、どこの地域でもそれができるとは思わないんですけれども、やはり
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子どもにとって校庭開放と学童保育と子ども教室みたいなものが全部一体化になっているというの

は割と自由度が高くて、かなり好きに学童保育にも行き、専業主婦の子どもとも遊び、部分的に校

庭開放を利用しという、わがままと言えばわがままな自由な利用の仕方ができるわけですね。 

 あくまでもそれはある程度、お金があるからできていることだとは思うんですけれども、働いて

いる親の子どもをものすごく囲ってしまうという形にすると、結局のところ人間関係が分断してし

まうと、特に小学校ぐらいは放課後だけであってもやはりお友達との人間関係に影響すると私は思

っています。どういう形の連携がベストかということは多分それぞれの地域によって違うと思うん

ですけれども、三鷹市ですとか、既に全児童型でやっているような地域のメリット、デメリットな

どを十分情報交換できる形にして、最終的に子どもがあまり切れ目なく、やはりどの子どももある

程度同じような状況がつくれるということを将来的に目指しながら、まずはお金があまりにもこの

分野は足りないので、最も困っている分野に投入していくことからプライオリティをつけるという

ようなことがいいのではないかと思います。 

○末松座長 ありがとうございます。今の宮島さんの御意見を受けて、私の方から１点だけ、わが

ままですけれども、貝ノ瀨さんの方にお聞きしたいと思います。全児童型でやっていらっしゃると

いうことで、例えば放課後、子ども教室の方々が学童クラブを利用されるときは別に排除されない

というか、その辺の費用的なものというのはどういうふうになっているんでしょうか。 

○貝ノ瀨教育長 お金は全然かかりません。とにかく自由に行ったり来たりできるようにしてある

わけですね。 

 ですから、確かに成り立ちは違いますけれども、まったく同じような地域でもってやっています

ので、それはまったく問題になりません。 

○末松座長 でも、学童クラブの方は費用を払っていらっしゃるんですよね。 

○貝ノ瀨教育長 学童の子たちは払って、例えばおやつの時間とかもありますけれども、それはそ

れでその時間帯におやつを食べたり、独自のこともやりますが、それはまた普通の教室に行って「き

らめきクラブ」に入ったりとか、それから校庭開放でやっている子たちの遊びに一緒に入ったりと

かということはあります。 

 ただ、学童の子でない子が例えばおやつを一緒に食べるとか、そういうことはないですね。昔と

違いますから、例えばおやつが食べられないということで指をくわえている戦後のあれと違います

から、うちへ帰ったらおやつがあるんだと、皆ちゃんと指導されていますので、それはそれとして

皆、仲よくやっているというのが実情です。 

○末松座長 それでは山口さん、その後に菊池さんどうぞ。 

○山口委員 たまたまこの三鷹市さんの四小は私どもが運営させていただいておりまして、実態と

いうのもよく承知しているつもりなんですが、非常にここは保護者と学校と地域社会の交流という

のが進んでいまして、先ほどの学童クラブと全児童と、この辺の交流も大変盛んでいろいろなイベ

ントも常にあって、そのときには地域ぐるみで参加してくるような内容になっているというふうに

承知しております。 

 こういったところを見ましても、既に最近、地域社会が崩壊しているという中で、こういった全
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児童なり学童なりを共有したような施設があるということは、なくなった地域社会の補完という意

味で、子どもを育てるという環境としてベストとまではいかないにしても、こういったものがない

と崩壊してしまった地域社会を再生することはできないわけですから、子どもたちにとってそうい

った環境を与えることは難しいのではないかと思っております。 

 そういった意味でも、先ほど宮島さんがおっしゃったように、地域によっては全児童というもの

ができないところもあるかもしれないですが、できるところはできるだけ一体化していって提供し

ていくべきだと思っております。 

 これは昨年の 11 月にも申し上げたのですが、こういった学童、全児童の中で学校の先生などが担

い切れない子どもたちへの対応というところを指導員の先生たちが担っています。そのために、前

も申しましたけれども、虐待の発見というものが本当によくあります。なかなか学校の先生には言

いにくいし、生徒と学校の先生には距離がありますけれども、指導員というのはお兄さんお姉さん

的な立場で指導していますので、結構いろいろなことを言ってくれます。そういったところで、私

どもも何人もそういった虐待というものを発見してまいりました。そういう意味でも、子どもたち

へのセーフティネットという意味で、もっともっとここに資金、財政的なものを注ぎ込んでいただ

きたいと考えております。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、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。 

 三鷹市の非常に先進的な事例、本当にありがとうございます。大変参考になりました。それから、

真田さんの方の非常に現実的なお話、これも私どもも本当に同感だと思っております。これまでの

議論の中で、私どもの方からも量的な拡大はやはり急務でしょうねとか、職員の処遇の問題、それ

から将来的には一体的にやるべきでしょうということを幾つか申し上げさせていただきました。 

 その中で、特に 14 ページのところに私どもの方の資料を用意しておりますけれども、これまで皆

さん方がおっしゃったことと大きく差はございません。ここで申し上げておきたいのは、基本的に

は事業が成り立つ給付水準を用意するということがまずもって大事ではないかという気がしており

ます。 

 私どもたくさんの法人、それから事業所に直接関わっておりまして、その中にはいろいろござい

ます。例えば市町村、自治体によっては自主事業でやってくれというようなところもあるわけです

ね。そうすると、保育所が併設型でやる場合ですと、保育所がほとんどボランティア的にいろいろ

な負担をしてやっていくみたいなところもございますし、実際に国の制度に乗ってやっているとこ

ろについても、私どもは保育所併設型が中心になるわけですけれども、保育所併設型の場合でも基

本的に保育園で一生懸命お金を残して、そこに注ぎ込んでいかなければ成り立たないという現実が

あるということです。そうしますと、そこで働いている人たちに対しての十分な処遇もなかなか難

しいというような状況もあります。 

 そういう意味では、特に私ども併設型はまだいいですけれども、単独でやっておられる方がこれ

から増えていくとすれば、そこに対しては十分な給付がなければだめだろうと思っておりますので、

是非その点についてはこの際に十分なものにしていただきたい。 
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 それから、先ほど申し上げましたけれども、制度的にはやはり充実されていないことによって市

町村の判断にゆだねられた場合、先ほど申し上げたように「自主事業でやってくれ。お金は出さな

いよ」というようなところも現実的にはある。そういったことを考えますと、制度的にそれは十分

なものにしていただきたいといったことを申し上げておきたいと思います。 

 それから、特に先ほど申し上げた職員の処遇改善については、今の水準だとアルバイト的な感覚

でしかそれには関われないといったような状況にあると思いますので、これは是非お考えいただき

たいと思います。 

 それから、先ほどからのお話の中で今日のテーマと少しずれてしまうので申し訳ないのですが、

実は幼保一体化の問題で１月 24 日に出た資料がございます。これは妥協の産物だということで１月

末のこのワーキングチームで申し上げたのですが、24 日に幼保一体化のワーキングチームがあるよ

うに聞いておりますけれども、是非ここで再考をお願いしたいと思っております。 

今日のテーマとは直接関わりがないんですが、間接的には関わりがあると思っておりますが、13

ページの４番目のところで「就学前の時期は、３歳で分割することなく、発達の連続性を確保した

制度として構築すべき」ということで、「就学前の時期（乳幼児期）は、「子どもが生涯にわたる人

間形成の基礎を培うきわめて重要な時期」です。発達の連続性や個人差を配慮した関わりを確保す

るために、満３歳で分ける制度とすべきではありません」。 

１月 24 日のプランでは、この切り分けたようなものになっております。決してそういうことでは

なくて、先ほど倉田市長の方からもございましたが、学童についても将来的には一体化はすべきで、

そこに至るまでに別々に走ることはいいけれども、省庁の壁は取っ払ってくれというお話がござい

ました。多分、私はまだここの幼保一体化の部分でも省庁の壁というのはまだ残っているのかなと

いう印象をとらえておりまして、幼保一体化はそれを乗り越えたところに構築するのに意味がある

と思っておりますので、是非これは再考をお願いしたいとお願い申し上げておきます。 

○末松座長 ありがとうございました。では、無藤さんの方から一言どうぞ。 

○無藤委員 では、私、委員としての意見でありますけれども、今日提案されている学童保育の充

実ということは全く賛成であります。 

 その上でなのですけれども、放課後児童給付（仮称）と放課後子ども教室、これは一体的である

ことが望ましいという御意見もあったと思いますが、私はそうではないのではないかと思います。

望ましくないということであります。それはどういうことかというと、地域のすべての子どもたち

が共に遊び、学ぶ環境をつくるということは大賛成であります。したがって、放課後児童給付（仮

称）の下での学童保育と、子ども教室の子どもたちがさまざまな形で交流できる場にする必要はあ

ります。つまり、連携が必要であると思います。しかし、それと給付を中心とした制度の在り方は

別のことではないかと思います。 

 １つは、学童保育の充実ということを実際に本気で考えれば、それをすべての子どもに及ぼすと

いうのはあまりに非現実的ではないかと思います。高いレベルの学童保育というものをすべての小

学生が使えるということを将来的というか、５年、10 年の範囲で見ても、それは無理だろうという

ことははっきり考えた方がいいということが第１ですが、もう一つの問題はすべての小学生が放課
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後も家庭を離れて保育に預けなければならなくなるとすれば、私どもの考える保育の理念を根本か

ら考え直さなければいけないと思うんです。そういう意味で、そこが１つの問題であると思います。 

 もう少し具体的に言いますと、少なくとも学童保育に対する補助、要するに給付の元の財源であ

りますけれども、両立支援という考えの下に例えば事業主負担も入っているわけです。そういうも

のをすべての子どもの関わる活動に及ぼすということは、なかなか理解が難しいということは１つ

思います。 

 もう一つは、放課後子ども教室というのは基本的にはやはり教育活動の一環として行われていて、

その意味で全員の子どもに及ぼすということですね。それに対して、学童保育というのはやはり保

育に欠けるお子さんに対してそれの世話をするという形の位置づけで、だからこそ基準を明確にし、

充実させようという議論だろうと思います。 

 ですから、将来的に小学生というものは義務教育としての小学校の後の放課後も地域に任すので

はなく、あるいは家庭に任せるのではなくて、どこかの施設で全員預けるのであるという非常に大

きな日本の方向転換があれば別ですけれども、それはなかなか今のところは困難な見通しではない

かと思ったところです。以上です。 

○末松座長 あとは、特にございますか。もしよろしければ、次の一時預かりというテーマも抱え

ておりますのでそこに進みたいと思います。 

 では、そういうことで進めさせていただきます。それでは、２つ目の議題であります「一時預か

り等について」、事務局より説明願います。 

○黒田室長 では、お手元の資料２に基づきまして説明させていただきます。 

 先ほどの資料１と同様、右肩の下のところに通しページが打ってあります。１ページをごらんく

ださい。この資料は、昨年 10 月 20 日の基本制度ワーキングチームで御議論いただきました「一時

預かり」、「妊婦健診」、「地域子育て支援事業」、それから「現金・現物の組合せ」についての資料と

して御用意させていただいております。 

 まず「一時預かり」でございます。４ページをごらんください。４ページには、一時預かりの現

行制度上の位置づけを書かせていただいております。一時預かりにつきましては、法的な位置づけ

としては３種類あります。１つは児童福祉法に基づく一時預かり事業、それからそれ以外のもの、

それからそれ以外のものの中でも児童福祉法上認可外保育施設に該当するもの、しないものという

３種類がございます。それぞれについて、後ほどございますように国庫補助があるもの、自治体の

独自事業等の位置づけがございます。 

 次の５ページをごらんください。法的に見ますと今の３通りなのですが、これを財政支援別に分

けたものがこの５ページでございます。 

 まず１つ目の丸でございますが、これが通称ソフト交付金と呼んでおります次世代育成支援対策

交付金、市町村にお渡ししているものですが、この交付対象となるものでございます。これは、前

のページにございます児童福祉法の一時預かり事業プラスこれに準ずる事業というもので、ほぼ同

様の要件を満たすものについては国から市町村にお渡しをしております交付金の交付対象になる。

国の財政支援の対象になるものでございます。 
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 その次にその下の丸でございますが、自治体の独自事業がございます。これは、児童福祉法の一

時預かり事業の規定を含むケースもございますが、それ以外のものも含めた少し広い概念でござい

ます。例えば、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等が実施しているケースもございます。これは、自治

体の御判断ということでございます。 

 それから、３つ目はこうした公的な国なり自治体のお金とは別に、事業者の方々などが行ってい

ただいている事業ということでして、例えば託児スペースのようなものを百貨店ですとか劇場など

に設けているケースもあれば、ベビーシッターのように独自に行われているケースもございます。

こうした法的にもさまざまな形態がございますし、それから前回の資料にもお示ししましたように

いろいろな形態、これは地域差もかなりございます。 

こういった中で次の６ページですが、10 月 20 日に御議論いただいた際には、一時預かりにつき

ましては御両親が働いている世帯、それから専業主婦の世帯を含めて、「孤立化しがちな子育てを支

援する」という意味合いでは非常に意義が大きいという議論が多くございました一方で、「そのニー

ズは高いけれども子どもの成長あるいは家族構成の変化、更にはその地域の実情というものがかな

り多様だ」というような御議論もございました。 

ですので、そういった御議論を踏まえまして、今回の論点としてはその下の赤い囲みにございま

すように、まずは一時預かりをどのように法的に位置づけていくのか。それから質の確保と、どの

範囲を新システムの財政支援の対象にするのか、それから量の整備、こういった点が課題だという

ことでございます。 

それで、具体的な検討につきましては少し飛びまして 11 ページをごらんください。11 ページに、

「新システムにおける仕組みの検討」の冒頭のページがございます。11 ページの（１）が「法的位

置づけ」でございます。10 月の際に、この法的な位置づけとして個々人の方々にその受給権を持っ

ていただく形態にするのか、それとも市町村事業にするのかという点がございましたが、前回のワ

ーキングチームでも多様な実施形態、それからニーズの地域差、地域の実情に応じた事業実施とい

うことで多数御意見が出ましたので、そういうことでありますればその法律に位置づける際には受

給権付与ではなくて市町村事業として位置づけることが適当ではないかということでございます。 

それで、その市町村事業として位置づけた場合、その量の保障をどうしていくのかということが

ございますが、それはまた後ほど御説明させていただきます。また、この新システムの中でこの事

業を必須事業にするのかどうかという点は論点でございます。 

 それから、児童福祉法上はどうするのかということでございます。これは、一時預かり事業とい

う、保育に並ぶぐらいの質の高いものにつきましては現行どおり、設備、人員配置、保育内容等は

児童福祉法等で規定をしていこうということでございますが、それ以外にも多様な形態があるとい

うことでございますので、それ以外の形態については市町村事業として国の基準は一定お示しをし

た上で質の確保を図っていきたいということで、これも後ほど資料がございます。 

 次の 12 ページが「実施形態」でございます。これは市町村事業だということにしますと、実施形

態も市町村にお選びいただくということが大前提でございます。そういうことになりますので、御

自身で実施していただく形態もあれば、事業者に委託、補助等をする形態もあれば、場合によって
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は利用券のようなものをお出しして利用していただく形態、さまざまあると思いますが、それぞれ

の中で市町村の独自の御判断でお決めいただくということを考えております。 

それから、少し飛びまして 15 ページでございます。15 ページは「量の整備」でございます。も

ちろん、地域差がある一方でその潜在的なニーズ、それから孤立しがちな子育て家庭の応援という

ことを考えますと、いずれにしてもそのニーズの把握、それからニーズの量に応じた計画的な提供

体制の整備ということが求められるところでございますので、（３）の１つ目の丸にございますよう

に地域のニーズの把握、それから計画に基づく需要見込み、見込量の把握のための方策、計画的な

提供体制の整備ということをお願いしたいということでございます。 

その際に、昨年の１月に閣議決定いたしました子ども・子育てビジョンの中でも、この事業は需

要が大きく伸びていくことが見込まれている事業ということでございます。ですので、もちろん今、

需要が顕在化している地域はそれを踏まえてということになろうと思いますし、まだなかなかそう

いった取組がない地域におきましても潜在需要というものを踏まえた形で御議論いただければとい

うことでございます。 

 それから、次の 16 ページでございますが、この計画の中に位置づけられたものにつきましては、

国の財政支援の対象にしていくことを考えているところでございます。 

 次の 17 ページは「質の確保」でございます。先ほど申しましたように、児童福祉法に基づく一時

預かり事業、これは保育所並みの人員配置基準等を満たすものということですが、それ以外につき

ましては法的な位置づけがある基準というものが明示的には存在しないということでございます。

ですので、この部分につきましては市町村事業としての大枠の基準を国がお示しをした上で、市町

村が具体的な取扱いを定めていただくというような形でその自由度と、それから質の確保の両立を

図れないかということを考えているということでございます。 

 続きまして、「妊婦健診」でございます。妊婦健診につきましては、20 ページをごらんください。

20 ページ以降で現状の資料がございます。20 ページに四角が３つありますけれども、一番上のとこ

ろをごらんいただきますと、妊婦健診につきましては、母子保健法第 13 条におきまして市町村が健

康診査を行い、または、健康診査を受けることを勧奨しなければならないという規定が法律上の位

置づけでございます。 

その下の「事務の性質」ですが、これは市町村の自治事務ということでございますので、市町村

の御判断によって、実施方法は定められているということでございます。当方からは技術的な助言

を通知でお示しをしております。 

一方で、その下の「公費負担について」でございますが、補正予算におきまして従来の交付税措

置における回数に基づく公費負担と、国が補正予算で御用意をした財政措置に関する公費負担とを

組み合わせた形で実施をしていただいているところでございまして、この 20 年度以降で交付負担の

部分が拡大をしているということでございます。 

それで、21 ページをごらんいただきますと、この財政措置の裏づけあるいはその技術的助言の中

でその健診の回数というものをそれぞれお示ししておりまして、それに沿って受診をした場合の回

数は、皆様御案内のとおり 14 回ということでございます。そういった現状の中で、この仕組みの位
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置づけをどういうふうにしていくのかということが課題でございます。 

次に、29 ページをごらんください。29 ページ以降が、この仕組みの中でどう位置づけていくのか

という点でございます。29 ページの上の四角で囲ってあるところでございますが、この仕組みにつ

いては新システムの事業計画の中に位置づけて、妊婦健診の体制を整えていただくということが考

えられるのではないかということでございます。 

あとは、その論点といたしましては妊婦健診の法令上の位置づけ、特に母子保健法等における位

置づけをどうしていくのかということが論点でございます。つまり、母子保健法上の規定は先ほど

ごらんいただきましたように自ら行うか、勧奨しなければならないという規定になっておりますけ

れども、この妊婦健診自体の法的な位置づけに比べて、言ってみれば今の実態、つまり 14 回やって

いただいているという各市町村の取組の実態が法律の根拠を少し追い抜いて、そちらの方が高い水

準に達しているという現状がございます。ですので、これに合わせた形で母子保健法の規定を見直

す必要があるのかどうかという点が論点でございます。 

なお、14 回という回数については満たされておりますけれども、まだまだその健診の回数ですと

か検査項目には一定のばらつきがあるということもございます。ですので、このばらつきにつきま

しては国で一定の基準をお示ししていく必要があろうかということでございます。 

その部分は、少し飛びまして 32 ページにございますが、こちらの中でお示しをしておりますよう

に、回数・実施時期、検査項目につきましては国が基準をお示しし、こういったものを踏まえた形

で実施をしていただくことではどうかということでございます。以上が、妊婦健診でございます。 

続きまして、地域子育て支援事業でございます。40 ページをごらんください。40 ページに現行の

地域子育て支援事業のメニューが書かれておりまして、まず児童福祉法の規定に基づく子育て支援

事業というものが①から⑤までございます。「地域子育て支援拠点事業」、「乳児家庭全戸訪問事業」、

「養育支援訪問事業」、「子育て短期支援事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」等でござ

います。 

その他、次の丸にございますように、法的な位置づけはないものの、ソフト的な事業として国の

公費支援の対象になっている事業としてここに書かれているような事業がございます。 

こういった事業の大枠につきましては 41 ページ以降で書かせていただいておりますが、事業の大

枠は児童福祉法、あるいはその省令等で規定をしているところでございますが、どちらかと言いま

すと全体的には地域や実施主体の裁量が大きくて、多様な形態の事業実施が可能な仕組みに現行は

なっているということでございます。 

 このような事業につきましてのワーキングチームの御意見は、43 ページにございます。これらの

事業につきましては、先ほどの一時預かりと共通いたしますが、御両親就労世帯、それから専業主

婦の世帯、双方とも活用いただけるということですので、「すべての子育て家庭にとって大切な位置

づけなのだ」というような御意見が多数出されました。また、「地方、地域が裁量を持って実施でき

るような仕組みにすることが必要だ」ということでございましたので、論点としてはこの赤枠で囲

っておりますように、まず法的な位置づけ、質の確保、それからすべての子育て家庭を支えるため

の必要量の整備ということが課題でございます。 
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 こういった点につきましての検討の紙が、また少し飛んで恐縮ですが、51 ページ以降にございま

すのでごらんください。51 ページの（１）が法的な位置づけでございます。この点につきましては、

現在もこの地域子育て支援事業につきましては市町村事業という位置づけで展開されております。

ですので、引き続きこの新しい仕組みの中でも市町村事業として位置づけていくことが必要ではな

いか。つまり国が大枠をお示しし、地域の裁量を持っていただくというような事業で考えてはどう

かということでございます。 

それから、これらの事業につきましては、昨年１月に定めました子ども・子育てビジョンで数値

目標を制定されている事業も多く含まれております。これらにつきましては必須事業という位置づ

けも考えられますが、ここは論点でございます。 

その下の丸でございますが、大枠は国で、あるいは法令の根拠を持ってお示しをし、新システム

上の一定の基準というものは市町村事業としての基準として定めていくというような、一律の基準

と地域の裁量の組合せで質を確保していくことを考えているということでございます。 

それから、52 ページが「量の整備」でございます。この点は、ほかの事業と共通しております。

すべての子ども・子育て家庭を対象にした事業としてのニーズの量、確保の方策等々を定めていた

だくことで、計画的に提供体制の整備を図っていくということでございます。 

以降、53 ページにございますような流れは他の事業と共通しておりますので、詳細は省略いたし

ます。 

それから、54 ページで「（３）地域子育て支援拠点事業の充実」でございます。この地域の子育

て支援事業は、全体として子ども・子育て家庭の応援という趣旨から充実していきたいということ

でございますが、特にこの拠点事業につきましては、「現状」のところにありますように、孤立しが

ちな子育て家庭が地域につながっていくための家庭にとって非常に身近な存在、同じ視点に立って

考えられる大切な存在として、これまで箇所数も増え、自治体の取組も着実に広がってきたという

現状にございます。また、保育所の方々、それからＮＰＯの方々、児童館の方々、さまざまな主体

によってこの部分というのは応援をされてきたという経緯もございます。 

55 ページにまいりますと、もともとこういった孤立しがちな御家庭に対する相談支援の拠点とい

う位置づけで、それ自体の重要性が高いわけですが、加えましてこの１つ目の丸にありますように、

この新しい仕組みでいきますと公的契約による利用、あるいは多様な保育サービスの創設といった

形でさまざまな仕組みが新たに導入されるということでございますので、利用者が適切なサービス

給付を確実に利用できるような利用者支援というものが強く求められるところでございます。 

当然のことながら、市町村が応援をしていただけるということが大前提なわけですが、それに加

えて、またそれと連携をした市町村が公的なセクターだとするならば、この地域子育て支援事業が

民の立場で利用者に近い立場から応援をしていただく立場として、市町村だけが頑張る、拠点だけ

が頑張るのではなくて、両者が連携した形で利用者支援がとれるとよいのではないかということで

ございます。 

したがいまして、３つ目の丸ですが、利用者支援を行うための実施箇所数の増、これはもともと

ビジョンの中に掲げているわけですが、それに加えましてこの拠点の機能として利用者支援を位置
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づけて機能拡充を図るということが考えられるかどうかということでございます。こういった体制

の整備と合わせて行政、市町村とこの拠点の連携で利用者支援を重層的に行っていくということは

どうかということでございます。 

また、こうした利用者支援が位置づけられることによって、早い段階から子育て家庭が地域資源

につながっていくきっかけにもなり得るのではないかということでございます。 

なお、こういった役割を新たにお願いする場合には、資質の向上が大切であることは言うまでも

ないことでございまして、人材の研修の充実等の取組が必要であろうということでございます。 

最後に、Ⅳの「現金・現物の組合せ」でございます。この点については非常に簡単に書かせてい

ただいておりまして、57 ページでございます。この点につきましては、ワーキングチームの中で「保

育料や給食費をこの現金給付の中から徴収するような仕組みが要るのではないか」というような御

議論がございました。この点につきましては、現在国会に提出をしております法案の中でそのよう

な規定がつくられていることがございますので、そちらの仕組みができた段階でそれを踏襲すると

いうことが考えられるのではないかということでございます。 

また、60 ページの（２）でございます。これは、個人給付の一部を利用券の方式で給付をすると

いう議論がございました。ただ、この点につきましてはワーキングチームの中でもさまざまな御議

論がありまして、「本当に利用券という形でメリットがあるのかどうか」という御意見。「一定のコ

ストもかかるといった点をどう考えるのか」という御意見。それから、「居住地以外の利用等につい

てどう設定していくのか」という御意見がございました。 

この点につきましては、その下にございますように、行政コストの問題などもございますので一

律の実施にはなじまないだろうということ。それから、希望する自治体が申出によって利用券方式

で給付することを可能とする仕組みとするかどうかという点が論点であるということでございます。 

以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。残り時間の少ない中で種々の問題が出てきまして、今日は 11

時半ということですから、ひょっとしたら 10 分前後延長になるかもしれませんが、いずれにしても

御意見を賜りたいと思います。それでは、発言は短目にお願いします。 

○奥山委員 わかりました。お手元に別紙でお配りをしておりますので、そちらの方を見ていただ

ければそこに大体書いてございます。 

 一時預かりに関しましては、なかなか就労目的以外での活用が図られてこなかったということで、

受け皿もないし、料金も高いということであきらめてこられた子育て家庭が非常に多い。身の回り

でそのような事例を多々見てきておりますので、この機会に是非、一時預かりの体制を整えていた

だきたいということが申し上げたいことです。 

 特に私どもも、ここで言うところの無認可扱いでの広場拡充の中で一時預かりをしておりますけ

れども、子どもにとって親以外の安心できる大人との出会い、第三者の介入ができるということで、

非常にそのセーフティネットを担っているというふうに感じているところです。 

 更に地域子育て支援拠点事業ですが、今いろいろと質的な拡充の部分も触れていただきました。

大きな制度が改革になる中で、やはりその利用者支援という観点が非常に大事になってくると思い
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ますので、行政と共に子育て家庭に近い立場からサポートをさせていただきたいと考えているとこ

ろです。 

それから１つだけ、ちょっと突飛かもしれないのですが、妊産婦健診です。実は、お母様方の出

産後の自分自身、親自身の体のケアということがなおざりになりがちでありまして、突飛かもわか

らないですし、制度的に問題があるのかもしれないのですが、もしこの 14 回という回数が出産後の

母親の体のケアにも使えないものかどうかということで現場の方から声が出ておりましたので、合

わせてお伝えしたいと思います。以上です。 

○末松座長 御協力いただきましてありがとうございます。では、どうぞ。 

○小田切委員代理 全国知事会でございます。一時預かり、地域子育て支援事業でございますが、

それぞれの地域の実情に詳しいのは地方でございますので、その実態、家庭の状況に応じたサービ

スを地方が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していただきたい。その財源

も、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にすべきであると考えております。 

妊婦健診でございますが、新しいシステムの中に位置づけ、財源措置もしっかりと位置づけてい

ただきたいと思いますし、第２回目の会合の中で申し上げさせていただきましたけれども、特定不

妊治療費や乳幼児医療費の助成も含めて、国が担う全国一律のサービス給付として、国の責任にお

いて所要の財源を措置していただいたいと考えております。以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。では、倉田さんどうぞ。 

○倉田委員 全国市長会でございます。今、説明をいただいたほとんどにおいて、市町村事業と位

置づけて地方の裁量ということを保障していただく。大変、市長会あるいは知事会の意見を取り入

れてもらったものと思いますが、それだけに基礎自治体の役割責任は大変重いわけでございます。 

 したがって、我々はそのパートナーは時として民間団体、あるいはＮＰＯと連携をしながらやっ

ていくわけですが、是非そういった基礎自治体に対する信頼というもの、これはお互いが努力をし

て勝ち取っていかなければならないことですので改めて強調していきたいと思います。その信頼が

前提にあって市町村事業が位置づけられて実行できるものだと思っています。 

 もう一つは、財源ですね。特に一時預かりについて申し上げておきたいと思います。新システム

の目玉の１つであります。ただ、待機児解消の特命チームが先行して動きますね。同じように、こ

の一時預かりもすべての子どもたちを対象にする新システムの目玉なのですが、既に先行している

自治体があります。これはそんなにお金はかかりませんので、いろいろな意味でインセンティブを

与えるという意味で先行事例を後押ししていただくような制度ができればいいなと、これは希望、

要望でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、坂﨑さんお願いします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑です。平成６年のエンゼルプランから始まって、ほぼ 15 年以上こ

の一時預かり、一時保育と言われていたわけですけれども、それと地域子育て支援センターという

名前で、認可の保育所が中心となってやってきて現状の新しい仕組みをつくっていくということに

関して、もちろん財源の問題もありますが、現状をまず下回らないということが基本だと思います
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し、今、倉田委員がおっしゃった「信頼」と非常に懸け離れて恐ろしい話にはなるのですが、市町

村に責任を持たせることによって地域格差が生まれることというのは、子どもにとってある意味で

は非常に怖い話なわけです。現実は、今の保育所に地域子育て支援や一時保育、一時預かりが増え

ている現状でありますけれども、地方に行けばこれが補助金として現状としてやれていない状況が

あって、それが廃止されている状況にあるわけです。 

 それらを考えていくと、ある種のお金が入っていくけれども、やろうという意欲がある自治体と、

お金も含めてやろうとしない自治体の差が、子どもの生まれたところによって随分な違いとなると

いうのは非常に違うのではないか。質の向上ということを最終的に書いているわけですけれども、

結果的にその質の破壊につながるようなことは非常に困る。また、それらを含めた意味での研修体

制をきちんと整えるということが非常に今回大きな一つの質の向上の高みだと思います。 

 もう一点は、一時預かりのことについてです。一時預かりは、もし今回の幼保一体化の形であれ

ば、特に３歳未満に関して一時預かりの保障を相当きちんとしてあげなければ、３歳以上と３歳未

満で何か学校教育の形で分けたような形で幼保一体化が形づくられている中で非常に危惧されてい

るのが、３歳未満の例えば一時預かりの部分を非常に手厚くしてあげなければ、そこに関する保障

というのが非常に弱くなる。 

 本来であれば、皆様方が何度もお話ししているようにゼロ歳から教育があって、そういう中で今

で言うと８歳ぐらいまである種の乳幼児教育の中で行われていくか。先ほどの学童保育なども含め

て、保育の仕方というものを分断させていくような考え方というのは決してよくないわけですから、

ある意味では３歳未満児のところをきちんと保障してあげること、またそれらのところの質をきち

んと上げること。それらと３歳以上を組み合わせたような形というのでなければ、とても単純にぶ

つ切りで教育が３歳からあるような意見でつくられていくというのは非常に心外だと思っておりま

すので、一言加えさせていただきたいと思います。以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、田中さんどうぞ。 

○田中（啓）委員 私のコメントは一時預かりに限らず、ほとんどのすべての新システムの項目に

該当するのですが、一時預かりを例に述べさせていただきます。 

 資料２の 15、16 ページ辺りをごらんいただきますと、市町村がまず事業計画をつくりまして、そ

こに必要な見積もりを示します。それをある意味、国が査定と言うんでしょうか、それをチェック

して、その上で交付金を出すというような仕組み、これはすべて共通なわけですね。 

 やはり単純に考えましても、この事業計画の中において需要見込を正確に行うということはかな

り難しい。特に制度の導入当初ですね。想定されるのは、大半の自治体において過大に見積もりを

行って満額回答を得られないというケースが多いかと思うのですが、とにかくこの事業計画におい

ていかに正確に事業見積もりを行うのかということと、あとは恐らく多くの自治体が過大に見積も

ってくるであろう見積額に対して、国がいかなるロジックなり、手法で優先順位づけをしていくの

か。 

 その辺りをきちんと担保しておかないと、この制度自体が絵にかいた餅になりかねないものです

から、その点をちょっと危惧しております。そういう意味では、財源は非常に限られておりますか
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ら、それを有効活用できるような制度設計を是非お願いしたいと思います。 

○末松座長 すべて財源によって大きい小さいが決まってきますから、田中さんの意見は本当にそ

うだと思います。 

 それでは、中島さん、宮島さんとどうぞ。 

○中島委員 私からは、妊婦健診と地域子育て支援事業について意見を申し上げたいと思います。 

 まず、妊婦健診については、対象範囲を母子保健法による「妊産婦」とすべきです。産後うつな

ど、産後は母子ともに非常に孤立化しやすい時期ですから、産後のケアが重要です。自治体による

先行事例もありますので、その範囲で妊産婦健診と位置づける必要があると思っております。その

意味で、母子保健法第 13 条を新システムに連動して改正し、市町村事業として妊産婦検診の実施を

義務づけていくことが必要であると思っております。 

 また、財源の話になって恐縮ですが、現行の妊婦検診にかかわる支援は、地方交付税と補正予算

で実施をされておりますから、これを恒久的な財源として措置をしていく必要が、市町村が安定的

に事業を実施するためにも必要であると思っております。連合は、将来的に妊娠、出産に関わる費

用は健保適用していく必要があると思っておりますが、これは関係審議会等もございますので、是

非今後の検討課題として何らかの議論をする場をつくっていただけたらと思います。 

 最後に地域子育て支援事業については、孤立した子育てをどう地域でカバーをしていくかという

意味で、いわゆるコーディネート機能と、それから利用者支援拠点としての機能をどのように持た

せていくかが重要であると。この点は今後の議論の中で、更にいろいろな知恵が出ていくのではな

いかと思っております。以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。では、宮島さんどうぞ。 

○宮島委員 先ほど、何人かの委員の方もおっしゃったように、ゼロ歳から２歳というのはものす

ごく大事な時期だと思います。それぞれ家庭でやるにしても何にしても、きちんと教育してきちん

と育てるということがすごく重要だということが、最近のいろいろな研究とかいろいろな場で明ら

かになってきていると思います。 

 あとは、制度としてどうやって一体化していくかという中では、先ほど無藤委員の御意見で、一

体化という形でイメージしているものがそれぞれ違うんだなと思いました。学童に関して三鷹市の

やり方はよくないという御意見なのかどうか、後で聞きたいと思ったんですけれども、とりあえず

それは置いておいて。 

幼保一体化に関してやはりふわっとしたというか、多様性を持った一体化と、すごく条件を限っ

た一体化というところで、少しずつ皆、意識が違うところで意見交換をしている中でずれが出てき

ている部分があるのかなと思います。 

これは幼保一体化のワーキングチームで議論されることではあると思うんですけれども、私自身

は結局のところ、５歳までの子どもをある程度施設の形で、そして一定の時間以上預かるものが全

部こども園（仮称）なのではないかというのが私のイメージなんです。それは、人によっておっし

ゃり方、お考えは違うのかもしれません。 

その中で今、意見が出ましたように、私が危惧しているのはゼロ歳から２歳のしっかりとした受
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け皿というところが、幼保一体化とか、いろいろな議論の中で取り残されていくのではないかとい

う心配です。ゼロから２歳は御存じのように一番待機児童が多くて受け皿が足りないところで、む

しろ今回のシステム改革の中では一番意識をして手当てをしなければいけないところなんだと思う

のですけれども、もしもこども園（仮称）の外というか、本来充実すべき外のところにゼロから２

歳の施設が出た場合、その施設が本当に充実するのだろうか。例えば、あまり注目されず、重要性

がそんなに言われていないところに、ちゃんと事業者などがゼロ歳から２歳までの保育をするため

の新しい施設をつくるのだろうかというところに疑念があります。 

例えば、もし今のゼロ歳から２歳までの乳児施設を制度から離してしまうのであれば、親として

はやはりできればゼロから５歳までつながっているこども園（仮称）の方に行きたいと思うのが普

通の判断だと思うので、ゼロから２歳までの施設に入れた親が、何となく本来理想的ではないとこ

ろに入ることになってしまったというような気持ちを持つのではないかという心配があります。 

親として一番自分が仕事との両立でも揺れるのがゼロ歳から２歳だと思います。正直、３歳にな

れば本人ももう元気ですし、受け皿もいっぱいあるし、いろいろな意味で大分安心になるんですけ

れども、いろいろな意味で不安定で仕事の上でも軌道に乗らないゼロ歳から２歳の時に、しっかり

と受け入れられている感覚というのはものすごく大事だと思うんです。 

更に言うと、昔、「３歳児神話」というのがあって、３歳までは親がいるべきというような意見が

強かった中で、やはり親が１歳ぐらいで預けているときには、夫の家族ですとか、周囲ですとか、

いろいろなところから精神的な圧力を受けます。それは人によると思いますが、そういった中で、

「ゼロ歳から２歳までを預けていることも、ちゃんとそれは世の中として受け止めるから」という

メッセージを伝えることはものすごく大事だと思います。「ゼロ歳から２歳は教育とは違うから」と

いうような形でこども園（仮称）の全体のシステムから分断するということが、ゼロ歳から２歳の

親から見て不安ではないかどうか。 

 実際、かなりゼロから２歳が分断されてしまうかと。もっと言うと、いろいろな誤解も含めて、

「うちの子は３歳から園を移らなければいけないのか」とか、それは誤解なんですけれども、そう

いうことも含めてゼロ歳から２歳を持っている親御さんの不安の声も受けていて、「０歳から２歳を

システムがちゃんと支えるんだ」というメッセージが必要なのではないかと思いました。 

 ごめんなさい。長くなってますが、更に言うと、一般の世の中の人はなかなか幼保一体化のメリ

ット、何のためにやるのかということが伝わりにくいんですね。もちろん子どもの環境とか、いろ

いろなことを言うんですけれども、実際に子どもを持っていない人にはなかなかそれを言ってみて

も伝わりません。 

 私たちは放送などしている中で、一般に何に期待されて幼保一体化を支持する声があると感じる

かというと、やはり目先、皆が困っている待機児童の解消に幼保の一体化も資するというふうに皆、

思っているところです。それは明らかに幼稚園の方が今、実際に定員充足率が減っていて、保育所

がものすごくニーズが高い中で、ある意味、そこを幼稚園の側がフォローできるのではないかとい

うところが注目されていると思うんですね。 

 そこがちゃんとできるのであれば、多分、国民も税金を使うべきだと思っていると思うんですけ
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れども、今、私が不安に思っているのは、今提示されている制度案で本当にちゃんと２歳までの受

け皿が増えるのか。具体的には、幼稚園がこども園（仮称）に移行するインセンティブというもの

がちゃんとあるのか。やはり幼稚園の方々がすぐに全部は無理だとしても、ちゃんとゼロから２歳

を預かってくれる方向に少しでも、一部分でも向いてくだされば、それは社会としてはかなりプラ

スになると思うので、幼稚園でかなり頑張ってくださって、ゼロから２歳の受け皿になってくださ

ったところには強いインセンティブをつけていいと思うんです。 

 それで受け皿が本当に広がったというところで国民は、「ああ、なるほど、これが幼保一体化のメ

リットなのか」ということがわかりやすいのではないかと思うんです。幼保一体化の３歳から６歳

までを一体化するというところに関しては、会議の中で議論と関心が進んでいるんですけれども、

一番、皆が不安と思っているゼロから２歳のところが少し外に置かれて、かつ本当にゼロから２歳

が増えるのかということに関して不安の見方があります。ゼロから２歳を外にするというか、３歳

で分断するということに関しては、私もものすごく心配を感じております。 

○末松座長 では、大日向さんの方からどうぞ。 

○大日向委員 ありがとうございます。今日は放課後児童対策と一時預かりがテーマですが、幼保

一体化に関連して何人かの委員の方からお話が集まりましたので、少し発言をさせていただきます。 

 これは、今日のテーマと非常に密接につながっているからそういうお声が出たのかなと思いなが

ら拝聴しておりました。今日のテーマに関連しても、私は先ほど無藤先生の言われたことに半分賛

同しつつ、半分疑問がございます。確かに、学童クラブと子ども教室、当面は独自で充実させる方

向というのは現実的ですし、妥当かと思います。特に真田先生のお話を伺うと、放課後の学童クラ

ブの充実は本当に喫緊課題だと思います。 

 ただ、一方で、「学童クラブは保育に欠ける子の対策だ」と無藤先生はおっしゃったのですが、そ

ういうふうに改めて再定義することは、今回の幼保一体化の理念と乖離する危険性があるのではな

いかと私は考えます。今日の資料の 15 ページにも、「一時預かりは親の働き方にかかわらず、すべ

ての子ども・子育て家庭を対象に保障する」という文言が書かれています。子ども･子育て新システ

ムの基本制度に関して、親の生活にかかわりなく、すべての子ども、そしてすべてのゼロから５歳

まで、あるいは学童期を含めた子どもたちの発達を保障するという理念を私たちは推し進めなけれ

ばいけないのではないかという思いで、私はワーキングチームに関わらせていただいております。 

 この放課後クラブの問題に関しまして、なぜそこを改めて強く思うかというと、先ほど貝ノ瀨教

育長が放課後クラブ、あるいは子ども教室が「推進されるか、されないかのキーパーソンは学校長

だ」という発言をされました。私も全国を歩いていろいろ調べておりますけれども、学校長の中に

は、「放課後クラブは学校の対象外だ。学校の授業が終わったらもう自分たち教師の対象ではない」

というお考えで、なかなか協力してもらえないところがあるという声とよく聴きます。 

 そういうことも考え、あるいは先ほどの宮島委員が、「当面独自で進めていくことは大事だけれど

も、それが 20 年、30 年、もし時間がかかってしまったら歴史・文化ができてしまうのではないか」

という御懸念を示されたことに私も同感いたします。それは、幼保の問題とも重なるところではな

いかと思います。 
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 菊池委員、坂﨑委員、そして宮島委員は基本制度の委員でいらして 24 日の幼保一体化のワーキン

グには御出席にならないから今、御意見をいただいたのかと思いますが、お３方の御意見は 24 日に

しっかりと受け継がせていただいて、ほかの委員の方の御意見もよく伺って進めたいと思います。

以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。時間が押しておりますが、両角委員からお願いします。 

○両角委員 では、手短に申し上げます。一時預かりのことですけれども、基本的にすべての子ど

も・子育て家庭をこのシステムが対象にするという理念は私も心から賛同しているんですが、ただ、

一時預かりということを私は働いている親として考えてみたときに、保育所にもし子どもがもう入

っているとすると、それほど切実なニーズを正直なところ感じないんです。保育所に入っていない

３歳未満の子を持つ家庭には非常に切実なニーズがあると思っています。 

 だから、一時預かりを国が支援していくということは大賛成なんですけれども、すべての子ども

を対象とした一時預かりというものをそれほど目玉とするというか、目玉としてもいいんですが、

実は一番ニーズが高いのは保育所に入っていない３歳未満の子を持つ御家庭だろう。ですから、子

どもの年齢であるとか、親が働いているかどうか、保育所に入れているかどうかによって、これは

非常にニーズに温度差があるのではないかと思っています。 

 システム全体として、保育所に入っていて就労している親はそちらの方で支援を受け、保育所に

入っていない小さい子どもを持っている御家庭は一時預かりで支援を受けるというふうなことでも、

結局システムとしてはすべての子どもを支援していくことになるのではないかなと実は思っていま

す。 

 ですから、理念としてはこれでいいと思うんですが、実際に財政措置をして制度をつくっていく

上で一番一時預かりで重視しなければいけないのは、保育所に入っていない３歳未満の子の御家庭

だろうということです。以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。ほかによろしゅうございますか。 

 では、10 分くらい延長をさせていただきましたけれども、最後に進め方でひとつ皆様に御提案が

ございます。本ワーキングチームの検討状況につきましては、情報公開ということで内閣府のホー

ムページに会議資料や議事録の公表を行ってきたのですが、よりタイムリーに議論の状況を知りた

いという関係者、一般の方々の御要望もございますし、また、広く国民の皆様に是非とも検討状況

を知っていただきたいと思いますので、３月以降、このワーキングチームの模様をインターネット

上の動画で配信したいということを検討しております。 

 例えば、税と社会保障の一体改革の会議も官邸でやっているものは今インターネットのテレビが

入っているわけですけれども、もし皆様に御異論がなければ、３月からインターネットの動画で議

論の模様がその時点でわかるような形にしていきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（特段の異論なし） 

特に御異論はございませんね。 

 では、そのようにさせていただきたいと思います。今日もさまざまなテーマがございましたが、

この皆様の御議論を基にまたこちらの方でしっかりとした形で、今度は決めを行っていく形で制度
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を上げていきたいと思っております。 

 今日は、お忙しい中、本当にありがとうございました。終わります。 


	【セット版】23-2-21子ども・.子育て第10回基本制度ＷＴ表紙
	【セット版】23-2-21子ども・子育て第10回基本制度WT議事録

