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１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）すべての子ども・子育て家庭支援（基礎給付）について 

（２）意見交換 

 

３．閉 会 

 



1 
 

○末松座長 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２回目会合を開始いたします。皆様、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。  

 本日は、子ども・子育て新システム検討会議作業グループから、小宮山厚生労働副大臣、林文部

科学大臣政務官、田嶋経済産業大臣政務官に御出席いただいておりますので、一言ずつごあいさつ

をいただきたいと思います。  

 まずは、小宮山厚生労働副大臣からお願いします。 

○小宮山副大臣 おはようございます。お疲れ様でございます。 

 今日は委員会がスタートいたしますので、みんな出入りがあることをお許しいただきたいと思い

ますが、前回は一通り皆さんから５分ずつ伺って、あまり論点の審議とはなりませんでしたので、

今回からはしっかりと論点ごとに御意見を伺いたいと思っています。  

 これは末松さんがおっしゃるべきことかもしれませんが、今回政権交代をして、とにかく仕組み

を抜本改革するというので、これまでダーッと走ってまいりました。皆様方からお考えを伺う時間

があまりなかったと思うので、これから短時間ではございますが、しっかりと一つずつの論点を詰

めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○末松座長 ありがとうございました。  

 続いて、林文部科学大臣政務官からお願いします。 

○林政務官 おはようございます。いつもお世話になって、ありがとうございます。  

 今日、私の方も実は委員会が入っておりまして、この後すぐに出て、委員会に出席をして、また

戻ってきてと、出たり入ったりになりますことをお許しいただきたいと思います。  

 さて、今、小宮山副大臣からもお話がございましたが、この制度の要ともなる基礎給付について

御議論いただくと伺っております。基礎給付がぶれると、この制度全体が大きくぶれてくることに

なりますので、是非皆様方にしっかりと、こってりと詰めた議論をしていただいて、いい制度設計

のベースをつくらせていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。  

○末松座長 ありがとうございました。  

 続いて、田嶋政務官、よろしくお願いします。  

○田嶋政務官 皆さん、おはようございます。田嶋要です。今回、初めての参加でございます。私

も今日は委員会で、途中で抜けたりします。大変申し訳ございません。  

今日は制度の要の議論だと聞いておりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。  

○末松座長 ありがとうございました。  

なお、本日の委員の御出欠につきまして、事務局より御報告を申し上げます。  

○藤原参事官 御報告申し上げます。  

 本日は、東京大学の秋田喜代美様、全国国公立幼稚園長会会長の池田多津美様、連合の岡本直美

様、全国知事会の高知県知事の尾﨑正直様、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、日本テレビの宮島香澄様、以上７名の委員においては、本日は所用により御欠席と伺

っております。 
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 代理の御出席ということで、全国国公立幼稚園長会より副会長の荒木様、全国知事会より高知県

地域福祉部長の小田切様、日本経済団体連合会より経済政策本部長の藤原様、日本商工会議所より

理事兼企画調査部長の高橋様にそれぞれ御出席をいただいております。  

 なお、慶応大学の駒村委員におかれては、遅れて御出席と伺っております。  

 以上でございます。  

○末松座長 それでは、議事に入ります。  

 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 資料の確認をお願いしたいと思います。 

 議事次第の（配付資料）（参考資料）にございますように、まず資料１として「すべての子ども・

子育て家庭支援（基礎給付）について」。  

 資料２として、委員から御提出いただいている資料の２点がございます。  

 参考として配付しておりますが、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「基本制度ワーキングチーム開催要項」。  

 参考４「第１回基本制度ワーキングチームにおける各委員からの主な意見」。これは未定稿でご

ざいますけれども、お付けしております。  

 参考５「すべての子ども・子育て家庭に対する支援について（参考資料）」。  

 参考６「基礎資料 幼児教育・保育を巡る現状等（データ編）」。  

 参考７「基礎資料 幼児教育・保育を巡る現状等（施策編）」ということで、１～７まで参考資

料をお付けしております。御確認いただければと思います。 

 何か漏れ等ございましたら、事務局の方におっしゃっていただければと思いますが、よろしいで

しょうか。ありがとうございます。  

○末松座長 よろしゅうございますか。  

 ただいま事務局から説明がありましたように、第１回ワーキングチームでいただきました御意見

につきましては、参考資料４に整理しております。今後、給付設計や費用負担等の個別論点の議論

を行いますので、その際にいただいた意見も併せて検討してまいりたいと思います。  

 本日は、第２回目の会合ということで、まず給付設計のうち、すべての子ども・子育て家庭を支

援する基礎給付の在り方、これが財源も含めて一番重要なところでございます。この点について、

御議論をいただきたいと思います。  

 まず、すべての子ども・子育て家庭支援（基礎給付）について、事務方から説明をしていただき

たいと思います。  

○黒田室長 厚生労働省の少子化対策企画室長でございます。お手元の資料１に基づきまして、御

説明をさせていただきます。  

 まず、表紙を１枚おめくりいただきまして、１ページをごらんください。本日の検討事項を挙げ

てございます。 

 Ⅰ～Ⅳまでございますが、まずⅠといたしまして、すべての子ども・子育て家庭支援（基礎給付）
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の範囲の考え方について。  

 Ⅱといたしまして、その中で権利付与を前提とした個人給付の固まりがございまして、その中で

現金給付、現物給付についての検討が大きな２つ目でございます。 

 Ⅲといたしまして、現金給付・現物給付の一体的な提供の検討でして、具体的にはその下にあり

ますように、現金給付・現物給付の組合せ、学校給食費、利用券などについての検討でございます。  

 Ⅳといたしまして、その他。ここで妊婦健診、その他の子育て支援事業ということで、大きくこ

の４つの固まりについて、順次御説明を申し上げます。 

 ３ページ以降が、そのうちの１番目の固まりであります「すべての子ども・子育て家庭支援（基

礎給付）について」の考え方、範囲の資料でございます。 

 赤い枠で囲っておりますのが、制度案要綱の該当部分の抜粋でございます。この抜粋の中の冒頭

にありますように、すべての子ども・子育て家庭支援というのは基礎給付という名前になっており

ますが、これは１つ目の○にありますように、すべての子ども・子育て家庭を対象にした基礎的な

給付として、子ども手当や一時預かり、地域子育て支援等のための給付を行うということが書かれ

てございます。 

 以下、順次御説明を申し上げます。  

 ４ページには、すべての子ども・子育て家庭支援（基礎給付）の必要性についてまとめてござい

ます。 

 ○が４つございますが、１つ目の○です。まずは、子ども・子育て家庭をめぐる環境の変化とい

たしまして、核家族化あるいは地域のつながりが弱くなっているといったことがありまして、子育

てをめぐる環境というのは大きく変化をしているということ。 

 その下に書かれておりますように、子育ての孤立化・負担感が高まっているということ。これら

の軽減を図ることが必要であるということが求められていることなどが書かれております。  

 ２つ目の○には、こういったものについては、勿論、父母その他の保護者が一義的な責任を有す

るわけですが、子育ては次代の担い手を育成する営みであるということで、社会全体で支援をする

ということが書かれてございます。  

 ３つ目の○には、更に子育て中の父母に対しまして、地域社会への参加、社会活動、自己実現の

機会の保障といった観点も重要であるということ。  

 ４つ目の○には、したがって、親御さんが働いている、働いていないということを問わず、すべ

ての子育て家庭の支援を推進していくことが必要であるということが書かれてございます。  

 ５ページには、対象範囲についての見取りを６ページの資料とともに御用意しております。  

 まず、５ページです。この対象範囲についての大まかな論点を３つにまとめてございます。  

 １つ目が目的。これは先ほど申し上げたものと重なりますので、割愛いたします。  

 ２つ目がこれを実現する法律上の在り方として、現金給付、現物給付、市町村事業。手法として

大きく３つに分類してございます。  

 現金給付につきましては、子ども手当が該当するということが要綱に書かれてございます。  

 現物給付につきましては、要綱の中では一時預かりと妊婦健診が検討の対象として挙げられてお
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ります。これをどのように設定するのかという課題。 

 市町村事業という類型につきましては、上２つのように、個人に受給権を与えるという構成にな

かなかなじまないようなものについては、市町村事業として位置づけるということが考えられまし

て、要綱の中では「地域の子育て支援事業」といった形での記載がございます。  

 こういった点をどのような範囲で、どう設定していくのかという点が大まかに申し上げた論点で

ございます。 

 ３つ目が市町村の裁量をどのように設定するのかという点がございます。要綱にも記載がござい

ますように、市町村による裁量、受給権者の選択をどのように設定するのかという点が大きな３つ

目の論点ということで、こうした点を順次御検討させていただくということでございます。  

 ６ページは、基本制度案要綱の附属資料等に付いておりますものを、言わば６月の到達点として

御参考までに用意したものでございます。  

 ７ページは、先ほど申し上げた３つのカテゴリーについて、特に個人給付と市町村事業に分けて、

それぞれの特徴を記載したものでございます。  

 ２つ目の○にございますように、個別の個人に対してサービス・給付を保障するものについては、

権利付与というものを念頭に「個人給付」という分類にしてございます。  

 こういったものにつきましては、組み合わせといった論点が出てくるということが書かれており

ます。 

 最後の○には、一律の保障、権利付与といったものになかなかなじまないようなもの、地域の実

情を踏まえたものについては市町村事業という構成が考えられるということで、そのことが書かれ

てございます。 

 ８ページは、参考までにですが、主に今の子ども・子育て関係の仕組みと関連をする仕組みとの

関係についての一定の整理を書いてございます。  

 １つ目の○といたしまして、子ども・子育て家庭についても、医療のサービスが必要になるケー

スがございます。こうした御家庭に対する医療のニーズについては、国民皆保険制度の下で医療保

険制度から一元的に提供がなされております。国の仕組みの中で、例えば児童福祉法あるいは母子

保健法などに基づきまして、自己負担部分について公費で補うというきめ細かな対応をするための

制度がございます。こういった仕組みについては、きめ細かな制度ということで、これは個別の制

度の対応ということでよろしいのではないかということが書かれてございます。  

 ２つ目の○といたしまして、地域の子育て支援事業の範疇でございます。これは今でもそのよう

になっておりますように、すべての子ども・子育て家庭が対象でございますので、例えば障害児や

その御家庭もこうした事業をお使いいただくことが可能になっております。  

 これに対しまして、障害児固有のニーズにつきましては、きめ細かな対応が必要だということが

ございますので、今は別の体系の方で対応していただいているということ。  

 それから、虐待の予防に資するような事業も、こういったすべての子ども・子育て家庭を対象に

する中で一定程度入っているということがございます。 

 ９ページ以降が、個人給付の中の現金給付、子ども手当の関係でございます。  
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 この点につきましては、10ページに書かれてございますように、現在の子ども手当は月１万 3,000

円父母等に支給されておりますが、この子ども手当の 23 年度以降の設定につきましては、平成 23

年度の予算編成過程において検討することにされております。したがいまして、この場で検討の対

象とするというよりは、23 年度の予算編成過程における議論に委ねていくということが書かれてお

りまして、ここではそういった現状に関する資料を御用意するだけにとどめております。  

 12 ページ以降が、現物給付でございます。  

 13 ページに、現物給付の制度案要綱の中で例示として挙げられております一時預かりについての

シートを御用意しております。  

 冒頭の「１ 現状」に「一時預かりとは」という部分がございます。例えば保護者の方が病気に

なったり、冠婚葬祭などの行事に参加をする必要があったり、育児などに伴う心理的・肉体的な負

担の解消など、さまざまな理由で一時的に不定期に預ける必要が生じる場合がございます。こうい

ったニーズに応えるために、現在地方自治体、民間事業者を始め、多様な主体によって、一時預か

りという形態で事業を展開されております。  

 その下に「多様な主体による実施」というところがございますが、この分野につきましては、こ

の多様な主体の実施の一番下にあります国の補助事業として実施していただいている事業もござ

いますし、それ以外に地方自治体の独自事業、あるいはその他民間事業者による実施など、さまざ

まな主体による提供がなされております。  

 こういった関係上、一番下にございますように、利用手続の大半は、当事者同士の契約による。

利用料金についても実施主体によってさまざまな設定がある。人員配置等の基準につきましては、

国の補助を受けるための要件としては設定がございますし、それら以外の部分については特に制限

は設けられていないというのが現状でございます。  

 14 ページ以降で、必要性に関するシートを若干御用意しております。  

 14 ページにございますのは、子育ての孤立化や負担感に関する現状の資料でございます。  

 左下にございますように、子育て家庭の中では、社会全体が冷たい、あるいは孤立感を感じると

いうデータが多数ございますし、右側にございますように、悩みとして、例えば子育てに関する悩

みを相談できる人がいない。その下に赤い点々で囲ってございますように、困ったときに子どもを

預けられる人がいないという方が４割ほどいらっしゃるというデータもございます。こういった点

が孤立化あるいは負担感というものにつながっていることを伺わせるデータということになりま

す。 

 15 ページは、その続きでございます。  

 特に 15 ページのシートの下の右側の方に、そういった孤立感、負担感を解消するためにどうい

ったことがあればよいのかという調査がございます。 

 一番上に赤い点々で囲っておりますが、育児から開放されて気分転換する時間があったらという

声が半数以上というデータもございます。こういった部分の支援が必要ではないかということでご

ざいます。 

 16 ページは、御参考までに、横浜市がこういった分野のニーズ調査を行っておりますので、その
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データを御参考までにお付けしております。  

 そんなにたくさんの頻度でなくても、あるいはそんなに長時間でなくてもといったニーズがかな

りあることが伺えるデータでございます。  

 17 ページ以降で、具体的な制度上の位置づけに関する論点、視点が書かれてございます。  

 まず、17 ページです。 

 一番上の○にございますように、未就園児を中心とした乳幼児の一時預かりは、子育ての不安解

消、あるいは子育てを孤立化させないといった観点がございますので、すべての子ども・子育て家

庭の子供の育ちに資する支援であるということ。  

 特に地域社会の参加、社会活動、自己実現の機会を保障するといった部分でも役立つのではない

かということが書かれております。  

 したがいまして、その下にありますように、親の働き方に関わらず、日常生活を営む上での利用、

社会参加のための利用など、さまざまな普遍的なニーズがあるのではないかということが書かれて

おります。 

 こういった仕組みを使うことで、さまざまなサービス給付、地域資源につながっていくきっかけ

にもなり得るということが書かれてございます。  

 なお、こういったものについては、不定期で一時的な利用が前提となるということが下に書かれ

てございます。 

 18 ページにございますが、２つ目の○でございます。今年の１月に決定をされました「子ども・

子育てビジョン」の中でも、この分野については大幅な基盤の拡充を図っていくということが書か

れておりますので、そういった視点をどう考えるのか。 

 ３つ目の○といたしまして、柔軟性のある仕組みとして仕組んでいくために、基準の設定など、

質を確保するということを前提とした最小限の基準といったことも考えられるのではないかとい

うことが書かれてございます。  

 以下、19 ページ以降で、これを仕組む場合のイメージを２つ御用意しております。  

 19 ページが、こういった一時預かりについて個人給付、現物給付として位置づけるという方法。

20 ページが、市町村事業として位置づける方法。その２つを御提示しております。  

 まず 19 ページは、現物給付として位置づける方法でございます。この考え方といたしましては、

上にございますように、個人給付として法律上位置づけて、一定年齢以下の子どもを監護する父母

等に一定量の一時預かりの利用を認めるということでございます。 

 メリットは、権利保障が強まりますので、子育て不安の解消などに対して強めの保障が提供され

るということでございます。  

 一方で、その下に課題としてありまして、これは一律の内容が設定されることが想定されますの

で、自治体の裁量はかなり限定的になるということ。それから、基盤整備とセットでないと、権利

保障があってもサービスに結びつかないといった点などが課題でございます。  

 続きまして、イメージ２にございますように、市町村事業として仕組んだ場合でございます。こ

の場合の考え方は、こういった事業が市町村の事業ですよということを法律上位置づけるというこ
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とになります。これは自ら実施していただく場合、ほかの自治体にやっていただく場合など、さま

ざまな形態がございます。  

 その下にメリットと課題を挙げておりますが、メリットは、地域の実情に応じた実施が可能であ

るということ。個々の御家庭の状況に応じた提供になるということ。  

 一方では、こうした場合に希望にかなうだけの基盤が整備されるかどうかといった点が課題であ

ろうということでございます。  

 21 ページ以降が、別の論点でございまして、組み合わせ、一体提供の関係でございます。  

 22 ページは、一体提供の中でも、特に現金給付と一時預かりなどの組み合わせの考え方について

でございます。 

 これは１つ目の○にございますように、そもそも現行制度の下では子ども手当と一時預かりは別

の事業ということになっておりますので、それぞれサービスも財源も提供する仕組みは別々という

ことになっております。  

 それに対しまして、基本制度案要綱の中では、検討課題として、市町村の決定する枠組の下で、

個人の選択に基づいて組み合わせる仕組みを検討するということが挙がっております。ですので、

この要綱に書かれている論点として挙げられておりますので、以下、これを制度上位置づける場合

のイメージについて、資料として御用意をしております。 

 23 ページは論点、24、25 ページはそれぞれのイメージを書かせていただいております。  

 まず 23 ページは、論点として４つ挙げております。 

 １つ目は、これを認めると仮定した場合に、受給権者の選択の幅をどのように認めるのかという

ことでございます。つまり、広く認めるのか、制約をつけるのかという点。  

 ２つ目は、仮にこういった仕組みを認める場合に、市町村が条例で決めれば、一律の実施にする

のかどうかといった点。これは一律に決めますと、その市町村の中での個々人の選択ということに

はならないということでございます。  

 ３つ目は、市町村の事務負担。  

 ４つ目は、選択が認められるという場合について、どういったルールで両方の換算を認めるのか

といった技術的な論点があるということでございます。 

 24 ページは、イメージ１といたしまして、現金給付と現物給付それぞれについて、一律の水準を

設定した上で、これは要綱の要請には必ずしもかないませんが、それぞれの間の組み合わせは認め

ないという案です。つまり、法律で金額あるいは量をそれぞれ決めて、両者の間の融通は認めない

という案がイメージ１でございます。  

 それに対しまして、25 ページがイメージ２です。イメージ１のように、法律上、現金あるいは一

時預かりの量は決めた上で、その定めによらないことを御希望される市町村については、条例で別

の定めをすることが可能ですというルールを書き込むということでございます。このテクニックと

しては、条例で定めれば一律実施という方法もあるでしょうし、その中で受給権者から申し出があ

った場合に限るという方法もあるだろうということでございます。このようなイメージを御参考に

御議論いただければということでございます。  
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 26 ページ以降が、学校給食費、利用券などについての検討でございます。  

 27 ページに、基本制度案要綱の抜粋をもう一度赤枠で、アンダーラインを引いて書かせていただ

いております。 

 ここでは２つ検討することになっておりまして、１点目といたしまして、就学後の学校給食費な

どとして学校にお支払いすることを可能とする仕組み。 

 ２点目といたしまして、一部利用券のような方式で給付をすることを可能とする仕組みについて、

それぞれ検討するということが要綱に書かれておりますので、順次そういった場合についてどうい

う仕組みを考え得るのかということを資料として御用意しております。  

 28 ページは、そのうちの１番目の学校給食費などについての紙でございます。  

 ３つの○で位置づけ、論点を書かせていただいております。 

 １つ目は、現金給付につきましては、子どもの健やかな育ちを支援するという幅広い目的を持っ

て支給をされているということ。  

 ２つ目は、言ってみれば、これを学校給食費などといった一定の目的のところに絞ってお渡しを

するということに検討するとなりますと、その下にありますように、現金給付の目的や受給権の保

護との関係。それから、むしろこれが学校などにお渡しできるとなりますと、債権徴収の確実性・

効率性や支払者の利便の向上といったことも考えられるでしょうし、法的な性格に加えて、こうい

った諸点を含めて検討が必要であるということが書かれております。  

 ３つ目は、また受給権者に意向に基づいてこういった仕組みを考えるということもあり得るので

はないかということで、以下、イメージを３つ御用意して、御議論に供したいと考えております。 

 29 ページは、代理納付方式です。  

 これはどういう方式かと申しますと「考え方」のところにございますが、市町村が条例で定めを

置けば、受給権者の意向に関わりなく、一律引いて、その分を父母に代わって学校に納付をすると

いう仕組みでございます。  

 この場合のメリットといたしましては、確実にお金がとれるということです。そういった点では

市町村や学校現場の負担の軽減ということにもつながるであろうということでございます。  

 一方で課題といたしましては、こういった幅広い目的を持った現金給付は教育に特定をされた仕

組みではないわけですけれども、そういった使途が特定されていないことと、学校教育に特定した

ものにしていくということとの関係をどう整理するのかという点。 

 それから、受給権者の意向に関わりなくという部分がありますので、この部分について一律にや

るという場合には、受給権者からの意見がどう出てくるのかという点が課題であろうということで

ございます。 

 31 ページは、受給権者の申出によって納付を認めるという方式でございます。  

 これは「考え方」のところにございますように、受給権者の利便の観点から、申出を受けて、そ

の申し出があったケースについて、市町村から学校への納付を認めるという方式でございます。こ

れは枠組みも条例で決めていくということになると思います。 

 メリットは、先ほどのような一律実施とは違いますので、受給権の保護の問題は生じませんし、
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市町村の学校現場の負担の軽減は、現在に比べれば軽減は図られるということになるということで

ございます。 

 一方課題といたしましては、市町村の事務負担の課題が出るだろうということ。それから、イメ

ージ１に比べると、費用徴収の確実性が下がるといった点がここでのポイントだろうということで

ございます。 

 33 ページは、次の部分で検討しますが、利用券方式の中でこういったものを使っていくというこ

とも考えられるということでございます。こういった点は、幅広い目的で利用券というものが仮に

できるのであれば、そういったものの用途の１つとして認めていくことも考えるということでござ

います。 

 ただ、この場合は、いろいろな目的の中の１つということになりますので、確実性はやや下がる

ということでございます。  

 以上、３つのイメージをごらんいただきながら、御議論に供したいと考えております。  

 34 ページ以降が、利用券の部分でございます。  

 これは 35 ページをごらんください。  

 利用券につきましては、現在も例えば杉並区の子育て応援券のような取組みが実施されておりま

す。現金給付につきましては、先ほど子どもの健やかな育ちを支援するという広い目的を持ってい

るということを申し上げましたが、そういった視点も踏まえながら、利用券ということも検討する

ことが要綱に書かれておりますので、以下、検討するということが書かれてございます。  

 ２つ目の○にございますように、とはいいましても、現金給付に比べますと使途はやや制限が加

わるということになりますし、２つ目のポツにありますように、対象の範囲については、幅広くと

いいましても、子どもの健やかな育ちの支援ということが前提になるであろうということが書かれ

ておりまして、何がしかの条例の根拠は必要であろうということが書かれております。  

 また、杉並区の実例などを拝見しますと、一定の事務コストがかかるということにも留意が必要

であろうということでございます。  

 以下、36、37 ページで、仮に制度化するとした場合のイメージを２つ御用意しております。  

 １つ目が 36 ページでございます。イメージ１は、条例で一定の金額を定めた上で、市町村内で

一律に実施をするという方式でございます。現金給付の中で一定金額は利用券で配りますというこ

とを条例で定めた場合については、その市町村内で一律に実施をするという方式でございます。  

 この場合のメリットといたしましては、一律実施になりますと、市町村内でのサービス量という

ものが想定しやすくなりますので、整備を計画的にやっていくことがやりやすくなるという点がメ

リットでございます。  

 一方で課題は、一律になりますと受給権者の方、特に現金でほしいという話もあろうかというこ

とが出てくるであろうということがございますし、そういった点との兼ね合いが出てくるであろう

ということが書かれてございます。  

 37 ページは、現金給付の一定額については、利用者の申請に基づいて利用券にするという方式も

技術的には考え得るということでございます。  



10 
 

 この場合は、利用者の選択は申請が前提になりますので、受給権の保護との関係というのは比較

的ハードルが低いということになろうと思いますし、一方で、確実性なりということについて下が

っていくということでございます。  

 こういった２つのイメージを御用意した上で、御議論に供したいと考えております。  

 38 ページ以降が、その他ということで、妊婦健診、その他の子育て支援事業について記載をして

おります。 

 39 ページは、該当する制度案要綱の抜粋でございます。こういったことが書かれているというこ

とでございます。  

 40 ページは、妊婦健診の現状の資料を御用意しております。現在 14 回程度ということで、これ

は地方財政措置と国の補助との組み合わせで現在実施しているということ。  

23 年度につきましては、緊急総合経済対策などについての記載もございますので、必要な検討が

推進されていくということが書かれております。  

 41 ページにございますように、検討に当たりましては、こういった妊婦健診についても確実な受

診ということから、この仕組みの中に位置づけていくことが考えられるのではないかということが

２つ目に書かれてございます。  

 42 ページ以降が、その他の子育て支援事業でございます。 

 43 ページに、その現状が書かれております。今は国の交付金で実施していただいているメニュー

事業がさまざま掲げられておりまして、この中で◎を付している事業につきましては、子ども・子

育てビジョンの中で整備目標が書かれている事業ということになります。  

 こういった事業につきましても、目標の達成に向けて事業の拡充を図っていく、あるいはこのシ

ステムの中に位置づけていくということが必要ではないかということが書かれております。  

 以上、資料の説明でございました。ありがとうございました。 

○末松座長 ありがとうございました。ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様から御意見を

伺いたいと思います。  

 御議論に当たっては、この資料で大きく分けてⅠ～Ⅳがあった中で、Ⅰの「すべての子ども・子

育て家庭支援（基礎給付）」の対象範囲ですね。５ページにあるように、現金給付、現物給付、市

町村事業を個人として受給権を付与するという位置づけにするのか、市町村という形の位置づけを

して、それぞれどういう範囲にするのか。市町村の裁量はどういうふうにするか。あるいは受給権

者の選択をどの範囲で認めるか。そういった総論的なものを一応 30 分ぐらい、総論という形で御

議論を賜りまして、あとは、先ほど説明があったように、この一時預かりとか、学校給食とか、妊

婦健診とか、そういったある意味での適用というか、応用範囲については、30 分後に、また 45 分

程度で御議論を賜りたい。このように２本立てでやりたいと思います。  

 それでは、Ⅰの基礎給付の対象範囲について、主に御議論を賜れればと思いますが、それぞれ挙

手をお願い申し上げます。  

 山口委員、どうぞ。  

○山口委員 日本こども育成協議会の山口でございます。大変恐縮なんですが、本論に入る前にち
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ょっとお伺いしたいことがございます。  

 昨日、報道でございました待機児童ゼロ特命チームという、こちらの村木さんが事務局長をなさ

るものが発表されていましたが、このワーキングチームと特命チームとの位置づけ、関係性もしく

は住み分けというのはどうなっているのかということをお伺いしたいと思います。  

○末松座長 どうぞ。  

○村木政策統括官 待機児童ゼロ特命チームにつきましては、昨日、総理から御指示があったとこ

ろで、問題意識としては、システムの検討をここでしっかりやってくださっているということは、

総理もよく御理解をいただいております。  

 ただ、このシステムは非常に大がかりなもので、本格実施も 25 年度からということになってお

りますので、この議論をしっかりしていく中で、早くできるものはあるだろうと。とりわけ、待機

児童のことを総理は非常に心配をしておられて、そこについて前倒しできて、来年度の予算に乗せ

られるものについては、この１か月ぐらいでとにかく検討をして、結果を出せという御指示を岡崎

大臣にいただきました。その意味で、短期決戦の待機児童に絞った検討を特別チームでやる。大き

な流れはここでやっていて、その中でできるものをできるだけ拾ってやるということで、連携をと

ってやりたいと思っております。  

 正式な発足は、多分明日になるだろうと思うんですが、この検討のメンバーの中から、末松副大

臣、小宮山副大臣、林政務官の３人が入りますので、そのお三人にここでの検討と短期の検討の連

携をとっていただくつなぎ役をやっていただくという形で進むと考えております。  

○末松座長 よろしいですか。  

○山口委員 ありがとうございました。  

○末松座長 ほかにございますか。  

 高橋さん、どうぞ。  

○髙橋委員代理 今の件で申し訳ございません。  

 そうしますと、この会議自体とのダブりはないという御説明だと思うんですけれども、新聞によ

っていろいろ報道が違うようですが、この特命チーム自体が幼保一体化の制度設計を含めた作業も

するような記事もありまして、その辺はないということで理解してよろしいのか、その辺を明らか

にしていただければと思います。  

○末松座長 私どもも急遽言われたところでございますので、待機児童解消で全体がどこまででき

るかと。この基本制度の中でどこまで関わってくるかというところはあると思います。  

 ただ、この制度自体をしっかり流れに乗せるのが第一でございますので、そこに大きな支障が出

るような形ではなくて、むしろ整合的に、その中で短期的な対策も含めて前倒しできるところをや

ってくれと私などは理解しておりますので、おおむねそこはこの基本的な流れの範囲内の話でござ

いますし、そこで大きく矛盾するようなことはないと思っております。  

 特にないようにしますかね。そこは確かにそうかもしれない。 

○村木政策統括官 制度設計をそこで勝手に１か月でしてしまうということはございませんので、

そこは政治家のお三方が入っておられますので、きちんとブレーキをかけてやっていくということ
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になろうかと思います。  

○髙橋委員代理 もう一つだけ。  

 やはり、今のおっしゃり方でそういう説明なんでしょうけれども、１か月間の作業で予算絡みと

いう理解なんですが、それが外堀というか、枠をはめられてしまうという可能性があるかないか。

それを恐れますので、そこは十分注意していきたいと私どもも思います。  

○末松座長 今の高橋さんの御懸念は、私どもも十分に受け止めますし、特に菅総理の御指示の含

みは、雇用の創出とか就労支援といったところにかなり重点が置かれておりますので、その中でや

るべきことをやっていけという話でございます。  

 中島委員、どうぞ。  

○中島委員 ありがとうございます。これも確認なんですけれども、この待機児童という場合には、

学童保育も含むと理解してよろしいでしょうか。まだそれもこれからということですか。  

○末松座長 これからですね。  

 何か適宜補足してください。  

○村木政策統括官 そこまでの個別具体的な御指示はございません。できるものがあれば、そうい

ったものも検討対象にはできると思います。やれるものがあるかどうかという問題にかかってくる

かと思います。 

○末松座長 よろしいですか。  

 倉田委員、どうぞ。  

○倉田委員 全国市長会の立場から、総論について若干お尋ねをしておきたいと思います。  

 今の待機児童ゼロチームの問題もそうですが、子ども手当の額については、23 年度の予算編成の

中で議論をされるので、それは置いておきましょう。 

 一方で、すべての子ども・子育て家庭の支援をしましょうということで、いろいろな提案をされ

てくるわけですね。ここは、実は非常に重大な問題なんですね。１万 3,000 円プラスαの現金給付

をどうするのか、現物給付なのか。現金と現物を合わせて、結論的には２万 6,000 円は確保するけ

れども、その中で現金が幾らになって、現物が幾らになるのかは予算編成の過程で議論される。そ

ういうことになるのかどうかでないと、組み合わせがどうだこうだと後ほど出てくるんですが、

我々が 25 年を目標にしてそこまで踏み込んでいったところで、担保がないんですね。この辺はい

かがでしょうか。  

○末松座長 小宮山副大臣、どうぞ。  

○小宮山副大臣 子ども手当を厚生労働省の方でやっていますので、私の方から今までの考え方も

含めて簡単に申し上げます。子ども手当の額自体は、年末の予算編成の中で検討しますが、おっし

ゃるように、この子ども・子育て新システムの中で、倉田さんなどは早くそこを議論せよとおっし

ゃっている財源の問題と深く関わってまいりますので、当面の子ども手当は、新システムが稼働い

たします 25 年までどうするかを、年末に額を決めます。 

 今、おっしゃったように、財源上、２万 6,000 円でお約束したので、将来的にはそこを目指しま

すけれども、25 年度に２万 6,000 円になるとは考えていません。今、１万 3,000 円はありますが、
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その上にどれだけを現金で積むのか、また現物をどのようにして増やすのかはこれからの議論とい

うことです。皆様方の議論の中から、もっと現物が必要だとか、いろいろな組み合わせの中で考え

ていただいた上で、あとは財源の問題と併せて、皆様のバックアップもいただいて、ここにいる私

どもがどれだけ財源を取れるか。  

 そういう意味でいいますと、今回、待機児のところだけでも特命チームをつくったということは、

菅政権として子育てのことについて、大きな関心を持って柱としたいという意思表示でもあると思

いますので、そういうところも私どもは活用しながら、少しでも財源を子どものために確保し、子

ども・子育ての支援を充実させるよう努力したいと思っています。 

○末松座長 今の点は非常に重要なので、小宮山さんにも再確認しますが、１万 3,000 円までは現

金で支給しましょう。１万 3,000円を超えるもので、２万 6,000円になるかどうかわかりませんと。

その中で現物、現金をどういうふうにするか、我々政治家の努力と決意で頑張っていきますという

ことでよろしいですね。  

○小宮山副大臣 はい。  

○末松座長 藤原さん、どうぞ。  

○藤原委員代理 ありがとうございます。今、子ども手当のお話が出たので、私どももそこを申し

上げたいと思っていたので、先に総論の中で申し上げたいと思います。  

 子ども手当については、やはり基礎給付の大部分を子ども手当が占めるということですので、結

局この制度の根幹ということになると思います。その財源のあり方や金額、上積み部分があるのか

どうか等、こういうところが非常に大事なところだと思っております。今、お話がございましたよ

うに、４大臣の合意を踏まえて御議論されていくということで、それは承知しておりますけれども、

その検討過程が見える化されるような形で、進捗状況を外部にも明らかにしていただきたい。  

 こう申しますのも、子ども手当の中には、2010 年度限りの暫定措置として、地方負担と事業主

負担がまだ残ってございます。民主党のお考えでは、これは全額を国費で賄うということで最初は

主張されていたと思うのですけれども、その扱いがどうなるかということも、このシステム全体の

制度設計に大きく関わってくる問題だと思いますので、是非ともそのプロセスを早く明らかにして

いただきたいと思っております。  

 総論部分のところで、あと２点申し上げたいことがございます。 

 子ども手当の上積み分というお話がございましたけれども、現金給付と現物給付との一体的な提

供は後でまた出てくるわけですが、その調整というのが、１階部分の基礎給付の中だけの調整と、

この資料を読んでいる限りでは、結局子ども手当と一時預かりの間だけの行き来だけが可能だと読

めてしまうのですが、そこについてはどうなのかを教えていただきたいと思います。今、民主党の

マニフェスト、または首相の所信表明演説を見ますと、現物給付と現金給付とのバランスをとって、

フレキシブルに組み合わせると表明なさっていますので、待機児童対策とか、子ども支援を拡充す

る方針ということを含めて評価されているのではないかと理解しております。もしそういう方針で

あるなら、この一時預かりという問題だけではなくて、保育所の運営費やこども園（仮称）への給

付、こういうものを市町村の判断で現物サービスということで充てていく仕組みというものも考え
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てはどうなのかと思っております。  

 もう一点、基礎給付の考え方といたしまして、権利保障の在り方とか給付内容を検討していく場

合に、親の就労状況で判断しないという点は、非常によく理解できますけれども、一方で、日本の

国家財政が非常に危機的な状況にある中では、やはり親の所得に着目して、所得制限というものも

検討していくべきなのではないかと思っております。 

 もう一つ、５ページに絵がございますけれども、すべての子ども・子育て家庭の支援を行うこと

ということが基礎給付の目的ということであれば、これから議論されると思いますが、就学前教育

というものがこの中に入ってくるだろうと思います。これは基礎給付として整理すべきなのではな

いかと思っております。基礎給付の柱立てに就学前教育を位置付けないということになりますと、

親が働いていなければ、就学前教育の機会が得られないという理解をされてしまうのではないかと

いうおそれがございます。是非そこのところは御検討いただきたいなと思っております。  

 以上です。 

○末松座長 村木さん、よろしいですか。  

○村木政策統括官 お答えという意味ではなくて、ちょっと議論の整理のために少しだけ申し上げ

たいと思います。  

 基礎給付という名前が付いておりますので、残りは基礎でないような印象をお与えしたとしたら、

大変申し訳ないですけれども、一律にすべての子育て家庭に支給をするものとして、まずこの部分

の議論をいただいたということで、この後の就学前教育とか、保育というのは基礎的でないという

意味ではございません。順番に議論をさせていただいて、全体としての枠組みを後で御整理すると

いう形でやらせていただきたいというのが１点でございます。 

 もう一つは、現金とか現物の行き来の問題です。多分議論が２つありまして、子どもにかけるお

金全体の中で現金の給付をどれだけにするか、保育所やいろんな現物給付をどれだけにするかとい

う議論と、今日の絵にありましたのは、個別給付で「個人に受給権がありますよ」というものの中

でも、現金と現物で選択をできるように、個人あるいは市町村が選択をできるようにすればいいで

はないかという２種類の議論がございますので、今日は基礎給付部分と今、呼んでいるものの中の

現物と現金のやりとりをしましたので、また大枠の中で現物系と現金手当系をどうするかという議

論は、また更にこの後していただければと思います。 

○藤原委員代理 そうなると、ますます子ども手当の部分がどうなるかということが、全体の議論

の中で重要になってまいりますので、そこの議論をこちらの会議にフィードバックしていただきな

がら、制度設計を議論していただければと思います。 

○末松座長 小宮山さん、どうぞ。  

○小宮山副大臣 今、村木さんから説明してもらったとおりなんですけれども、先ほどおっしゃっ

た所得制限というのは、子ども手当のことにおっしゃっているのでしょうか？全体の仕組み方によ

って今の制度も違いまして、ただ、手当の部分については、私が制度設計に関わりましたので一言

申し上げると、これは再三申し上げるように、税制の控除から手当という考え方でやっているので、

全部財源がないわけではないということが１つ。  
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 もう一つは、主要先進国では、子どもの手当に所得制限をかけている国はありません。それはど

こで所得の格差に対応しているかというと、税制の中の累進課税とか、私ども民主党政権では、今

度低所得者の方々には給付つき税額控除とか、いろいろな仕組みをこれから税制全体で考えますの

で、これは税制と社会保障についての基本的な考え方の中で、またいろいろ議論していくことだと

思います。全体に所得制限の検討をと言われると、基本的な考え方とこれからの議論の部分とあり

ますので、そういうことだけ申し上げておきたいと思います。 

○末松座長 私の方からいいですか。  

 最初に、議論があまり拡散しないように小宮山副大臣にお話ししたのは、１万 3,000 円までは現

金ですねということを確認したんですけれども、藤原委員代理の方からの、切り込んだ形での現物

給付があるのかどうかというのは、そういうイメージがあったものですから、そういった御議論で

も、御意見があればここで御議論ということになると思います。 

 それから、大日向さんから挙手がありましたね。  

○大日向委員 申し訳ありません。流れが変わってしまうかもしれませんが、先ほど副大臣が、い

わゆる今日のⅠ番の基礎給付のところで、対象範囲に関して総論について考えがあればというお求

めがございました。そして先ほど、一時預かりということも御発言がありましたので、私はこのい

わゆる一時預かりに関して、少し考えていることを申し上げたいと思いました。  

 長年、親、特にお母さんたちの育児不安、育児ストレスを研究してまいりました。また、今、Ｎ

ＰＯ法人で子育て広場を運営しておりますが、今回、この新システムにいわゆる一時預かりが明確

に位置づけられたことは、大変画期的なことだと考えております。 

 理由を順番に申し上げたいと思いますが、まず１つは、現在の親たちの育児不安、育児ストレス。

育児に非常に孤軍奮闘していて、それが虐待につながっていったり、あるいはあまりにも育児を背

負い込み過ぎて、育児に熱心になり過ぎる現象等々、これは本当に深刻なものがあります。これは

都市部の状況だけではなくて、地方こそ、親の孤独というのは深刻になっていると思います。  

 したがいまして、理由を問わず、子どもを安心して預けることができる人と場所の確保というの

は、子育て支援に不可欠だと考えております。  

 そういたしますと、先ほど対象範囲、どこまでということも今日は大切な課題と伺っております

が、新システムはすべての子どもへの良質な発達環境の保障を明記している。すべての子どもとい

うことは、すべての親の生活実態に寄り添うことだと考えています。とりわけ、新システムは、女

性の雇用促進も明記しています。そうしますと、今は専業主婦として子育てに励んでいる女性でも、

育児休業中ということがあります。また、一定期間育児に専念した後、再就職を考えている女性も

今、非常に多いです。そういたしますと、月に１、２度の不定期な仕事でも、それが育児が一段落

した後の就労につながるケース等々がありますので、それらを支援することは、新システムの目的

に合致しているだろうと考えます。  

 最後に、そうはいっても、親の都合ばかり優先して、子どものことをどう考えるのかと。いわゆ

る一時預かりに預けられる子どもたちの最善の利益を損ねるのではないかという御懸念が強いと

思います。これはもっともなことだと思うんです。子どもの最善の利益を考えるのであれば、たと
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えいわゆる一時預かりといえども、質の確保というのは欠かせないと考えています。  

親が荷物みたいに預けることを心配する方が多いんですが、そうではなくて、受け入れる側が荷

物みたいに預からない仕組みをつくっていくことが非常に大事だと思います。いわゆる一時預かり

というのは、通常の定期的な保育とは違った難しさがあります。子どもは慣れない環境、人に対し

て不安定になって泣くこともある。こうした環境の中で、子どもの心身の安全をいかに守るか。短

時間だからこそ、あまり硬直化した制度にしていくと、また動かないと思いますが、柔軟性のある

質の確保というのは欠かせないと思います。  

 そのときに、やはり預かる人の養成ということが大事ではないかと思います。保育士資格に限ら

ず、地域の人たちが、私は「一時預かり」ではなく「一時保育」という言葉を使いたいと思います

が、一時保育に対する理解とか技術を高めて、そういう方々を養成することが、いわゆる一時預か

りを通して、地域の育児力の向上につながっていくということではないかと思います。  

 したがいまして、個人給付に子ども手当と並んで、いわゆる一時預かり等が明記されたことは大

変画期的なことで、これを是非進めていただければと考えております。  

○末松座長 ありがとうございました。  

 渡邊委員、どうぞ。  

○渡邊委員 先ほど、末松副大臣の方から、30 分ぐらい説明のありました、いわゆる現金、現物支

給について、市町村の実情を踏まえて、論点を絞って意見を出したらどうかというお話でしたけれ

ども、そういうことを踏まえて、ちょっと交通整理をしていただきたいなと思います。そんな考え

方から、御意見を申し上げたいと思います。  

○末松座長 もし具体論でどうしてもというのでしたら、そこはそれで結構ですよ。  

○渡邊委員 そうですか。基本的には、先ほど小宮山副大臣や末松副大臣からお話があったように、

１万 3,000 円という現金給付は、あくまでも実績に基づいた前提で物事を考えたわけです。その上

乗せ部分については、どれだけ予算措置がされるかは未定だけれども、一応現金給付になる部分と、

現物給付になる部分をどう位置づけていくのかといういろんな選択もあるでしょうが、そういう中

での議論、考え方を出してほしいということですが、基本的には、私どもは全国町村会もしくは六

団体の方に申し上げてきておりますけれども、保育サービスのような現物給付は、基本的に地方が

担って、子ども手当、いわゆる現金給付は全国一律にするのが基本ではないか。このことを、これ

までも申し上げてきましたが、当然国が全額負担すべきと申し上げてきております。これは絶対的

な我々の意見でございます。そんな中で、いわゆる個人への現物給付ということになりますけれど

も、この実施主体はあくまでも市町村を中心に検討すべきでないかと考えております。  

 また、これまでも申し上げてきておりますけれども、地域主権の観点から考えますと、国の関与

はできるだけ最小限にとどめるべきではないのかという考え方です。  

 また、先ほどの説明の中で、一時預かりについて、現物給付での位置づけをどうするのかという

点でありますが、あくまでも都市部と農村地域では状況が全く異なることが予想されております。

また、ニーズがあることは理解されておりますけれども、これらがやはり地域の実情に応じて対応

できるように考えていく必要があるのかなと考えております。 
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 また、現金給付と現物給付の一体的な提供については、一時預かりの利用が想定されるケースと

か、いわゆる一時預かりの利用の前提というものを考えていきますと、あくまでも現金給付と現物

給付の一時預かりとの組み合わせについては、私ども市町村の立場から見れば、現場のサイドとし

てはよけいな混乱を招く可能性があります。現金給付は全国一律の水準での給付で考えるべきでな

かろうかと基本的に考えます。いわゆる１万 3,000 円は国庫負担で一律で考えるというのが基本で

あり、現金給付と現物給付を分けて考えないと現場に混乱が生じるのではないかと思います。  

 それから「選択」という言葉も出ておりますけれども、非常に耳障りのいい言葉なんですが、我々

事務を担当する側にとっては、非常に混乱が想定されます。論点についてはそのようなことを申し

上げておきたいと思います。  

 以上です。 

○末松座長 わかりました。現場からのということですね。 

 山縣委員、どうぞ。  

○山縣委員 大阪市立大学の山縣です。総論部分ということですので、５ページの市町村の裁量に

ついてのみ、１点意見を言わせてください。  

 私は、裁量は認めるべきであるという考え方、この基本的方向には賛成しておるんですけれども、

ただし、裁量は子どもや保護者の利益を保障する方向で認めるということでなければならないと考

えています。 

 更に、子どもと保護者の利益が相反する場合には、子どもの利益を保障する方向での裁量が認め

られるべきだと考えています。ここがきっと後で出てくるいろいろなパターンのところの問題、論

点になるのではないかと思っています。  

 実際に、非常に厳しい市町村の財政事情や事業所の経済環境があるというのは理解をしているつ

もりですけれども、財源による裁量が現実には働く可能性が非常に高いと思っています。そこが起

こらないような形の制度設計をしなければならないのではないか。そのためには、国による十分な

子ども・子育て勘定の内実の確保、いわゆる財源の確保が必要になってくるという理屈になると思

います。 

 先ほど、委員の方から、子ども手当の児童手当分について、事業主負担がまだ残っているという

話がありましたけれども、まだ残っているという考え方よりも、是非とも新勘定においても事業主

負担というのは想定されておりますので、むしろ従来どおり、あるいはそれ以上に、子どもたちの

ために期待をするということでございます。それは国民の側もそうですし、税の集め方についても、

やはり子どもたちを育成していく社会、育ちやすい社会をつくるという方向で、是非とも全体の協

力を仰ぐという形の裁量権の発揮でなければならないと考えています。  

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。  

 両角委員、どうぞ。お待たせしました。  

○両角委員 明治学院大学の両角でございます。私の意見は、各委員から提出された資料の３ペー

ジに文書でも提出させていただいたんですけれども、総論的な部分について、今、申し上げます。 
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 結論から申しますと、一時預かりサービスなどを始めとする現物給付を基礎給付の個人に対する

受給権として設けて、それを現金給付と組み合わせて一体的に提供するということには疑問を持っ

ております。 

 その理由なんですけれども、もともとすべての子どもに対する基礎給付というのは、子ども手当

という現金給付としてまずは始まっていて、その現金給付には、やはりメリットがあると思います。 

 １つは、個人の法的な権利として、非常に具体的に設定されますので、保障がしやすい。もし、

それが何らかの理由で、権利があるのに受給できないというときには、個人はいろいろな形で、最

終的には裁判でその権利を求めていくことができる。その意味で、受給権を付与するという形に非

常に合っていると思います。  

 もう一つは、現金給付は使途が限定されておりませんし、本当に非常にさまざまなニーズが各家

庭、子どもの状態、性格、就労状況、住んでいる地域などのいろいろなことによってニーズは本当

に多様だと思うんですが、どのようなニーズを持っている子ども、保護者であっても、現金給付で

あれば、自分の判断で、自分の合った目的に使うことができるという特徴があります。  

 それに対して現物給付の方は、もちろん妊婦健診だとか、学校給食とか、割と画一的なものもあ

るかと思うんですが、原則として、一時預かりなどが想定されております。そうすると、実際たま

たま私は北欧が専門なんですけれども、北欧のように、本当に現実に地方自治体が、それは重度障

害者であるとか、本当の意味ですべての子どもに対するサービスを本当に提供する体制があり、実

際に提供しているという場合には、実際北欧では、法律で個人に対する受給権を保障して、すべて

の子どもに対する給付として、そういう現物給付が制度化されておりますけれども、そのような前

提がやはり我が国の現状には、とてもあるとは言えないのではないか。25 年までにそれが実現する

可能性が本当にあるのかどうか。  

 権利で保障するすべての子どもを対象にするからには、制度上すべての人が使えますとうたって

いるだけでは意味がなくて、本当にすべての子どもが現実に利用できるものでなければいけない。

それは実は非常に実現が難しいというか、非常に努力が必要なことではないかと思います。ですか

ら、現物給付自体に反対なわけではなくて、大日向先生がおっしゃったように、そのニーズがある

ということは、私自身が子どもを２人持っておりますので、よくわかっておりますし、ただ、この

５ページのような、すべての子どもに対する基礎給付、本来なら現金で１万 3,000 円なり、２万

6,000 円なり支給されるものの一部が、そういう一部の人には実際には使えない可能性が非常に高

いサービスに限定されてしまうというのは、制度の趣旨に合わないのではないかと思います。少な

くとも我が国の現状では、それは正当化できないのではないかと思っております。  

 以上です。 

○末松座長 わかりました。ちょっと１回御意見を聞いてからにしましょう。  

すみません、こちらからずっとお願いします。無藤さん、どうぞ。 

○無藤委員 たまたま私が言おうとした意見が、今の両角委員の意見と論点が同じですが、意見が

反対なんです。 

 私は、子ども手当に加えていく部分があるとするならば、基本的には現物給付でいくべきである
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と思います。なぜならば、やはり子育てに関わって支援があったらいいことは、無数にあろうと思

いますけれども、国としてどうすべきかというときには、日本社会全体の在り方、また日本の子ど

もたち全体が将来に向けてどう育つかという理念の下で、具体的に、特にここについては保障しよ

うということが大事だと思います。そういう意味では、優先順位を明確に国としてつけるという基

本を踏まえるならば、現物給付というのがベースになるべきである。これが第１に思うことであり

ます。 

 第２は、もう少し細かいことでありますけれども、基本的に事務経費が増えていくというのは、

財政が厳しい中で極めてばかげた選択だと思いますので、例えば市町村あるいは保育、子育て支援

現場の事務負担は、できる限り小さい形での在り方を求めるべきであると思います。  

 ３番目でありますけれども、例えば障害のあるお子さん、あるいはその保護者への支援といった

ことは、極めて明確なニーズでありますので、それについては特定の事業ということにおいて支援

を行うべきであろうということです。つまり、現金給付ということで、薄く、広くということは、

逆に言えば特定の明確なニーズを持った家庭やお子さんへの支援というものがほとんど実質的に

はできなくなると思いますので、そこは是非避けていただきたいと思います。  

 以上です。 

○末松座長 なかなかさまざまな御意見がありますね。 

 一応、皆さんの御意見をお聞きします。では、北條委員、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。ただいまのいろいろな御意見、至極も

っともな点が多いと承っておりました。また、前回も申し上げましたが、私どもは小学校入学前の

学校教育の第一歩を今まで担ってまいりましたし、今後も担っていく。そのことにいささかの揺る

ぎがあってはならないということが前提であります。 

 その上で、幼稚園教育をどういう形にするのかが不明な中では、意見を賛成とか、反対とかいう

ことを明確に申し上げることは、なかなか困難であるというのは、今回の議論でも同様でございま

す。 

 しかしながら、幾つかの点でこういうことは考えられるのではないかということがございますの

で、そのことのお話をさせていただきたいと存じます。 

 まず、すべての子どもという観点でありますけれども、ここではただいまもいろいろなところか

らお話がありましたように、やはり公平性ということが担保されなければならないと思います。サ

ービスを受ける方と受けない方というのは、必ず出てまいりますので、そこの公平性というのをど

うやって担保していくのか。  

 ２つ目は、地方裁量という点でございます。私どもは、私立幼稚園を運営しております。その際、

公費負担とか保護者の保育料負担という観点で、保育所の皆様よりも大変厳しい状況に置かれてお

ります。また、幼稚園から比べても大変厳しい状態に置かれております。  

 このたびの制度設計において、そういう公費負担あるいは保護者負担が平等になると読めるわけ

でございますが、その一方で、地方裁量が認められるということになったとき、現在、地方裁量に

よって地方の超過負担という形で、公費の投入が保育所あるいは公立幼稚園に莫大に行われておっ
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て、そこに大きな格差が現実にあるわけです。この格差がそのまま温存されてしまうということを

大変憂慮するものでございます。  

 一時預かりの件につきましては、大日向先生の質を担保すべきだということに大賛成でございま

すが、それと同時に、もう一つ考えていただきたいのは、私ども幼稚園としては、従来から保護者

の間でのお子さんの預かり合い。例えば昨日、私どもで遠足がございましたけれども、親子で遠足

を実施する場合、小さいお子さんがいる御家庭をみんなで支えて、一緒に連れていこうということ

で、長年にわたってやってきております。そういうことが、こういった地域地域での一時保育的な

サービスが充実することは大変結構なことなんですけれども、その一方では、私どもが積み重ねて

きたようなことがやりにくくなってしまうという面が実は出ております。私の園で例えば遠足があ

るとき、御近所の１コインで１時間預かってくださる施設が満員になってしまうという現実が出て

きておりまして、保護者同士で支え合うという従来からの、非常に穏やかな、暖かいやり方と言う

ものが消えていってしまうということももったいないことだと思いますので、御配慮いただければ

と思います。ありがとうございました。  

○末松座長 中島委員、どうぞ。  

○中島委員 基礎給付の最初の総論に特化して、その他はまた別途ということでお話をしたいと思

います。 

 すべての子ども・子育てを対象としたということは、もちろん賛成でございます。今後の御検討

で是非御留意いただきたいなと思うのは、何人かの先生方もおっしゃっていたかと思いますけれど

も、要綱にございました２階建ての絵に結構イメージが引っ張られてしまいまして、そもそも基礎

給付というときに、どういう考え方で何を含むのかということがややわかりにくい。何らかのイメ

ージがあってお分けになったんだと思うんですけれども、例えばすべての子どもを対象に養護とい

うことであれば、仮にここに書いてある１階の方に入ると思いますし、少しそこら辺の、この２階

建ての絵にこだわる必要はないのだと言われればそれまでなので、それでいいんですが、やはりせ

っかく子ども・子育て全体を社会で支えるシステムと銘打っていただいておりますので、やはり全

体像が見えやすい工夫をしていただけたらありがたいと思っております。  

 例えばなんですけれども、すべての子どもや子育てに関わる親御さんたちに影響があり得る社会

的養護やひとり親の問題、障害児支援などの福祉的な給付というのは、セーフティネットとして最

も基礎にきちんとあるべきもので、これはほかに財源がきちんと一元的に確保されているにしても、

もし絵を描くのであれば、この中にきちんと書き込むべきではないかと思います。その上ですべて

の子ども・子育てを対象とした給付であるとか、あるいはもう上に一段つくって、それは両立支援

であるとか、やはり大変期待を持ってこのシステムを見つめておりますので、何とか絵が全体とし

て描かれるとありがたい。その中で、今回ここを議論するということであるとか、あるいは財源を

新システムと限ったときに、ここを議論すると、少し論立てを整理していただけると大変ありがた

いと思っております。  

 一体的提供については、また後で申し上げたいと思いますけれども、現金給付と現物給付につい

ては、私どもも基本的に現金給付と現物給付は分離すべきであると考えております。現金給付は、
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今ある子ども手当は、もちろんそれで実績として大変ありがたいと思っておりますが、現金が多少

積み増されても、やはり現物給付の受け皿がございませんと、本当に必要な方が必要なときに支援

を受けるということがなかなかできにくいということもございますので、ここはやはり現物給付を

ベースに現金給付とのバランス、在り方を考えていくことが基本ではないかと思っております。あ

りがとうございました。  

○末松座長 田中委員、どうぞ。  

○田中（啓）委員 原則論だけ申し上げたいと思いますが、基本的に個人給付を現金給付と現物給

付の２本立てとすることにつきましては、私も賛成でございます。もちろん、現物給付にすると政

策目的に沿った利用が図れるという理由もございますけれども、結局、現金給付をするということ

にしても、そういったサービスなどが整備されないと意味がないわけですね。ですから、現物給付

を設けるということは、国、自治体がそのサービスをきちんと整備するということを、ある意味背

面で義務づけるという方向になりますので、これはむしろこういったことを積極的に認めることに

よって、そういったものを社会全体として保障していくという方向につながっていくと思いますの

で、むしろこれは望ましいと思います。  

 現物給付の対象とするものにつきましては、一時預かりと出ておりますけれども、全国的に質に

ついては下がるとしましても、内容自体が定型的なものについては、現物給付に入れていくという

余地はあるのかなと思います。具体的に何を入れる、入れないというのは、まだ具体案を持ってお

りませんが、そういう考えを持っております。  

○末松座長 わかりました。  

 高橋さん、どうぞ。  

○高橋委員代理 商工会議所の高橋でございます。  

 いろんな観点がございますけれども、総論部分、あるいは前回の指摘も含めまして、１つは、や

はり子ども手当の問題。先ほど経団連の藤原さんからもお話がございましたが、この新システムを

考える上でも、どうしても給付設計、給付規模の問題を考える上でも、財源の問題というのはやは

り大きな問題であろうと思います。理想的には、やはりセットで議論すべきであると思うんです。 

 先ほどの小宮山副大臣のお話で、「予算のプロセスの中で」ということもございますけれども、

ここはやはり我々としては、財源は裏表で考えていく必要があろうと思いますので、是非検討状況

については明らかにしていただきたいなというのがございます。 

 子ども手当で事業主負担が実質で残っておりまして、また、先ほどの事業主負担についての御期

待みたいなお話もあったわけでございますけれども、我々としては、従来から主張しておりますと

おり、子ども手当について事業主負担をするということについては納得していないということを改

めて申し上げておきたいと思います。  

 それから、観点は変わりまして、現金給付と現物給付の問題でございます。これはやはり配分の

問題が非常に重要であろうかと思っております。これも従来から主張してきております。限られた

予算規模の中で、現物と現金は最適なバランスを考える必要があろうと考えております。そこがど

の部分なのかなかなか難しいわけでございます。  



22 
 

 ただ１点、この限られた予算ということから言いますと、２万 6,000 円満額というところは、我々

の考えとしては、決してこだわっておりません。  

 それから、やや別の視点なんですけれども、先ほど連合さんの御指摘もございました。この給付

設計を２階建てとしている理由というのは、前回もお話があった、あるいは今回もいろいろな方々

からあるかと思いますが、我々としては、なかなかまだ納得できないといいましょうか、腑に落ち

ない。これは特別会計、あるいは特別勘定をつくるというところにつきましても、同じような疑問

を持っておりますが、要綱の方針の中では、利用者本位を基本として、すべての子ども・子育て家

庭に必要な良質なサービスを提供するということで、１階と２階を分けているのは、依然として、

なかなかすっぱり割り切った理由がなかなかわからないなというのが素直な感想でございます。  

 もう一つだけ。一時預かりの問題について、これは今後の検討がいろいろあるかと思います。今

日の御説明でもいろいろございました。留意すべき点は何点か考えているところを御指摘したいと

思いますけれども、一時預かりのニーズは高いと考えております。ただ、子どもの成長とか、家族

構成の変化、あるいは冠婚葬祭の回数といったものによりまして、ニーズというものは相当変化す

るのではないかと思います。冠婚葬祭など、居住地以外での参加ですね。こういうものも多いだろ

うと思います。居住地以外、住んでいる場所以外での利用をどういうふうに保障していくのか。あ

るいは支援していくのかという点があるのかなと思います。 

それから、こういった状況では、一定量の一時預かりの利用を法律上位置づけるというのが妥当

なのかどうか、この辺の検討も考える必要があろうかと思います。居住地以外の市町村での利用も

どう保障するか。先ほども申し上げましたが、あるいはレジャー施設。レジャー施設もいろいろニ

ーズがあるかと思いますが、レジャー施設での一時預かりといった、非常に多様な対象があるかと

思います。こういった範囲をどのように設定するかという辺りは、関心を持って議論をしていきた

いと思っております。この点は、利用券、バウチャーの問題についても同じような問題があるのか

なと思っております。  

最後に、小宮山副大臣は御退席されておりますけれども、やはり前回の最終結末でございますが、

議論が一つひとつ終わって、前回は最後にほぼ御了解をいただいたという副大臣の司会の御発言が

ございましたが、こういう進め方については、是非御再考いただければと思います。やはり全体に

バランスがあって、議論があって、了解あるいは了解しないという結論が出てくるものだろうと思

いますので、是非その辺は御検討いただきたいということです。 

○末松座長 駒村委員、お願いします。  

○駒村委員 慶応義塾の駒村です。  

 先ほどから議論がありました現物と現金の組み合わせのところですけれども、私は現物と現金の。 

○末松座長 失礼ですが、時間がだんだんなくなってきたので、１部、２部関係なく、ある程度全

体でしていただいた方がいいと思います。多分時間がなくなるのではないかという気がしてきまし

たので、皆さん十分におっしゃっていただいているのでね。 

○駒村委員 わかりました。もう関係なくよろしいですか。では、２部にも関係したところでお話

をします。 
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 現金、現物の組み合わせは必要だと思っております。今、議論している話は、１万 3,000 円プラ

スαの部分を０～100、現物と現金と利用券でどう分けるかという話で、もう一つ利用券という話

があるわけです。この３者は、それぞれメリット、デメリットが当然あるわけでして、現物は何で

も使える利便性がある一方で、確実性がない。何に使われるかわからない。一方で、公平性はある

かもしれないけれども、何に使われるのかわからない。 

 この現物と利用券をどのぐらいウェートを乗せるかは、政権の判断でどのぐらい子どもに確実に

サービスを提供したいのかという考え方を持っているかということに関わるので、そこは政権とし

て判断していただく部分があって、両角さんのおっしゃるように、子ども手当の理念制度に基づく

というのは、その理念自体をこれから話すわけですから、どの程度現物、要するに確実に子どもに

届けさせたいのかというのは、一律に答えがあるわけではなくて、まさにここを判断すればいいと

思います。 

○末松座長 それは皆さんに御意見をお伺いしているところです。 

○駒村委員 そうだと思います。だから、当然入れていいと思っています。  

 現物の方は、確実性がある一方で、確かに選択権がなかったり、サービスの供給が足りなかった

ら、アウトになってしまう部分があると思います。この一時預かりと給食のところは、そういう意

味では工夫が必要なんですけれども、もう一つ、子どもの健やかな育ちに使える利用券については、

子どもに使ってもらえる一定の確実性と多様性、選択性があると思うんです。  

これはもちろん、サービスの供給がついてこなければいけないわけですけれども、実際、私も関

わっている杉並区は、実は初めておりまして、本当に使いたい券がないんだよという区民の声を、

また区民を中心とした委員会で、ではこういうサービスも考えようではないかとか、こういう使い

方はまずいのではないかと。そういう区民同士で地域の子育て文化を議論してつくっていくという

機会になっているわけなんですね。そういう意味では、この利用券というのも、現物給付の限界を

クリアーするところとしては重要なものだと思います。 

 その上で、もう２部に入っていいということでございますので、利用券と一時預かりと学校給食

ですけれども、先ほどの中島局長のお話は、その線引きをというお話だったと思うんですが、もの

によって線引きの強さはあると思うので、この利用券についてイメージ１か２がいいのかというと、

私はイメージ１みたいな、ある一定の枠ははめてしまった方がいいのかなと思います。学校給食に

ついても、イメージ１の方がいいのかなと思います。 

ただ、一時預かりの方は、実は今、迷っておりまして、イメージ２でもいいのかなというように

見ております。どのぐらい現物と利用券のところに割り当ていくのかという強さですね。これは供

給量と供給の拡大の可能性みたいなものも、弾力性みたいなものも考えて、更にある程度強くしな

いと、所得階層によって全然使い方が違ってしまうかもしれないので、あまりにも個人の自由に任

せておくと、やはり生活が厳しい方は、全部現金の方に、なるべく現金の方に寄せていこうという

問題が出てくると思いました。  

 ただ、利用券の場合、行政コストが割とかかってくるのではないかと。つまり、別の人が使って

しまうとか、換金されてしまうなどということがないとは限らないわけで、そういうことを防止し
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なければいけないですし、照会しなければいけないので、行政コストが若干かかる可能性があるな

というのは付け加えておきたいと思います。  

○末松座長 倉田委員、どうぞ。  

○倉田委員 総論で１点、その他で１点、お話したいと思います。 

 まず、総論は５ページです。②「現金給付」「現物給付」「市町村事業」という分け方は、市長会

としてはなじまない。先ほど、渡邊町長からもお話がありましたが、地方は現金給付は国が一律に

して行う。現物給付は地方が行うという分け方をしておりますのに、「現金給付」があり、「現物給

付」があり、その次に「市町村事業」という３本立てにはならないはずなので、この点については

異論があることを申し上げておきたいと思います。  

 そういう観点からいくと、例えば一時預かりを相当重視をされておりますが、これは法律上どう

書き込むかですね。例えば「保育に欠ける」子どもたちは、市町村が措置しなければならないとな

っているわけですから、同じように一時預かりについて、ではどのように法律に書いて、それをど

う条例で受けるのかというところは、次の機会にでもお示しいただきたい。  

 もう一つは、問題はあると思いますが、市長会としては、保育料あるいは給食代の未納者に対し

て、受給権を保障するという考え方はわかりますけれども、本来果たさなければならない義務がそ

こで果たされていないわけですから、次の法律の中で明記していただければありがたいということ

を改めて申し添えたいと思います。  

 以上でございます。  

○末松座長 小田切さん、どうぞ。  

○小田切委員代理 高知県でございます。全国知事会の代表として、本県の尾﨑知事が構成員とな

っておりますが、所用で出席できませんので、意見を述べさせていただきます。  

 資料２の各委員提出資料をごらんいただきたいと思います。１、２ページでございます。  

 まず、１ページをごらんいただきたいと思います。基礎給付につきまして、サービスや給付の検

討の考え方でございます。  

 基本制度案要綱の中では、子ども手当や一時預かりは、基礎給付として位置づけられております

が、その財源の在り方ですとか、国と地方の役割分担などの基本的な考え方がまだ十分示されてお

りません。まずはそういった基本的な考え方を具体的にお示しいただきたいと考えております。  

 前回の第１回の会議で、当県の副知事からも申し述べさせていただきましたが、サービスや給付

を行うためには、先ほど来出ておりますが、財源が必要となりますので、基礎給付と両立支援、保

育、幼児教育のための給付といった区分でなくて、ここに書かせていただいておりますが、財源区

分を念頭に、１つは国が担う全国一律の現金給付。そして、２つ目に国が担う全国一律のサービス

給付。そして３つ目に地方が担う裁量性のあるサービス給付といった３つの政策に分けて議論すべ

きであると考えております。その際に、点線で囲んでおりますが、国が担う全国一律の現金給付に

ついては、全国一律として国が決定し、その全額を負担していただくこと。  

 そして２つ目の国が担う全国一律のサービス給付は、医学的見地からも全国で一定以上の水準を

確保することが望ましいもの、既に国民のニーズを踏まえて、全国的に広く実施されて、定着して
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いる、そういったものについては、国の責任において所要の財源を措置していただくこと。  

 そして３つ目には、地方が担う裁量性のあるサービス給付でございますが、国において税制改革

などにより、恒久的、安定的なものとした上で、地方への税源移譲などによって、国として制度的

な担保を措置していただくべきであると考えております。 

 全体の枠組みのお話をさせていただきましたが、次に、基礎給付の「２ 個人への現金給付・現

物給付」でございます。  

 まず、子ども手当につきましては、先ほど申し上げました区分の①と重複しますが、金額を全国

一律として国が決定し、その全額を国が負担していただくべきであると考えております。  

 妊婦健診につきましては、子ども・子育て新システムの目的から申しましても、新システムの中

に位置づけるべきであると考えておりますし、その際には、特定不妊治療費あるいは乳幼児医療費

の助成も含めまして、先ほど申し上げました区分②でございますが、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くべきであると考えております。  

 「３ 現金給付・現物給付（一時預かり等）の組合せ」でございます。  

 自治体間で子ども手当の金額自体が変わりますと、いわゆる自治体間での現金競争にもなりかね

ないと思われますので、繰り返しになりますが、現金給付の額は全国一律として国が決定し、その

全額を国が負担すべきでありまして、個人の選択に基づき、現物給付との組み合わせを可能とする

仕組みは適切ではないのではないかと考えております。 

 最後に、その他の子育て支援事業でございますが、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るとともに、その財源については、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てい

ただきたいと考えております。また、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

割は不可欠でございますので、今後新システムに位置づける都道府県の事業を具体的に検討してい

ただきたいと考えております。  

 以上、よろしくお願い申し上げます。  

○末松座長 ありがとうございました。  

 奥山委員、どうぞ。  

○奥山委員 子育てひろば全国連絡協議会の奥山です。５、６ページを見ながらお話をさせていた

だきます。 

 今回、すべての子ども・子育て家庭を対象にしたということは、今回の制度設計においては非常

に重要な意味を持っていると思います。やはり親が一義的な責任を持つとはいえ、やはり社会的に

サポートが必要な状況だと思います。核家族化等も進みまして、近隣に祖父母がいれば、そのおじ

いちゃん、おばあちゃんに預けて、少し買い物に出るとか、緊急のときに病院に行くということが

できますが、今、それができなくなっているから、この一時預かり等のサービスのニーズが出てき

ているということだと思います。  

 私どもは、この下の方の地域の子育て支援事業のところの地域子育て支援拠点事業を担っており

ますけれども、このすべての子ども・子育て家庭支援の基礎給付の部分というのは、お子さんが生
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まれる産前、産後から、おおむね幼稚園、保育園に入るまでのところというのもかなりターゲット

にしていると思います。大日向先生がおっしゃった育児ストレスだとか育児不安といったものが現

れやすい、孤立しやすいのはこの年齢層です。ですから、今、個人給付のことが話題になっており

ますけれども、是非、地域の子育て支援事業というところを、すべての子育て家庭にとって非常に

大事な基地になる部分であるということを、もう一度ここで改めてお話をさせていただきたいと思

います。 

その中で、子育て支援拠点や子育てひろばに出てきて知っている人、知っている場所であれば、

預けてもいいという層は確実にいらっしゃいます。私もこの一時預かりについてのニーズというこ

とについては、もう少し調査が必要だとは思いますが、実感としては、資料にも後で出てくると思

いますが、福井県や山形県など、女性の就労が高い地域でも、一時預かりを非常に使っていらっし

ゃいます。おじいちゃん、おばあちゃんが近くにいても必要なんですね。もちろん、都心部ではと

ても必要になっていると思いますが、まだニーズが埋もれている状況だと感じております。それは

横浜の４割の方が、まだ預けられる人がいないという現状からもわかると思います。  

ただ、やはり一時預かりのことをあまり申し上げますと、お子さんを簡単に預け過ぎるのではな

いかと必ず出てくるのですけれども、それは本当に祖父母がいたら預けたいと思うぐらいの量から

始めればいいと思っておりまして、是非その辺り、現金給付と現物給付のバランスというのは、地

域ごとにニーズを踏まえて設計していくことが大事になってくると思います。  

更に、この預かり手、担い手ですが、大日向先生が言ったように、子どもにとっても大事な預か

りになる、保育の場になるということが大事です。そういった意味では、地域の支え合いのベース

でここを進めていただきたい。そのことが、これを単にサービスで提供するだけではなくて、地域

の人たちに関わってもらって、一緒にそこを支えてもらうというような地域のインフラになると思

っております。ですから、そういった地域の人たちの研修も踏まえて、子どもの最善の利益につな

がるような一時預かり、保育にしていくということが大事だと思います。  

 ただし、この一時預かりの料金がばらばらなんですね。先ほどどなたかおっしゃったように、500

円だったり、600 円だったり。福井は１時間 350 円、行政がかなり支援をしています。そういった

意味で、ばらばらな給付にならないように、制度設計の方も考えていただきたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○末松座長 坂﨑委員、どうぞ。  

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑でございます。  

 先ほど村木さんがおっしゃいました基本的な考え方としての現金と現物のバランスをとるとい

うことに関しましては、そのとおりだと思います。そのことを前提として、５、６ページのことに

ついて少しお話をしていきたいと思います。  

 平成６年のエンゼルプランから、この一時預かり、また地域子育て支援事業というのは、保育所

が中心となって行ってきたという自負がございます。特に一時預かりについては、いろいろと法律

上変わった位置づけになったといたしましても、現在約 350 万程度あると思いますし、地域子育て



27 
 

支援も 1,200 か所弱だと思いますが、あると思います。 

ここ数年の予定といいますか、希望の数を見ましても、これが非常に大きくなっていて、そうい

う意味では、すべての子ども・子育て家庭支援という対象範囲の中に入っていることに関しまして

は、理解ができないわけではありません。  

ただし、非常にこの仕事をやってきて思うことは、現実的には、もしも例えばこの一時預かりと

いうものに対しての使途制限がないとすれば、どんな形であっても一時預かりを使えるんだと。そ

ういういわゆる権利として与えるということになれば、やはり相当額が必要であろうと。なおかつ、

それはそこの保育所や幼稚園の預かり保育に入っていない人たちが使うという可能性が多いとい

うことで、ここに置かれているのだと思われますけれども、個人に受給権を与えたにしても、現実

的にそういうものができるのか、でき得るのかどうかという供給体や現実的なところは、本当に財

源も含めてやっていけるのかというのは、非常に大きな形として思います。  

 また、特に地域子育て支援事業や一時預かりの箇所数と人が増えているんですが、現実的には、

過疎地を含めた町村では、この事業もできないのでやめさせている状況があるんですね。ですから、

全体的にニーズがあっても、地域子育て支援や一時保育をやることによって、町村はお金が出てい

くので、この支援事業をやめてくれないかということも基本的にはあるわけです。ですから、非常

にそういうことを考えると、町村の負担感とか、そういうことがないような形で進めないといけな

いのではないかと思います。  

 そういう観点も含めて、ここの中で子ども手当の額のそれ以上のことについては、市町村が自由

度を持って充てて使うんだという考え方があるわけですけれども、私はやはり現物は現物の分をき

ちんとやって、現金の分は現金できちんと分ける仕組みにならないと、論が矛盾するところもある

わけですが、現実的にもしかすると一時預かり等を使いたいものが現金給付に全部回ってしまった

り、逆の場合もあるのではないかということも考えますから、ここのところはきちんと分けて、分

離した形で進めることが正しいのではないかと基本的に考えています。  

 以上です。 

○末松座長 荒木さん、どうぞ。  

○荒木委員代理 全国国公立幼稚園長会の荒木と申します。子ども手当が給付されて、保護者の方

もゆとりができたかなという感じを目の当たりで見ておりますけれども、でも保育料とか給食費の

滞納は、まだ現実にはあるわけですので、その辺もやはり工夫していかなければいけないのかなと

思います。 

 そういう意味で、給食費のいろいろな工夫のことは、作戦としてはいいと思うんですけれども、

現物給付というところでは、本当に子どものために何が必要かという優先順位を考えていただきた

いと思います。５歳児だとすれば、今、１年生になるまでにほとんどの子どもが保育所や幼稚園、

さまざまな施設に通っていて、それから１年生になっていると思いますので充実しています。逆に

言えば低年齢児の保護者の方が不安が大きかったり、待機児の問題もありますけれども、子育ての

孤立感とか負担感という保護者のアンケートのところにも出ているのは、本当に小さなお子さんを

持っていて、どうしていいのか悩んでいるお母さんが孤立感にはまってしまうという現状があると
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思うんです。ですから、低年齢の方に必要な部分がたくさんあると思います。  

 幼稚園などでも、預かり保育とかサポート保育とか未修園児への園庭開放とか、さまざまな取組

をしていますので、今やっているところで工夫されているよさをうまく生かしていただきたいとい

うことも考えられます。  

 それから、最近、特別支援を要するお子さんもかなり増えきております。預かりといったときに、

その子に特別付かなければならない介助員の手配も必要になってくると思いますので、大きな意味

での現物給付というものを考えていただきたいと思います。 

 子育て不安を持っているお母さんたちも、人の集まり、子育て広場とかにいろいろ出てくること

によって、だんだんに不安が解消されていったり、人との関わりの中で救われていくところがたく

さんあります。やはり子育てというのは、人が育てていく、人との関わりを大事にすることがとて

も重要なことだと思うので、人に関わる政策をしていただければいいと思います。  

 大日向先生も言ってらっしゃいましたけれども、保育者の存在がとても大事だと思いますので、

養成とか研修にも力を入れていただきたいと思っております。 

○末松座長 できれば一度も御発言されてない方を優先的に、どうぞ。  

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。すべての子ども・子育て家庭支援については、

大変評価できることだと思います。これまでもすべての家庭にという話はあったんですが、やっと

ここまで来たかなという感じでおります。  

 市町村の裁量、国が基本的なところをきちっと決めるとしても、地域事情によってさまざまなニ

ーズの違いがある。「すべての家庭」といったときには、その家庭の事情によって求めるサービス

が非常に細分化してしまう可能性があります。そういう意味では、その実情に応じて市町村にある

一定の裁量権を認めることも非常に大きく評価できることではないかという気がしております。  

 その次の受給権者の選択をどの程度認めるかということなんですが、これは実は先ほどからも御

意見がたくさん出ておりますけれども、基本的に現金給付であっても現物給付であっても、受給権

者の主役は「子ども」であるということです。ただ、子育て家庭に対して親に対する給付があると

すれば、あくまでも子どもを育てる責任を全うするという意味での支援だと考えることであって、

基本的に子どもにとってどうかという視点が非常に大事ではないかと思います。  

 現金給付、現物給付の量の選択の話で、それを受給権者に認めるということについては、そうい

う意味では慎重を要するということが必要です。先ほどもお話が出ましたけれども、例えば貧困で

あればあるほど現金を求めるということになってくるだろうと思います。そのときに、本当にこの

現金が子どもにきちっと使われるかというと、必ずしもそうではないんだろうと。生活の実態を考

えると、そうならざるを得ないだろうということもあります。 

 そうしますと、本当に子どもが必要としているサービスが、子どもに届かないという現実が起こ

ると思います。ですから、確実にその子どもが必要としているサービスが子ども本人に届くような

制度設計上の工夫が必要ではないかという気がしております。 

 先ほどから一時預かりについての意見が出ておりますけれども、一時預かりという言葉には、い

ささかの抵抗を感じておりまして、大日向先生からは「荷物」という御発言がございましたけれど
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も、これは工夫の余地がある気がしております。子どもにとって、一時的に利用するにしても、ス

ポット的に利用するにしても、その子どもの日々の生活の連続の中で、重要な成長・発達を保障す

る場であるということ、また一時預かりは非常に個別性に富んでいる事業であります。そうであれ

ばあるほど、保育所の関わり方とか、ケアの仕方についても、それぞれ個別性に応じて対応してい

かなければならない。また、保護者の状況把握等もしなければならないということになりますと、

通常の保育よりも更に高度な知識・技術・判断能力等が求められるものであると考えています。そ

ういうことを考えますと、非常に経験豊かな人材養成の話も先ほどから出ておりますが、質の高い

保育士等が求められることになると思っております。 

 一時預かりは「託児」というイメージで制度設計が図られているように見受けられますけれども、

子どもはどこにあってもよりよく成長していく権利があるし、最良の生活の場が保障され提供され

るべきではないかと思っております。子どもたちは、これから成長が期待される存在であって、そ

のためにも一時預かり事業は、児童福祉精神の下に事業が成り立つ仕組みを構築していく必要があ

る。それには、サービスの質ということと給付の額・量は連動する話ですので、その辺に十分な配

慮をいただければという気がしております。  

 現金給付・現物給付のバランスの話になりますが、子ども手当については一定の評価をされてお

りますけれども、意見も分かれるところであることは御承知のことですが、待機児童の問題や一方

では子どもが減少していて地方でサービスが失われつつあるような状況を見ますと、やはりそうい

った基盤整備をしていくことについては、それなりに力を入れていかなければならない大きな課題

であろうと思っております。そういう意味では、このバランスについては、十分慎重に御判断いた

だければと思っております。  

○末松座長 ほかに発言なさってない方はおられますか。山口さん、どうぞ。  

○山口委員 日本こども育成協議会の山口でございます。地方の裁量について、一言申し上げたい

と思います。私は、地方の裁量というものをあまり多く認めるべきではないという立場でございま

す。すべての子どもたちに、例えば一時預かりであればこういったサービスを提供するという考え

方であれば、最低限ナショナル・ミニマムというものを設けて、それ以上のサービスの部分に関し

ては裁量を自由にされてもいいと思うんですが、最低限のものは国の方で定めるべきだと考えてお

ります。 

 例えば地方に行きますと、保育課長が昨日までは土木課にいたとか、ある政令指定都市などでは、

当市では病児保育のニーズが全くありませんということを平然とマスコミでおっしゃるような、事

務能力も知見も欠如したようなところも残念ながらあるということを是非知っていただきたい。も

ちろん、ここに御参加いただいているような先進的な自治体の方もいらっしゃるとは思うんですが、

そういうところばかりではないということ。そのためにナショナル・ミニマムが必要だということ

をしっかりと御考慮いただきたいと思います。  

 ２番目でございますが、これは大日向先生もおっしゃったように、ただ預かるということではな

くて、保育だということを前提に質の面が重要だと思っております。その質を担保するためには、

やはり供給する事業者の入場もしくは退場のシステムのルールづくりをしっかりしていただかな
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いと、その質の担保はできないと思いますので、その点もよろしくお願いしたいと思います。  

 その上で、提供事業者が、単に形式だけを整えるのではなくて、事業の提供者ができるだけ自分

たちの創意工夫を持った事業展開がしやすいような制度であって、更に利用者が利用しやすいよう

な制度を構築することが必要だと思います。  

 最後に、よく子どもを他人に預けて親が遊ぶなんてという、感情論的には確かに私も持っており

ますし、そういう声がたくさんございます。ただ、例えば 10 年前、皆さんの御記憶にあるかどう

かわからないですけれども、これは私も間接的に携わったんですが、大阪でコインロッカーに子ど

もを「預けた」という事件がありました。当然、逮捕されたわけですが、その親と私のところの職

員が直接話しをしたところ、「預けるところがなかったからコインロッカーに預けたんだ」と。そ

ういうレベルの人も世の中にはたくさんいるんだと、そういう人こそ救わないといけない。そうい

う場面もあるんだということを前提に制度設計をお願いしたいと思います。  

○末松座長 あと 30 分ぐらいなので、私の方で最初に２つに区切って、それで時間がなくなって

１つにして、どうしてもという話なのか、それともここで一回区切って、回答のような形にさせて

いただいた方がよろしいか。一応もう皆さんおっしゃりたいことは、まずは完結させた方がよろし

いですか。 

○渡邊委員 先ほど言われたものですから、総論だけ話して後にしようと思っておりました。  

○末松座長 それでは、渡邊さん、簡潔にお願いします。 

○渡邊委員 簡潔にと言われましても、そうはいかない面もありますけれども、御容赦いただきた

いと思います。 

 先ほど個人給付の中で、いわゆる個人給付の一部について、市町村の選択によって、就学後の学

校給食費として学校に支払うような仕組みを可能としたいという考え方を検討しているというお

話がありましたが、これらは我々市町村で、学校側の方で給食費の滞納という現実を考えた場合、

切実な問題であり、課題でもあるわけであります。そんなことから考えますと、当然このことを善

処していただきながら、さらなる検討をしていただきたいし、更に小・中学校の学校給食費だけで

はなくて、いわゆる保育所及び幼稚園の給食費も含めて対応を検討されてはどうかと思いますので、

そのことをお願いしたいと思います。  

 それから、先ほど申し上げたように、滞納の実態というのは非常に厳しい状況下にあるわけです

し、また市町村においては直営で給食事業を行っているところもありまして。  

○末松座長 滞納されているのは、大体何％ぐらいですかね。いろいろな情報を見ると、ごく数％

から、かなりあるという話もありますけれども。  

○渡邊委員 各市町村によってばらばらでしょうけれども、しかし、100 万、200 万単位はざらな

んです。規模によって異なりますけれども、その辺の実態を考えていただきたいと思います。でき

るならば私どもも考えざるを得ないんですけれども、この個人給付の選択による考え方の中で簡便

に徴収できるような仕組みがあるかどうか、いろいろ現金給付の目的とか、受給権の保護の問題等

もあるんですけれども、その辺を御検討いただきたいと思います。 

 それから、妊婦健診について、基礎給付として新システムによって給付するという考え方が打ち
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出されているわけでありますが、どのような検討をされて、この新システムに組み入れたいという

考え方に至ったのか。これを聞かせていだたきたいと思います。 

 なぜならば、今、保健事業として各市町村は厚労省の通達によって、ありがたいことなんですけ

れども、今回 14 回まで認めていただいたんですね。それで５回分は一般財源化されておりますし、

９回分は国庫負担で今年度末までに実施されることが保障されているわけであります。しかしなが

ら、公費負担を前提としていながら来年度の概算要求を見ますと盛り込まれていないですね。その

辺はどうなのかということが疑問に感じます。  

 そんなことを考えていくならば、これまで子どもを主体とした現金・現物給付という基礎給付の

在り方を考えておるんですけれども、いわゆる親、妊婦の保健、本来であれば市町村の保健事業と

してやるべき分野でありますので、これは新システムで適当なのかということを疑問に思っている

ところであります。  

 それと併せてもう一つ提案したいのは、新システムの対象とはされておりませんけれども、現状

では子育てに対する相談事業、これはおわかりのとおり、若い保護者にとって子どもの不安が物す

ごくありますね。そしてそのことが乳児の虐待とか児童の虐待につながっているわけであります。

これらが非常に若い子育て夫婦の大きな社会問題にもなっているんです。そのことを考えた場合、

相談事業もそれぞれやっているとは思うんですけれども、これもやはり現物給付の一部に組み入れ

てもいいんではないかということを提案したいと思います。 

 以上であります。  

○末松座長 ありがとうございました。  

 では、中島さん、どうぞ。  

○中島委員 すみません。先ほど総論だけだったので、簡単に幾つか、これからの議論に資する意

味で問題提起をしたいと思います。  

 １つは、先ほど来の一体的な提供の件なんですけれども、やはり現金で、例えば子ども手当とい

う形で支給された場合に、受給権との関係で、本人同意がある場合以外に可能なのかどうか。これ

は、いい、悪いというよりは、まず法的に可能性としてどうなのか。そこを少し御教示いただきた

いと思っております。使途制限のない現金に、結果として使途制限をかけることにもなりますので、

それがどうなのかということです。  

 それから、特に無理があると思うのは、今度、自治体さんのところにこの部分が下りたときに、

現金と現物の割合を個人単位で選択する。これは実務的に、非常に管理運営事務手続が煩雑ですし、

本当に受給者の利便性も含めて現実的なのかどうか。これは率直に言ってかなり無理があるような

気がいたします。やはり一定程度は、もし仮にやるのであれば、自治体さんの判断でこの部分はこ

ういうサービスに使うとか、こういう使い方をするというふうに、何らかの仕切りが必要ではない

かと思っております。  

 学校給食費につきましても、これは一般債権と通常は理解されると思いますので、これを法的に

事前に、本人同意があればよろしいんだろうと思うんですけれども、どういう扱いになるのか。と

りわけ皆さんおっしゃっていますように、給食費だけではなくて、子どもに関連しただけでも、保
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育料であるとか幼稚園の関係の利用料であるとか、該当するものが相当程度ございますので、そう

すると現金がみんななくなってしまったりすることもありますので、どういう考え方でいくかとい

うことが結構ネックになると思っております。  

 それから、利用券ですけれども、これも駒村先生おっしゃったようなメリットも多分あるんだと

思いますけれども、逆に本当にそのメリットが利用券という形であるのだろうかというところが、

もう少し今後の議論の中で論点をはっきりさせていただけたらと思います。  

 一時預かりなんですけれども、既にもうさまざまな事業が実施されておりまして、一時預かりと

いうよりも一時保育と言っているところも多いと思いますけれども、非常に多様だと思います。や

はりお預かりする時点で血液型だとか、基本的な情報は子どもさんの状況も含めてキャッチしなけ

ればいけないという意味で、ただ預けるということにはなっていないと理解しております。  

 ただ、御案内のとおり、緊急、かつ、一時的、それからレスパイトという意味で、一人親の支援

など、かなり重要なところもございますので、これもどこで一定の公平性といいますか納得性をつ

くるかということだと思います。例えば今、一人親などですとショートステイとかお泊りデイ、こ

ういうものも必要になっているケースもありまして、大変幅が広うございますので、やはり必要な

ところからという工夫ができないかと思っております。 

 逆にパートで働いてらっしゃる親御さんが待機児童が多くて入れないために、恒常的に利用して

いるケースもあって、これはむしろ通常の保育所なり幼稚園なり幼保とされるところで受けていく

必要があるだろうと思っております。  

 最後に妊婦健診とその他の家庭訪問事業等ですけれども、やはり健康管理や子育ての孤立を防ぐ

意味で、これはアウトリーチでやっていく作業は、御本人たちを地域に引き出すためにも非常に重

要だと思っておりますので、ここは是非基礎的給付の中で展開していただければと思っています。 

 ありがとうございました。  

○末松座長 藤原さん、どうぞ。  

○藤原委員代理 経団連の藤原です。一時預かりの位置づけだけ１点申し上げたいと思います。今、

一時預かりの実態というのは非常に多様であって、市町村によっては、例えば児童館で一時預かり

をするとか、ファミリーサポートセンター事業とひろば事業が連携してやるとか、そういう例もあ

ると伺っております。そういうふうに、各自治体の現場で一体的に行っている実態がある中で、こ

の６ページの図のように、一時預かりと地域の子育て支援事業と分けて議論するのは、かなり無理

があるのではないかという感じがいたしますので、私どもの考え方としては、個人給付として「一

時預かり」を位置付けるのは難しく、両者とも市町村事業として位置づけて、各自治体の柔軟な取

組を促して、そこを支援していく方が自然ではないかと思っております。  

 以上です。ありがとうございました。  

○末松座長 大日向さん、どうぞ。  

○大日向委員 その点に関連しますが、５ページのところで現金給付、現物給付、市町村事業とい

う区分けがあります。この区分けに関して、現金給付は国で、現物給付は市町村へという御意見が

あります。今、地域主権は時代の趨勢ですので、その意味は非常によく理解いたしますが、現物給
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付には、先ほど山口委員あるいは奥山委員が言われたように、一定のミニマム保障も必要だと思い

ます。なぜならば、子育て支援に関して今、一番大切なことは潜在化させられているニーズをいか

に掘り起こすか。そして掘り起こしたニーズに対して、質を担保した支援をどれだけ届けていくか

ということが大事です。地方自治体の力、あるいは理解度にもいろいろ格差があるということは、

どの委員も共通しておっしゃってらっしゃいます。だとすると、現物給付にも一定のミニマム保障

ができる。その上で市町村の独自性、特性を生かしたということでは、この５ページの現金給付、

現物給付、市町村事業という区分けは必要ではないかと考えております。  

○末松座長 ありがとうございました。  

 では、お二人、手短にお願いします。  

○山縣委員 ありがとうございます。重複部分がほとんどですので、簡単に言わせていただきます。 

 １点目は、市町村の課題が保育料未納であるということが、日保協の昨年のデータで出ておりま

す。先ほど副大臣から言われましたけれども、私が所属している大阪市では、年間５％ぐらい保育

料が未納で、３億 5,000 万ぐらいになっております。かなりの額だと思っています。  

 こういうことがありますので、各委員から提案がありましたように、今、学校だけが例示されて

いますけれども、是非とも就学前の部分についても積極的に例示をしていただきたいということが

1 点目です。 

 ２点目は、一時預かりのところで、これは山口委員の御指摘と同じなんですけれども、一時預か

りについて給付対象とするならば、少なくともこれは指定制度の下で、事業参入への入退所の制約

をかけなければいけないのではないか。現に今、本日の資料にもありますように、そういう制度外

のところで行われているところがたくさんありますので、単純に個人給付の現物給付に持っていく

と、その可能性がある。そういう意味では、これも複数の委員がおっしゃっていましたけれども、

地域の子育て支援事業、現在はここに、児童福祉法上はこちらの方に入っておりますので、そこに

戻す方が適切ではないかというのが２点目です。  

 最後ですけれども、現行法と矛盾するから難しいというのが随所に何となく感じるんですけれど

も、真に子ども福祉に資するものならば、法律を改正するぐらい強い意志を政府の方に持っていた

だきたいということが３点目です。  

 以上です。 

○末松座長 北條委員、どうぞ。  

○北條委員 今日の御議論の中にはないようなんですが、要綱の方には、給付設計の部分に幼保一

体給付とこども園（仮称）についての言及があるわけですが、本日これは議論しないということで

よろしいんですね。  

○末松座長 はい。  

○北條委員 わかりました。  

○末松座長 御意見、どうもありがとうございました。本当にさまざまなお立場から貴重な御意見

を賜りました。政府の方から答えられる回答。皆さん多岐にわたっておられるので、すべて満足で

きないことは御了解いただきたいと思いますけれども、お答えできる点についてお願いします。  
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○黒田室長 幾つか御質問がありましたので、まず御質問の部分をお答えしたいと思います。  

 渡邊町長からお話のありました、妊婦健診と相談事業の関係でございます。妊婦健診につきまし

ては、本日お手元にお配りしております資料の 40 ページの一番最後のところに記述がございます

が、来年度以降の国の対応につきましては、現在、22年 10 月８日に閣議決定されました緊急総合

経済対策の中で公費助成の継続などについて明記されておりまして、今、政府部内で検討を進めて

おりますので、そういった状況、つまり国の関わりというものを、ここのフレームの中で検討して

いくことになっているということを、まずお伝えしておきたいと思います。  

 相談事業の関係につきましては、技術的には相談を事業として構成する場合と権利として構成す

る場合とあると思いますが、相談の権利というものを法的に位置づけられるかどうかという技術的

な論点がございますので、そういった点も踏まえて検討していくことになります。  

 中島委員からお尋ねがありました、例えば給食費などについての一般債権等の扱いをどうするの

かという話につきましては、この分野については御要望も非常に強くいただいておりますし、中島

委員からいただいたような法的な諸点も含めて、更に私どもの中でも検討を深めてまいりますので、

受け止めさせていただきます。  

 以上でございます。  

○末松座長 村木さんの方から何かございますか。  

○村木政策統括官 あと法律的な質問があったものは、受け止めさせていただきます。  

 議論が相当、今日の基礎給付だけでこれだけ相当な議論がありましたので、今日いただいた御意

見は、項目ごとにきちんと整理をして、次回お渡しするようにしたいと思います。正反対の意見も

ありましたし、それらを少し集約できる、包含できるような御意見も後で出たりしましたので、も

う一回今日出た意見を項目ごとに整理したものを皆さんで見ていただいて、第２ラウンドの議論に

つなげたいと思います。  

 それから、１階建て、２階建ての議論はいろいろ御疑問が出ましたので、それは１階部分、２階

部分、３階部分があるかどうかわかりませんけれども、それを御議論いただいた後で、全体はこれ

でいいかどうか。そのときに、国か地方か、現金か現物か、こういう議論が出ましたので、その切

り口で全体の絵で、それぞれにどんな色が付いているかということをもう一回議論をして、最後の

絵を仕上げるような形でやらせていただけたらと思います。 

 ですから、今日の御議論はきちんと整理をして皆様にお返しして、皆様はそれを見てまた２ラウ

ンド目の議論に備えていただく。  

 一通り進んで、一巡した上で、もう一回返ってこられるような形にしていただけると、事務局と

しては大変ありがたいと思います。  

○末松座長 今の村木さんの御提案、私も丁寧な運びが必要だと思っております。藤原さんからも

いろいろとお話が出ましたので、そういう形で皆様の御意見をまとめさせていただいて、また皆さ

んにごらんいただいて、そういった中でまた議論を固めて方向性をつくっていくという形でよろし

ゅうございますか。  

 どうぞ。 
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○坂﨑委員 今、こうやって聞いていて、いろんな疑問があるんですけれども、その疑問について

は直接お送りして、次の回に御回答をいただくような形にはならないんですか。  

○末松座長 今、それぞれの部署から、それぞれの担当質問については、みんなメモをとっている

はずでございますので、できる限り返していく形にしていきたいとは思っております。皆さんそれ

でよろしいですね。  

（「はい」と声あり）  

○末松座長 ということで御了解をいただいたということで、そういう形でやらせていただきます。 

 そういうことを御了解いただいた上で、林政務官の方から、どうぞ。  

○林政務官 今日は１時間以上抜けておりましたので、後半の議論しか聞かせていただくことがで

きなかったんですけれども、ありがとうございました。そうした中で、やはり我々としても、でき

るだけ皆さんの御意見を聞かせていただきながら、いい制度をつくっていきたいと思っているのが

大前提でございます。そうした中で、現金給付、いわゆる子ども手当の部分と、現物給付について

もいろいろと今日は御意見を伺いましたけれども、ミニマム保障というお話がございましたが、こ

の観点から、この現物給付の中に一体どういうメニューが必要なのかという辺りも精緻な議論が必

要ではないかと思いました。対象年齢の幅も含めて、子ども手当との見合いの議論もありますので、

そこら辺もしっかりとまた皆様の御意見を聞かせていただきたいと思いました。  

 その上で、いつも財源の話を含めていろいろいただいているわけですが、そうしたことにもでき

るだけ御理解をいただけるように議論を積み重ねながら、市町村の裁量権の話が当然出てくるわけ

ですので、今日も本当にいい御意見をいただきましたので、事務局の方で整理をいただいて、その

御意見が１つでも２つでもしっかりと制度の中に生きるように政府としても頑張ってまいりたい

と思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。  

○末松座長 どうしても今日これを言っておかないとという方がおられたら、どうぞ。  

○奥山委員 すべての子ども・子育て家庭の支援というと、ここに入っている以外にもたくさんあ

ります。事業になっているものは入っていますけれども、それ以外にも地域でさまざまな子育て支

援活動が行われております。そういう観点からも、市町村裁量が強まるということであれば、きち

んと新しい事業だとか、見直すべき観点とかを話し合える、子ども・子育て会議（仮称）市町村版

というものを是非位置づけて、ここがもっと活性化できるような位置づけに是非していただきたい

と考えております。  

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。極めて貴重なポイントですね。  

 あとほかにございますか。村木さん、どうぞ。  

○村木政策統括官 もし本当に、しまった、これは言わなければいけないけれども、末松副大臣が

怖くてもう言えないという方は、これから先のことはまだ議論がありますので、今日のところで言

い落したとか、ここを是非ということがあれば、質問も含めて紙でお出しいただければ、それも合

わせて整理をしてまいりますので、事務局の方で努力したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
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○末松座長 では、もし言い足りなかった、あるいは紙を見て読まれている方もおられましたので、

用意はされているんだと思いますけれども、そういう方は是非紙を村木さんのところにいただけれ

ばと思います。 

 あと皆様に御了解いただきたいのは、予定にはなかったんですけれども、追加でもう一度またこ

の御議論をさせていただくお時間をいただきたいというのが、私、座長からのお願いでございます。

皆さんお忙しいでしょうけれども、是非また事務方の方、そういうことでよろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは、御了解いただいたということで、私も実はこの場が一番重要なのは、やはり財源がし

っかりしてないと絵に描いた餅になってしまうので、いろんな御意見がございましたが、「幾ら金

があってもサービスがなければ全然だめではないか」ということも極めて大きなポイントでござい

ますし、私の得た印象では、最後迷ったら子ども本意で判断していくという貴重な御意見も賜りま

したし、また地方から見たら、やはり「地方の事務を煩雑にするな」と、これは本当に実態的な話

がございましたし、また、幼稚園の方から、「例えば保護者同士の助け合いというか、ああいった

心のことをできるだけ大切にしてくれ」という御議論も賜りました。これは制度だけではない心の

精神的な話でもございますので、こういったこともきちんと話し合っていければと思いますので、

是非もう一度皆さん御協力賜れればと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 こういうふうに言うと、もう終わらなければいけないようで、時間前に終わってしまって、今日

はそういうことでよろしゅうございますか。  

（「はい」と声あり）  

○末松座長 今日は本当に御協力、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。  
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