
 

 

 

 

 

 

 

                 

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７回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）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７回会合 

議 事 次 第 

 

             日 時  平成 22 年 12 月 15 日（水）17：00～19：40 

               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）社会的養護等について、障害児に対する支援について 

   （２）費用負担について 

   （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７回会合を開始いたします。本日も、お忙しい中お集まりいただ

きまして大変ありがとうございます。 

 それでは、本日の委員の出欠について事務局より御報告申し上げます。 

○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、欠席となっておられる方が４名おられます。全国知事会の高知県知事尾﨑正直様、日本経

済団体連合会の髙尾剛正様、日本テレビ放送網解説委員の宮島香澄様、明治学院大学法学部教授の

両角道代様、４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、本日御欠席の代理といたしまして、日本経団連より経済政策本部長の藤原清明様に代理出

席をいただいております。 

 なお、本日は高知県知事の尾﨑正直委員に代わりまして三重県知事の野呂昭彦知事が代理で御出

席というふうに御連絡をいただいておりますが、ちょっと遅れていらっしゃるようでございます。

以上でございます。 

○末松座長 本日は、社会的養護、障がい児支援について専門的な見地から御意見をいただきたい

と思いますので、淑徳大学教授であり、幼保一体化ワーキングチーム委員でもいらっしゃる柏女霊

峰委員に御出席をいただいております。どうぞよろしくお願いします。 

 それから、後半は費用の負担ということの議論をメインにさせていただきます。そういうことで、

その時間を十分に取りたいと思っています。 

 また、年末までに私の方の指示なんですけれども、クオリティの改善ということで、そちらの費

用についてもできる限り明らかにしていくようにという形で私の方で言っておりますので、これま

た年末という位置付けになろうかと思います。 

 それでは、まず事務方から資料の確認をお願いします。 

○藤原参事官 資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第に、配付資料の一覧がござい

ます。 

 資料１が、「社会的養護等について」です。 

 資料２が、「障害児に対する支援について」です。 

 資料３が、「子ども・子育て支援施策にかかる費用推計について」です。 

 資料４が、「各委員提出資料」です。 

 この４種類の資料をお手元に配付させていただいております。 

 なお、参考資料といたしまして、参考１が「更なる検討が必要な事項について」です。こちらは

前回までにサービス、給付のメニューについては一通り一巡いたしておりますが、更に積み残した

事項も多々ございますので、一応それを整理したものでございます。 

 参考２は、第４回基本制度ワーキングチームにおける各委員からいただきました主な意見の概要

を取りまとめたものです。 

 この２種類を参考資料ということでお手元に配付をしております。以上でございます。御確認い

ただければと思います。 
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○末松座長 よろしゅうございますか。それでは、社会的養護、障がい児に対する支援について意

見交換を行いたいと思います。事務局から資料の説明を行い、その後、幼保一体化ワーキングチー

ムの柏女委員から子ども・子育て新システムと障がい児児童福祉、社会的養護について御発表をい

ただきたいと思います。 

 では、まず事務局から説明をしてください。 

○高橋課長 厚生労働省の家庭福祉課長をしております高橋でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、資料１、２につきまして御説明をさせていただきます。 

 資料１の「社会的養護について」でございます。表紙をおめくりいただきまして、基本制度案要

綱での記載でございますが、社会的養護をはじめ都道府県事業として位置付けることが適当である

と考えられる事業について検討と、このような記載がございました。 

 資料全体は「現状」と「新システムでの位置付け」という構成でございますが、おめくりいただ

きまして４ページでございます。 

 「要保護児童を対象とする社会的養護等の全体像」でございます。虐待を受けた児童などの要保

護児童に対しましては、都道府県等で行っております社会的養護施策と、市町村が行う要保護児童

対策が連携して行われてございます。 

 右上の社会的養護でございますが、主に都道府県等の児童相談所で相談等をいたしまして、児童

相談所は都道府県、指定都市、それから児童相談所設置市が今は３つございますが、児童相談所で

児童の委託、入所の措置ということを行ってございます。各種の施設、あるいは里親等でございま

す。 

 また、左下でございますが、市町村におきましては相談あるいは乳児家庭全戸訪問事業、養育支

援訪問事業などの結果などによりまして被虐待の疑いがあるというようなことを発見、または相談

というようなことを行っておりまして、重要なものであれば、難しいケースなどの対応は児童相談

所につなぐ。また、地域の関係機関の連携、要保護児童対策協議会などの連携を市町村では行って

おります。 

 次のページでございますが、社会的養護の施設の全体像でございます。保護者のない児童、被虐

待児など、家庭環境上養護を必要とする児童等につきまして、公的な責任として施設において社会

的に養護を行う制度でございまして、ごらんのように乳児院、児童養護施設等々の施設がございま

す。また、里親制度におきまして家庭で養育するというような制度がございまして、対象児童全体

は 47,000 人というような規模になってございます。 

 現状でございますが、次の６ページは昨今の状況でございます。左側にありますように、児童相

談所におきましては児童虐待の相談件数が非常に増加してございまして近年 3.8 倍、年間４万件の

相談がございます。 

 また、右側のグラフにありますように、例えば児童養護施設でも入所児童の半数は虐待を受けた

経験がございます。 

 次の７ページでございますが、障がいのある児童が増加してございます。児童養護施設におきま
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しては最近 10 年間で大幅に増えておりまして、入所児童の 23％が何らかの発達障がいあるいは知

的障がいなどを有しているというような現状になってございます。 

 次の８ページは施設数、児童数の状況でございますが、児童虐待の増加によりまして近年、施設

等での入所児童数、里親委託児童数は大幅に増えてございます。 

 次の９ページでございますが、「社会的養護の仕組みの特徴」でございます。社会的養護は、子ど

もを守るべき保護者が子どもを守ることが難しい状況になったときに公の責任で保護する仕組みで

ございます。ごらんのように、措置制度によりまして児童相談所を中心に対応しております。また、

その中で母子生活支援施設につきましては母子家庭の保護ということでございまして、母親が契約

の当事者になりますので申込み決定方式ということで主に福祉事務所で対応してございます。 

 10 ページにはその特色を記載してございますが、利用方式は措置制度ということで、虐待を受け

た児童など、親による利用契約ができませんので行政による措置ということです。 

 また、実施主体は児童相談所を中心に行っておりますが、専門的知見を集約させて専門職がチー

ムで対応するというようなアプローチでございます。 

 また、施設の数もそれほど多いものではありませんので、都道府県単位の広域で利用調整をして

ございます。 

 また、対象の子ども・家庭数も人口１万人当たり措置児童数は 3.2 人、年間新規は 0.9 人という

ようなものでございますので、広域で対応してございます。 

 財政方式は、措置制度でございます。 

 次の 11 ページでございますが、子ども・子育て施策の中での位置付けでございます。子ども・子

育て施策の中で、社会的養護は重要な柱でございます。国レベルの少子化社会対策基本法に基づく

「子ども・子育てビジョン」でも位置付けがございますし、都道府県・市町村の行動計画でも盛り

込みをしてございます。 

 12 ページは、国の「子ども・子育てビジョン」の社会的養護に関する数値目標でございます。 

 次の 13 ページでございますが、「市町村における要保護児童対策等」でございます。要保護児童

対策協議会というものを 16 年の児童福祉法改正で法定化いたしまして連携体制を取っております。

保育所、幼稚園、学校、警察、医療機関などの関係機関と市町村が連携いたしまして、虐待を受け

た子どもの連絡を受ける、またはその対策のネットワークを図る。難しいケースにつきましては、

児童相談所にケースをつなぐ。このようなことを行ってございます。 

 次に 14 ページでございますが、「子育て短期支援事業」というもので市町村事業として実施して

おります。ショートステイ、トワイライトステイなど、保護者の疾病や仕事により児童の養育が一

時的に困難な場合に児童養護施設などを利用して行うものでございます。 

 また、（３）にございますように「特別の支援を要する家庭の児童の保育所入所」につきましての

優先的な取扱いというような規定が、児童虐待防止法あるいは母子寡婦福祉法にございます。 

 15 ページでございますが、15 ページ、16 ページは昨今の「社会的養護の充実のための取り組み」

をまとめてございます。 

 次に 17 ページでございますが、この分野の課題といたしましては大きな規模の児童養護施設で大
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舎制というものが大多数でございますが、これをできるだけ家庭的な環境で養育できるようにとい

うことで施設も小規模化する。また、できるだけ里親、ファミリーホームなどへ展開していく。こ

ういう施策を推進してございます。 

 18 ページにありますように、大規模な施設を小さくいたしまして地域展開をする。施設機能の地

域展開、地域分散化というようなことで推進をしてございます。 

 19 ページにありますように、里親につきましてはさまざまなところからの支援制度を行うという

ようなもので体制の充実に努めているところでございます。 

 次からが、「新システムでの位置付け」の論点でございます。 

 21 ページでございますが、社会的養護、主に施設等でございますが、その位置付けでございます。

行政による措置という方式により、都道府県等を実施主体として行われている社会的養護の施設入

所等の位置付けについてどのように考えるか。 

 社会的養護につきましては、親がいない、親が虐待を行っているなどで、親による利用契約がで

きない、または不適当な場合に利用されるため、行政による措置制度での支援が必要ではないか。 

 また、都道府県、児童相談所において多くの専門職がチームとして関わり、支援する。そのよう

な専門性の確保が必要ではないか。 

 または、施設の数あるいは対象の子ども・家庭の数を踏まえた広域的な対応が必要ではないか。 

 したがいまして、都道府県等が行う措置制度により、社会的養護が必要な子どもに固有の保護・

支援を行う制度につきましては、新システムの基礎給付とは別の現行の児童福祉法に基づく措置制

度で対応することとしてはどうかという点でございます。 

 次の 22 ページは、２番で市町村における要保護児童対策等の位置付けについての論点でございま

す。すべての子ども・子育て家庭施策の中で行われている市町村における要保護児童対策等につき

まして、新システムの位置付けをどのように考えるか。 

 ①として、市町村施策である虐待予防等に資する養育支援訪問事業、乳児家庭全戸訪問事業、要

保護児童対策地域協議会の機能強化などは、基礎給付の市町村事業に含むこととしてはどうか。 

 また、児童養護施設等を活用して市町村事業としてすべての子ども・子育て家庭を対象に行って

おります「子育て短期支援事業」につきましては、市町村事業に含めて考えてはどうか。 

 また、幼保一体給付（仮称）におきましても虐待事例の子ども、ひとり親家庭の子どもなど、こ

ども園（仮称）の利用を確保すべき子どもに対して市町村が受け入れ可能な施設をあっせんするな

ど、確実な利用できる仕組みを整えることとしてはどうか。または、契約による利用が著しく困難

な場合には、市町村による措置による仕組みが必要ではないか。このように論点をまとめてござい

ます。 

 次の 23 ページは３でございますが、「新システムの給付と都道府県等における社会的養護施策と

の連携」でございます。冒頭の資料にもございましたように、市町村施策と都道府県施策との連携

関係の中で行ってございます。また、国の計画、都道府県、市町村の計画でも盛り込んでおるわけ

でございますが、社会的養護の要保護児童対策の推進に当たりましては、都道府県と市町村との連

携・協力がより密接に必要でございます。その点で、新システムの事業計画を自治体が定めるに当
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たっての位置付けの検討が必要ではないか。そのような論点でございます。以上が、社会的養護で

ございます。 

 続きまして、資料２の「障害児に対する支援について」でございます。 

 表紙をおめくりいただきまして３ページでございますが、「障害児に対する支援の全体像」です。

これにつきましても同様に、右側は「障害児の発達支援に着目した専門的な支援」で、入所施設、

通所施設、在宅サービス、これらがございます。 

 また、左側でございますが、「一般施策の中での障害児の支援」で、保育所における障がい児の受

入れ、放課後児童クラブにおける受入れなどがございます。 

 また、24 年４月からは今般の法律改正によりまして、専門の施設から一般の施策への支援、「保

育所への保育所等訪問支援」というような事業も法定化されてございます。 

 次に４ページでございますが、「障害児の日中活動の場の状況」でございます。身体障がい児です

が、在宅の身体障がい児のうち日中の活動の場を見てみますと「自宅」が 34％と多く、次いで「保

育所」が 32％、「幼稚園」が 16％というふうな現状でございます。 

 また、知的障がい児ですが、在宅の知的障がい児の「就学前」のうち、「自宅」が 35％と多く、「通

園施設」が 29％、「保育所」が 16％、「幼稚園」が７％となってございます。 

 次の５ページでございますが、「保育所における障害児に対する支援」で、障がい児保育の現状で

ございます。受入れ保育所数は 7,260 ヵ所、受入れ児童数は約１万人というような状況で徐々に増

えてございます。 

 ６ページで「②現行制度」でございますが、昭和 49 年度から平成 14 年度までは障がい児保育を

行う保育所に対しまして、特別児童扶養手当の支給対象児童４人に対しまして保育士１人を配置で

きるよう、補助を行ってまいりました。 

 平成 15 年度からは、この事業が一般財源化されて地方財政措置となってございます。 

 19 年度には障がい児の範囲を軽度障がい児まで広げまして、更に支援につきましても児童２人に

対して保育士１人という配置に拡充をした地方交付税措置を拡充してございます。 

 次の７ページでございますが、市町村事業の状況につきまして取り急ぎ、指定都市、中核市につ

きまして調査をいたしました。その結果でございますが、多くの市町村で軽度障がい、発達障がい

を含めたものとされております。また、職員配置基準につきましては３対１としている市が最も多

いわけでございますが、２対１以上の基準を設けている市も 19％ございました。 

 次に８ページでございますが、放課後児童クラブにおきます障がい児に対する支援でございます。

障がい児の受入れクラブ数及び受入れ児童数は、表にございますとおり年々着実に増加をしてござ

います。調査開始時と比較いたしまして２倍以上に増加をしてございます。 

 下の②にございますように、受入れ推進のため国の補助制度として上乗せ補助がございます。 

 次に９ページでございますが、「障害児の発達支援に着目した専門的な支援」の制度でございます。

児童福祉法、障害者自立支援法におきます制度でございます。 

 詳細は 10 ページにございますが、入所施設、通所施設、在宅等でございます。直接契約または措

置ということで、契約が困難な場合には措置制度も一部ございます。 
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 次の 11 ページでございますが、「障害者制度改革の推進体制」ということでございます。近年の

改革の動きといたしまして、障がい者制度改革推進本部の下に障がい者制度改革推進会議、当事者

も入りました会議が設けられ、そこで精力的な議論が行われております。 

 12 ページにありますように、本年６月の閣議決定によりまして障害者総合福祉法を 24 年常会へ

の法案提出を目指して検討する。また、障がい児支援につきましては、そのために 23 年内にその結

論を得るということで検討を進めてございます。 

 次の 13 ページは、先般 12 月の国会で成立いたしました法改正でございまして、この中で障がい

児支援の強化などが図られてございます。 

 以降、14 ページからが「新システムでの位置付け」の論点でございます。 

 15 ページでございますが、「基本的考え方」です。新システムの対象となる子育て支援事業はす

べての子ども・子育て家庭に良質な成育環境を保障するものでございますので、障がい児やその家

庭も利用可能とすべきではないか。 

 また、一方で医療提供や発達支援などの障がい児のニーズに対してはきめ細かな対応が必要とさ

れ、障がい者施策で対応すべきものと保育サービスで対応すべきものをどう整理するか。 

 また、障がい者制度全般についての改革推進に係る議論の状況を踏まえて検討することが必要で

はないか。 

 また、現在市町村におきまして審査会などを設けまして、各児童に対してどのようなサービス提

供を行うべきか、判定しているケースもございますが、こうした地方の取組を新システムにどう取

り込んでいくべきかということの論点でございます。 

 次に 16 ページでございますが、こども園（仮称）における障がい児の支援についての論点でござ

います。 

 「基本的考え方」といたしまして、支援を必要とするすべての子どもに保育サービスを提供する

という観点から、日々こども園（仮称）に通所することが可能、または保育士等の加配で対応可能

など、こども園（仮称）に通所可能な子どもについてはこども園（仮称）で受け入れられることと

してはどうか。この場合、市町村が作成する新システム事業計画の中で障がい児の受入れについて

位置付けることとしてはどうか。 

 また、障がいのある子どもも契約による利用を基本としつつ、契約による利用が著しく困難な場

合には市町村による措置による利用の仕組みが必要ではないかとしてございます。 

 17 ページでございますが、「必要な支援」についてでございます。障がいのある子どもに対しま

して、必要な設備・人員配置等が必要となりますので、障がい児の受入れ可能なこども園（仮称）

が増えるよう、財政的な支援を行う必要があるのではないか。 

 また、現行の地方交付税措置におきまして、既に軽度障がい、発達障がいも含めまして、広く施

策の対象としているところでございます。このため、多くの市町村で障がい児保育に対する財政支

出がなされております。各市町村の判断によりまして、障がい児の対象範囲や職員配置基準、加算

の内容などはそれぞれ定められております。 

 こうした取組につきましては、地方一般財源により措置されておりまして、新システムの下にお
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いても引き続き一般財源とするか。または、新たな制度においては子ども・子育て包括交付金（仮

称）等を財源とし、市町村の子ども・子育ての特別会計から給付することとするか。この点につい

てどのように考えるか。 

 次の 18 ページでございますが、「その他」といたしまして、現行制度におきまして障がい児に対

する特別の施策がない休日保育、夜間保育等についても職員を加配している場合の加算など、適切

な措置を講じる必要があるのではないか。 

 次に大きな３番でございますが、「障害児の発達支援に着目した専門的な支援」の部分につきまし

ての論点でございます。 

 障がい児の発達支援に着目した専門的な支援については、現在施設入所については都道府県等が

実施主体、在宅サービスの契約につきましては障害者自立支援法が根拠法であるなど、地域の子育

て支援事業とは別体系によりましてきめ細かく対応されております。 

 現在、障がい者制度全般につきましては、本年６月の閣議決定に基づきまして障害者総合福祉法

の提出が 24 年に予定されております。この中で、障がい児支援につきまして、総合福祉部会におけ

る議論との整合性を図りつつ、23 年内に結論を得るとされてございます。 

 また、新システムにおける給付の仕組みに切り換えるかなどについては、その議論の状況等を踏

まえ、検討する必要があるのではないか。以上の論点を整理してございます。 

 資料説明は以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。続きまして、柏女委員から子ども・子育て新システムと障が

い児童福祉、社会的養護について発表をお願い申し上げます。 

○柏女委員 淑徳大学の柏女と申します。今回、お声をかけていただきましてありがとうございま

した。 

 新システムの検討では幼保一体化のワーキングチームの方に関わっておりまして、基本制度設計

にも強い関心を持っておりましたので、こうしたお声をかけていただいたことを光栄に思います。

それでは、座らせていただいて意見発表をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私の用意したペーパーは、「各委員提出資料」の１ページから５ページまで資料を用意させていた

だきました。この中に述べておりますのは個人的な意見でございますが、これに入ります前にこの

新システムの検討と並行して厚労省の社会的養護専門委員会、あるいは内閣府の障がい者制度改革

推進会議等で障がい児支援あるいは社会的養護の検討が行われておりまして、そこにも関わりを持

たせていただいています。その中でも議論が 12 月にそれぞれ行われておりますけれども、この新シ

ステムは一体どうなっていくんだろうかということで不安もあり、または期待もあるということで

はないかと思います。 

 その空気を簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、大きく３点あるかと思います。 

 １点は、社会的養護専門委員会の方です。去る 12 月上旬に行われましたけれども、この新システ

ムの中でこども園（仮称）等が検討されているようだが、このこども園（仮称）で本当に虐待を受

けた子どもたちや家庭養育基盤の子どもたちがそこに入ることができ、そしてそこで生活を保障さ

れるのか。そこがよく見えないという不安の意見が幾つも出されておりました。 
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 もう一つは障がい児関係で、障がい者制度改革推進会議の下に障がい児支援ワーキングチームが

設置されており、そこで議論が行われているわけですけれども、そこの中で出た意見としては、一

応障がいを持った子どもたちであろうとも、できるだけ子ども一般施策の中で受け入れていくとい

うことを念頭に議論を進めているわけですが、本当にこども園（仮称）を始めとして一般施策の中

で障がいを持った子どもたちを受け入れていくことができるシステムになるのだろうかというとこ

ろが一番大きな心配ということでございます。 

 両方に共通することとして３点目としては、子ども一般の施策、つまり新システムでつくられよ

うとしている子ども一般施策と、それから社会的養護の施策体系、そして障がい児固有のサービス

体系、これが切り離されてしまうのではないか。そうなると、その間をうまく取り持つ仕組みがな

いと、それぞれの仕組みがうまく動いていかないのではないか。つまり、３つの仕組みがうまく動

いていかないのではないか。この３点が大きな懸念ということになるかと思います。 

 この懸念を根拠としながら、ここからは私個人の意見を述べさせていただきたいと思います。 

 １ページの２番をごらんいただきますと、「現行システムの到達点と今後の方向」というところで

（１）ですが、「子ども家庭福祉サービス供給体制のこれまでとこれから」ということで、５ページ

の図－１をごらんいただきたいと思います。 

 先ほど来、高橋課長さんの方から御説明がございましたように、我が国の子ども家庭福祉の仕組

みは２つのシステムに分かれております。（１）が保育や子育て支援ということで上になります。そ

れから、（２）が要保護児童福祉、ここには一部障がい児も入りますけれども、これは都道府県が実

施主体で措置を中心にしているというシステムですし、上のところが保育・子育て支援で今回、新

システムで検討されている部分ということになるかと思います。この（１）と（２）がもっと今以

上に離れてしまうのではないかというのがこの懸念になるかと思います。 

 私自身は、将来的にはこの子ども家庭福祉のサービスの供給体制は、市町村を中心として国や都

道府県が重層的に支援する形に一元化をしていく必要があるのではないかと思っておりまして、右

側のところに将来ということで一本化という形で表させていただいております。それで、現在はそ

の途上にあると考えています。 

 １ページにお戻りをいただきたいと思います。両システムの一番の違いは２点ありまして、１点

は先ほども申し上げましたように都道府県と市町村に実施主体が分かれているということです。そ

れから、２点目は利用の在り方が違うということになるかと思います。 

 それで、①の方が地方間分権ということで、県の実施主体のものと市町村の実施主体のものをど

う一元化させていくのかということになるかと思います。これにつきましては、現段階では児童相

談における市町村の役割強化、あるいは要保護児童対策地域協議会などの定着を図りながら市町村

の力をつけていくという段階に現在あるかと思います。それで、先ほど高橋課長の方から御説明が

ございましたように、今回の児童福祉法の一部改正で障がい児の通園施設の入所決定権限が市町村

に平成 24 年度から移譲されるという形になっておりまして、市町村の役割強化ということが少しず

つ進んでいる段階ということが言えるかと思います。 

 ②のサービス利用の在り方というところでは、高齢者や障がい者の場合は個人給付の仕組みで、
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かつ市町村が中心になった仕組みになっているわけですけれども、子どもの場合、今回の新システ

ム検討の中でいわば（１）の保育・子育て支援の分野に契約制度が導入される。それから、障がい

児支援ですね。障がい児についても既に契約制度が導入されている。この社会的養護については措

置制度でと先ほどの御紹介でもございましたけれども、そこをどう考えていったらいいのか。 

 いずれの制度を取るにせよ、契約システムだけで成り立つわけでは当然ありませんので、ここに

職権保護や、あるいは司法介入の仕組みは合わせてつくっていかなければならないと考えますけれ

ども、ここをどうしていくのかということが大きな課題になるかと思います。 

 次のページをおめくりいただければと思います。２ページですけれども、そうして考えた場合に

どういう方向性を取り得る必要があるのかということです。これは私個人の意見ですけれども、①

は「人間福祉の視点」ということで、それぞれのライフステージの固有性に配慮しながらも、でき

るだけ人間の一生を同じような仕組みで保障していくという観点が必要なのではないかということ

です。 

 それから、２点目は特に新聞等で、「年金、医療、介護」と「少子化対策」というふうによく言わ

れるわけです。そして、その「少子化対策」はこの言葉から言っても想像できるように、少子化対

策ですので増子化を目指すという形になりますと、どうしても「年金、医療、介護」を保障するた

めの橋げた政策としての意味合いが強くなるわけでございます。そうではなく、子育てしやすい社

会をつくっていくということを考えるならば、「年金、医療、育児、介護」の四つ葉のクローバーで

進めていくことが大切なのではないかと考えております。 

 それから、そう考えますと②で「子ども家庭福祉の今後の方向」をそこに書かせていただきまし

た。 

 では、３番の新システムはこの子ども家庭福祉のサービス供給体制上の位置付けとしてどういう

意義を持っているのかということで整理をいたしますと、「①職権保護中心から契約の導入へ」、「②

施設中心から施設と在宅サービスのバランス確保へ」、「③事業主補助中心から個人給付の導入へ」、

「④税中心から社会保険の活用へ」、「⑤福祉と教育統合・連携へ」という５つのメリットといいま

しょうか、特徴が考えられる。 

 しかしながら、⑥の「新システムは要保護児童福祉、障害児福祉分野を包含していない」。現在の

ところですけれども、包含していないという問題がございます。その残された⑥の課題を考えてみ

たいと思います。 

 （１）は、「異なる２システムの併存と子ども家庭福祉の分断」ということです。つまり、新シス

テムができ上がることによって社会的養護や障がい等、３つの仕組みがそれぞれ分断されてしまう

危険性が高いのではないかという点です。現在の子ども家庭福祉基礎構造の特徴を大きくそこに３

点挙げさせていただいています。これは、この新システムをつくっていくときの問題認識と、ほぼ

同じでございます。 

 これで特に②なんですけれども、社会的養護は都道府県、保育・子育て支援は市町村と実施主体

が不整合であるという問題が生じます。今回の新システムができ上がりますと、在宅サービスはす

べて市町村が責任を持ち、都道府県は財源負担も含めて大きな責任を持たないという形になります。 
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 その一方、子ども自身が児童相談所で一時保護されると、今度は市町村の責任がなくなるという

形で、この新システムの検討のときにあった乳児保育と育児休業のトレードオフ関係と同じような

関係がここでも起こることになります。そうなると、両方とも増えない、伸びていかないという問

題が生じることが懸念されます。それを、サービス間のトレードオフ関係で縮小均衡が続くという

形で表現をさせていただいております。 

 それを考えますと、（２）で「今後の方向」ということで大きく４つの方向性を考えてみました。

①子育て財源の統合を図る。特に、残された課題である都道府県と市町村のトレードオフ関係の解

消。②実施主体、財源について市町村を中心に一元化をしていくこと。③すべての子どもを対象と

する包括的なシステムを創設すること。④子育て財源の大幅増加を図る。こうした視点も導入して

いくことが大切なのではないかと思います。 

 各論になりますけれども、３ページ目の（５）をごらんいただきたいと思います。まず、根本的

にはこれまで申し上げてまいりましたように、すなわち行政実施主体の一元化やサービス利用シス

テム改革が必要だろう。 

 具体的には、市町村に権限を移譲した上で、入所の決定を行うに当たって児童相談所の意見を聴

取するというシステムをつくっていく。それから、困難事例においては市町村から児童相談所に現

在の法定化されている仕組みである援助依頼を行って、立入り調査等々については児童相談所にお

任せをしていく。そのノウハウを活用するといったような方向が考えられるだろう。 

 それから、市町村が児童相談所の支援により個別の援助指針の策定等を行って費用負担も行って

いく。現在のように、一時保護された途端、市町村が全く費用負担をしなくなるという仕組みを変

えていくことが必要なのではないか。また、児童相談所の中核市や、あるいは市設置も検討されて

しかるべきではないかと思います。 

 ただ、現在、私はこれは目指すべき方向だと思っておりまして、そのためのディスカッションが

できる時間は限られておりますので、先ほど高橋課長の方からお話がありました方向性を考えてい

くということは妥当な面もあると思います。ただ、将来の方向性についてはこうした方向を確認し

ておくということが大切ではないかと思います。 

 それを踏まえて、「新システムと障害児童福祉」という点で言えば、まずは一般施策における障が

い児支援の拡充を図っていくということになります。これは、先ほど御紹介がございました平成 24

年度から開始される個人給付型の障がい支援サービスである保育所等訪問支援事業、これは専門家

がこども園（仮称）に入所した子どもの保護者の委託を受けて定期的に、例えば月に１回訪問をし

て、そして保育士等にスーパービジョンを行っていくシステムですけれども、その受け皿としてこ

ども園（仮称）において障がい児保育給付を創設する必要があるのではないかということです。現

在は、障がい児保育の加算は先ほどのお話のように一般財源化されておりまして、地域格差の拡大

が指摘をされています。 

 ２つ目ですが、障がい児に固有の施策と新システムとの乗り入れを進めて、サービスの計画的整

備や切れ目のない支援の確立を行っていく必要があるだろうということです。例えば、そこに書か

せていただきましたけれども、放課後児童クラブにおける障がい児の受入れと、それから障がいを
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持った子どもたちに固有のデイサービスを提供している放課後児童のデイサービス、この２つの財

源がこのままですと放課後とデイサービスについては新システムの外になるということになります。

そうなると、放課後児童クラブの障がい児の受入れは中の仕組みという形になりますと、またそこ

で切れてしまうということが起こるかと思います。そういう意味では、できるだけ可能な限り新シ

ステムの中に、財源構成の中に入れていくということも一つの方法ではないかと思っています。 

 それから③です。新システムにおいて創設されるサービスを、障がい児とその保護者にも適用で

きるようにしていく必要があるということが言えるかと思います。例えば、一時預かりサービスに

ついて今、議論が新システムではなされておりますけれども、もしそうだとするならばこの一時預

かりの場所を障がいを持った子どもたちや難病の子どもたちが使えるようにしていくと同時に、そ

こは一定の医療的な配慮等がないと使えない子どもたちもいますので、そうした子どもたちについ

ては別のサービスをつくっていく。そして、一時預かりを保障していくことが大切なのではないか

と思います。 

 地域子育て支援拠点も整備するのであれば、例えばおもちゃ図書館なども類似の事業ですので、

これらも合わせて拡充していくという視点が必要なのではないかと思います。 

 それから、「新システムと社会的養護」ですけれども、まずはこども園（仮称）を含む保育サービ

スにおける福祉的視点を担保するということで、これは４ページをお開きいただきたいと思います。

既に幼保一体化ワーキングチームの第４回で意見提出をさせていただきました。 

 １に「福祉の視点とは何か」ということですが、ここに書かれていることを保障していくことが

大切ではないかということです。入所している子どもの応諾義務を必須とする。あるいは、被虐待、

ひとり親家庭の子どもの優先入所をする。臨時休業の規定を置かない。少なくとも３歳未満児は給

食の外部搬入は避ける。教育と保育を分断しない。更に、保育料について家計に与える影響に配慮

する。原則として、保育料以外の付加的な費用徴収をしない。これをいたしますと、生活困窮者が

排除されてしまうという形になるかと思います。 

 最後に、先ほど市町村における措置制度が必要だということがございましたが、それと同じです。

市町村における保育の実施義務を規定し、保護者に対する入所の勧奨義務を規定する。また、保護

者と施設長との親権や権利義務の調整規定が今、児童福祉法の第 47 条第２項にございますけれども、

そうしたものをしっかりと担保しておくことが大事ではないかということです。 

 元にお戻りください。３ページですが、②として社会的養護サービスの地域化を進め、保育・子

育て支援システムとの一体化を図っていくことが大事になるかと思います。社会的養護の広域性、

専門性ということは当然あるわけですけれども、地域化を進めていくためには里親やファミリーホ

ームを設置していくことで、地域の中に社会的養護の社会資源を幅広く用意していくことができる

のではないか。そして、里親が疲れたときに一時預かりを利用する。あるいは、ファミリーホーム

の事業者が所用があるときにレスパイトやショートステイを利用できる。こうした相互乗り入れが

できる仕組みにしていく必要があるのではないか。 

 そして、３番目が社会的養護に固有の施策と新システムとの乗り入れを進めて、サービスの計画

的整備や切れ目のない支援の確立をしていく。これは障がい児支援と同じでございます。 
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 私からの報告は、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

○末松座長 どうも本当にありがとうございました。詳細に御説明をいただきました。 

 それでは、意見交換を進めていきたいと思います。前半部分でございます。どなたからでもよろ

しくお願いします。では、山縣先生どうぞ。 

○山縣委員 社会的養護ということで、１回目のときに社会的養護は専門部会も厚生労働省等にあ

るので、そちらでも並行して議論をお願いしたいということで、今日、柏女先生が詳細な報告をい

ただいたことに感謝しています。 

 私は、中にありました社会的養護専門部会の委員もさせていただいておりますので、その部分に

ついては柏女先生が説明されたことと重ならないようにして、４点お話をさせてください。 

 １点目は相談体制の整備ということで、高橋課長の方からもありましたが、児童相談所のことが

ございます。一般に虐待事件等が起こりますと、新聞、テレビ等で児相強化ばかり言われるのです

が、実際には今の児童福祉法の仕組みでは市町村が第一義的相談窓口であるという位置づけになっ

ています。児相４万 6,000 件という虐待相談件数がありましたが、市町村はこれを上回って５万弱

だったと思うんですけれども、数的には市町村の方が多いんですね。そこの体制をきっちりやらな

ければ、市町村ができないから全部児相に持ってくることになってしまうのではないかということ

です。そこら辺りを是非検討していただきたいと思っています。要保護児童対策地域協議会だけで

はなくて、窓口強化そのものの必要があるのではないかということです。 

それから、同じような相談体制という意味で、これも１回目のときの資料に書いておきましたが、

児童福祉法では児童家庭支援センターという児童福祉施設をつくっています。これの活用方法をも

う少し明確にしなければ、児童相談所と市町村の間に立って十分地域によっては活用し切れていな

いのではないか。せっかくつくられた施設ですし、専門性もかなり高まっていると聞いております

ので、そこら辺りのトータルな相談体制の検討をする必要があるのではないかというのが１点目で

す。 

２点目は、その中で保護されてくる子どもたちがいるわけですけれども、そこにおけるケアが非

常に不十分であるという認識をしております。先ほど柏女先生が小規模児童養護施設とかファミリ

ーホームというお話をされましたけれども、高橋課長のデータにもありましたように、社会的養護

の子どもたちの 90％が施設で、10％が里親等という形なのですが、これは世界的にも先進国の中で

はややいびつな形で児童の権利条約の原則からも外れ、権利委員会からも指摘をされているという

事実がございますので、そこら辺りは計画的には進められていますけれども、さらなる強化をお願

いしたいということです。 

 ３点目ですが、ずっと保護しているわけではなくて、子どもたちは原則的には家族再統合、家庭

の中に帰っていく努力を現場はしておられるようですし、あるいはその中でどうしても再統合でき

ない場合には施設から自立をしていくというリービングケアとかアフターケアと称している場面に

出会うわけです。 

 先日、末松副大臣の方から表彰状を受けたとすごく喜んでいた私のメンバーがいるんですけれど
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も、児童養護施設を出た子どもたちにソーシャルスキルトレーニング、ＳＳＴというものをやって

いるグループで今、日本にある青年期前期のさまざまな課題が社会的養護の中で育った子どもたち

のところに集中的に現れていると思っています。子どもの貧困の再生産というふうな視点からも、

単に保護すればいいという発想ではなくて今、進められている施策をさらに全国的に広めていくよ

うな、そういうことをこの新システムの中でも強調していただきたいということでございます。 

 最後に４点目になりますけれども、私は必ずしも専門でないので障がい児問題については十分な

見識を示すことはできませんが、柏女先生が言われたこと以外に一つ２つ気がかりな点があります。

現在の障がい児保育制度は、あくまでも保育に欠ける障がい児、すなわち保護者視点の保育要件と

いうことになっています。 

 ここをチルドレンファースト、子どもの視点で発達支援の必要な障がい児、社会的な支援の必要

があるならば新しいこども園（仮称）の中で、あるいはそれがうまくいかない場合にも保育所、幼

稚園等において、その必要であるという視点で障がいのあるお子さんに向かっていくことが非常に

重要なのではないだろうかと思っています。 

 それから、障がい児の一時預かりの話が出ておりましたけれども、これにつきましてはもっとも

っと病後児保育と同じように医療機関の活用を工夫することが必要なのではないかと感じておりま

す。以上、４点です。 

○末松座長 ありがとうございました。ほかにございますか。では、倉田さんどうぞ。 

○倉田委員 社会的養護並びに障がい児支援について、全国市長会の立場からお話を申し上げたい

と思います。 

 基本的には、既にそれぞれの基礎自治体、市町村が一般財源を投入して、一部交付税を補填して

いるところもありますが、今後とも地域主権の観点から市町村事業として多くを位置づけていただ

いてもいいのではないかと思っております。そういう意味では、子ども・子育て包括交付金（仮称）

の対象外とすることもありかと。 

 具体的には、障がい児支援についての 17 ページで、「こうした取組については、地方一般財源に

より措置されており、新システムの下においても、地域主権の観点から、引き続き一般財源とする

か」、または「子ども・子育て包括交付金（仮称）等を財源とし、市町村の子ども・子育て関係の特

別会計から給付することとするか」、この辺が疑問点として課題として投げ掛けられているわけです

が、当然引き続き一般財源としていただくべきで、子ども・子育て包括交付金（仮称）の対象外に

お願いしたい。 

 加えて申し上げますならば、全国市長会としてはこの問題で特別会計を設定するということは反

対でございます。あえて特別会計を設定しなくても、子ども色の付いた特定財源を指定することが

できるからであります。 

 それからもう一つは、障害者総合福祉法案が総合福祉部会において議論がされている。その結論

は 23 年内に得るとされているので、「新システムにおける給付の仕組みに切り替えるか等について

は、その議論の状況等を踏まえ検討する必要があるのではないか」。 

 ただ、タイムラグがあるんですね。この新システムをもうつくろうとしているのに、この議論の
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結果を待たなければならない。障がい者制度改革推進会議は、22 年１月以降 27 回開催。新政権は

非常にまじめに取り組んでおられるのはわかりますが、27 回開催しても結論が出ない。 

 この会もそうです。順番に話し合っていただいて間もなく終局を迎えるんだと思いますが、財源

の問題等を含めてなかなか見えてこないところがありますので、会議の回数を重ねることも大事で

すが、新政権がおっしゃっている政治主導で優秀な官僚の方々がたくさんいらっしゃるわけですか

ら、経験豊富な優秀な官僚の方々のアドバイスも得ながら、政治的な方向性をタイムリーにお示し

をいただくことも大事かなと、そのように思っております。以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。ほかにございますか。 

 では、中島さん、その後で駒村さんどうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。別紙で１枚ペーパーをお出ししております。ただいまの柏女

先生、山縣先生、他の皆様の意見に少しかむ形で私からも意見を申し上げたいと思います。 

 この間、「社会的養護」ですとか、「障がい児」について、この新システムの中にきちんと居場所

をつくっていただきたいということをお願いしてまいりまして、今日こういう形で議論ができると

いうことは大変感謝をしております。ありがとうございます。 

 私どもが特に申し上げたいのは、障がい児であろうと、社会的な養護を必要とするお子さん方、

あるいはその御家族であろうと、基本的には一般の子ども・子育て施策のさまざまな支援やサービ

スの当然対象になる、あるいは当然生活しているのは特別なところではなくて地域で生活をしてい

らっしゃっています。その家族や親も含めた環境、経済的な環境、それから社会的な環境、家族の

それぞれの経験や歴史に関わる環境に大きく影響を受けておりますから、その子どもだけを取り出

してどうするということではなくて、地域の中で早い時期から孤立化を防止するなど、サポートし

ていくということが基本的に必要であると思います。 

 その意味で、財源の出方がどうであろうと、新システムの中にきちんと位置づけて、他の一般施

策とリンクをさせて適切にサポートしていくということが非常に重要だと思っております。取り分

け昨今、少子化が進んでいるにもかかわらず、要保護児童、児童虐待は増加をしており、社会全体

でまさに社会的な支援をする必要が質量ともに高まっていると認識をしております。 

 そこで、まずこの要保護児童支援と社会的養護に関わってですけれども、私どもが現場や、ある

いは社会的養護を経験した当事者の皆さんからお話を聞いたり、相談を受けて議論していることは、

現在都道府県、それから児童相談所、福祉事務所、基礎自治体等に窓口、それから権限、財源、サ

ービス、人的資源、そういうものが非常に分立をしております。１か所に何でもかんでもまとめれ

ば済むとは決して思っておりませんけれども、先ほど柏女先生もおっしゃっていましたが、基本的

には生活拠点に近い基礎自治体のところに収れんをし、生活ぐるみの連続性、迅速性、それから地

域のネットワークでのケアということで今後検討していく必要があるのではないかと思います。 

 したがって、「要保護児童」や「障がい児」について新システムの中できちんと位置づけるという

ことは非常に意義があることではないかと思っております。簡単なことではないと思いますけれど

も、少なくとも中核市以上には児童相談所の設置なども含めて、今後積極的に検討していく必要が

あるのではないかと思っております。 
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 それから、社会的養護の環境下にあるお子さん方は大変多くなっておりますけれども、特に児童

養護施設等で生活をしている、お子さんのニーズが非常に大きく変わってきております。改めて私

が説明するまでもないとは思いますけれども、お子さん方一人ひとりのニーズに対して現在の人的

な対応などは非常に不十分だと思っております。特に一般のお子さん以上に、大人との愛着形成と

いうものが非常に重要な方々ということもございますから、今の人的な配置の最低基準ではとても

追いつかないというのが実態だと思います。ハードだけではなくてソフトという面でも、職員に心

身のゆとりがあるような十分な体制整備も重要だと思っております。 

 子ども・子育て新システムにおける社会的養護等の位置づけについてですが、私どもは速やかな

相談・支援、措置、あるいは法的介入、家裁送致等、いろいろな権限に関わる問題もございますの

で、仕組みとしては引き続き措置制度によって支援を行っていくことが必要だろうと思っておりま

す。ただ、そのことは必ずしも新システムと住み分けるという性格のものではないと理解をしてお

ります。 

 それから現在、先ほどもお話がございましたけれども、社会保障審議会や法制審議会といった幾

つかのそれぞれ専門の審議会で社会的養護についてさまざま検討しています。その議論を参考にし

ていただくこと、それからそういう機会に社会的養護を経験している当事者の方たちの声、それか

ら現場の職員の声なども是非十分にお聞きいただいて、幅広く新システムの中で、質量共によりよ

い形に位置づけていっていただけたらと思っております。 

「障がい児支援について」ですが、これも基本的には同じような考え方でございますけれども、

障がい児支援の施策は現行の子ども・子育てに関わる制度の中で最も実施責任や根拠法規が分立し

ている分野ではないかと思っております。 

利用方法も混在をしておりまして、お子さん自身ではなく親御さんが諸手続などをする機会が多

いと思うのですけれども、非常に使い勝手がよくないと思っています。したがいまして、障がい児

支援についてはまず子ども・子育てに関する一般施策の中できちんと受け皿をつくった上で、それ

ぞれ必要なサービスを専門の分野に即して付帯をしていくような流れをつくっていくことが必要で

はないかと思っております。 

その関係で、「新システムにおける位置づけについて」ですが、子ども一般施策として子ども・子

育て新システムの中に明確に位置づけることを前提として、障がいのある子どもと家族の総合的な

支援の実施責任を基礎自治体にこれも収れんをしていく必要があるだろうと思っております。そし

て、こども園（仮称）等の具体的なサービスの利用に当たっては、優先的な措置の仕組み等が必要

だと思います。 

それから財源ですけれども、先ほど一般財源でも認められるのではないかというお話もございま

したが、障がい児とその家族支援に関わるサービスというのは、基本的にはどこの地域で生活をし

ていても最低限の質が担保される必要があるということが大前提となります。そのためには、一般

財源ではなくて、子ども・子育て包括交付金（仮称）等の形で障がい児を含む子どもと子育てに確

実に財源が回っていく仕組みを再設計する必要があるのではないかと思っております。 

ただ、もちろん自治体が単独に相当単費での持ち出しをたくさんしていただいているということ
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は承知しておりますので、できるだけ基本的なミニマムの財源保障と、自治体で上乗せ横出しが自

由にできるような仕組みが望ましいのではないかと思っております。 

長くなりまして、申し訳ありません。以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。いろいろな意見が出ていますけれども、それでは駒村さんど

うぞ。 

○駒村委員 少し遅参して参りましたので、今日の説明のところとうまくかみ合っているかどうか

はわかりませんけれども、資料を提出させていただいております。資料４の 11 ページであります。

ちょっと順番を変えて、11 ページの２．３．４．はもう既にこれまで発言した内容でございますの

で、今、御説明するのは省略いたします。 

 12 ページの方の裏に図があります。これは、ＯＥＣＤの『Doing Better for Children』という

レポートの中にも出ているわけでありますけれども、経済学者ですからこういう表現は申し訳ござ

いません。お許しください。 

 この絵は何を意味しているかと言うと、早期のサポートが非常に有効である。しかも、それは恵

まれない環境にある子どもの方が、更により効果が高いということが示されているわけです。先ほ

ど柏女先生、山縣先生、中島先生からも御発言あった部分に重なるわけでありますけれども、11 ペ

ージの１．について少し簡単に御説明したいと思います。 

 社会的養護を含めてセーフティネット、要するにこの新システムを導入することによって漏れ落

ちる子どもがいないようにというのはもちろんのことだと思いますけれども、この新システムがど

うしても幼保の方にばかり目がいくという部分もございますので、ここは新システムがスタートす

る時点において、より積極的に広い意味での困難を持つ子どもたちに対してサポートをする。支援

を行う。そのことによって、貧困の連鎖というものを断ち切ることもできるんだ。 

 注１に書いてあるように、地域によってさまざまなサポートも行われてはいるものの、まだ独自

サービスであったり、不安定な財源であったりしているわけですから、こういう地域のさまざまな

取組を吸収して各国で行われているような意識的なヘッドスタートとか、シュアスタートとか、い

ろいろありますけれども、それは各国々の状況が違ってその必要性もあるわけですが、ここで単に

セーフティネットではなくて、広い意味での困難のある世帯に対してこの制度は積極的な応援をす

るんだという仕組みも意識的に入れておくべきではないかと思います。 

 その効果も測定してちゃんと地域、地域で行われているような工夫された仕組みも、どういうも

のがどういう効果があったのかもちゃんと検証して、さらなるよい仕組みが開発できるような評価

も合わせてやっていく必要があるんだろうと思います。 

 ここで申し上げたいのは、セーフティネットというだけではなくて、ポジティブにこのような仕

組みを意識的に新システムの中に同時にスタートさせるということが大事ではないか。これは非常

に雑駁な意見ですが、申し上げたいことは先ほど３先生がおっしゃったことを上書きしているとい

うことでございます。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、菊池さんどうぞ。 

○菊池委員 菊池でございます。それぞれ先生方のお話を伺っていて、福祉の現場の立場として非
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常に感謝の気持ちで拝聴させていただきました。基本的には、私どもも新システムの中にしっかり

と位置づけていただきたいという気持ちを持っております。 

それからもう一つは、先ほど柏女先生もおっしゃいましたけれども、社会的養護の専門委員会が

実際に具体的な検討していらっしゃいますので、そことの意見の調整等をやりながら新システムに

ついては検討していただきたいということです。 

それから、これは前にも申し上げたことかもわかりませんが、障がい児の問題についてはとかく

排除されがちです。そういうことのないような仕組み、例えば新たなこども園（仮称）については

応諾義務を課すことが必要です。これは人権問題にもかかわることだと思います。障がいがあろう

となかろうと、「障がいは個性だ」という表現もありますけれども、一人の個性のある一つの人格を

持った人間としてきちんと保障していただきたいといった思いを持っております。 

○末松座長 それでは奥山さん、その後に岡本さんどうぞ。 

○奥山委員 柏女先生、本会に御出席いただいていろいろ御説明ありがとうございました。 

 私は地域子育て支援拠点事業を運営している奥山ですけれども、先ほど御紹介が駒村先生からあ

ったように、先進諸国では移民が多いということもあるのかもしれないですが、乳幼児期の家庭支

援というのを非常に大事にしていると思います。私どもがつどいの広場事業という乳幼児の広場を

始めたのもカナダの支援事業を学びまして、「是非こういった事業をやりたい」という中で実施して

まいりました。多くの乳幼児の子育て家庭が訪れる中で、発達に不安があるというようなお子さん

が大変増えてきているという実感があります。 

 ですけれども、ここで障がい児に対する支援等については、障がいが特定されて手帳を持ってい

らっしゃる方だと思いますが、今はその周辺の発達障がいの方々も含めてみると６％から８％ぐら

いいらっしゃるのではないかという中では、決してマイノリティではないんだというふうに思いま

す。そう考えると、この新しい仕組みの中にきちんと位置づけていくことが大事だろうと思います。

必ず、分断させてはならないということだろうと思います。 

 というのは、幾らここに相談に行ってごらんというような形で福祉保健センターにつないだり、

いろいろなところにつないでも、生活面では地域子育て支援拠点にいらっしゃるわけですね。そう

いう中での受け止めということもしていかなければならないということを考えますと、決して分断

して考えることができないというのが現場の思いであります。 

 また、乳幼児期の発達不安に関しては、親の方もその子どもの障がいということの受け止めがな

かなか難しい。受け入れられないというところもあって、その辺りも配慮した支援が必要だろうと

いうふうに感じているところです。 

 この２点から申し上げたいことは、そういった非常に多様な利用者がいる中で分断することは現

場も難しいという中では、きちんと新システムの中に位置づけ、そしてリンクをさせていくという

ことを切にお願いしたいと思います。以上です。 

○末松座長 では、岡本さんどうぞ。 

○岡本委員 ２点、発言をさせていただきたいと思います。 

 １点は社会的養護についてですが、虐待を受けた子どもたちが養護施設で暮らしている中で信頼
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できる人との愛着形成をどう図っていくのかや、家庭環境に近い生活の確保ということは大変大事

だと思っております。その意味で今、議論されている施設の小規模化への方向性というのは大変私

は重要なことだと思っております。 

 それと同時に、伸び伸びと子どもが育っていく環境というものをきちんと充実させていくという

点からは、今の施設等に関わる最低基準は 10 年ぐらい前に変更になったと記憶していますが、十分

ではないと思っております。先ほど連合の中島総合局長の方からもソフトの充実ということがあり

ましたけれども、併せてハードの充実ということもより必要かと感じています。 

 また、里親支援を充実強化していくということには私は大変賛成です。個人的にも非常に興味が

あって、いろいろとこれまでも調べてきたわけですけれども、里親の方たちは、どんな子どもでも

いろいろと試行錯誤しながら子育てを行います。特にある程度、人格形成がされつつある子どもを

養育するのはとても大変なことだと思います。そこで里親に対しては、財政的な支援はもちろんの

こと、やはりその方たちの悩みとか、子育てへの不安にこたえるような助言制度の充実がもっと求

められるのではないかと感じています。 

 今は、里親のネットワークとかも随分できてきているようですけれども、自治体によってはいろ

いろと差があるようにも見えます。そこで、里親支援の専門的なチームを中心とした支援の充実を

図っていただきたい。もちろん、ここの新システムの中ですべて決まっていく話ではなく、他の関

係審議会でも議論されていることだと思いますが、この場において現実的な議論が出てきています

ので、発言をさせていただきました。 

 それから、契約方式についてです。これは社会的養護、それから障がい児の方も共通したことで

あり、これまでも申し上げてはきているんですが、こうした子どもたち、またはひとり親家庭の子

どもたちが「こども園（仮称）」を確実に利用できる仕組みが重要だと思っています。 

 事務局案では、一般的な「こども園（仮称）」の利用の仕組みについて、利用者と「こども園（仮

称）」との直接契約方式を原則としていますけれども、やはり優先的に支援を必要とする子どもたち

の「こども園（仮称）」の利用を確実に保障するためには、一定の措置枠とか優先枠などを確保する

ことが少なくとも必要だと思います。 

それから、事務局案では社会的養護が必要な子どもについては、市町村が受入れ可能な施設を斡

旋すると示されていますけれども、そもそも直接契約方式では、市町村と「こども園（仮称）」との

関係性が希薄になるのではないかという不安があります。そうした中で、社会的養護が必要な子ど

もや障がい児の利用保障の実効性がどこまで担保できるのかという意味では、疑問があるというふ

うに言わざるを得ません。そういった意味で、「こども園（仮称）」の入所の方式については保護者

が市町村に入所申込みを行って、市町村が施設を選定した上で保育等の委託を行う現行の保育所形

式の方が利用保障が担保され、結果としてはワンストップサービスにもなっていくのではないかと

思います。 

利用保障ということを考えると、特に社会的養護が必要な子どもや障がいを持った子どもの場合

において、直接契約を基本とするということの理由が、私はどうしてもよくわからないと感じてお

りますので、改めてこの契約方式については議論を深めていただければと思います。以上です。 
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○末松座長 岡本さん、新システムの位置付けは中島さんと同じような位置付けでよろしいですね。 

○岡本委員 それは同じで結構です。今それに補足して、社会的養護や障がい児を中心とした「利

用保障」の問題意識を申し上げました。 

○末松座長 わかりました。それでは、田中さんどうぞ。 

○田中（啓）委員 ありがとうございます。新システムの中では、社会的養護とか障がい児に関す

る扱いが若干目立たないんですけれども、私は非常に重要だと思いまして、特に基本制度要綱案の

最初に目的としまして、「すべての子どもへの良質な成育環境を保障し」と書いてありますので、や

はり社会的養護が必要な子ども、あるいは障がい児もきちんと含めない限りはこのシステムが完結

しないのだろうと思っております。 

 その上で、社会的養護の実施主体につきまして、私も今まで何人かの委員の方がおっしゃいまし

たが、やはり都道府県ではなくて市町村が実施主体であるべきだと申し上げたいと思います。 

 本日の事務局案を見ますと、やはり専門性が必要である、あるいは広域対応が必要であるといっ

た理由で、都道府県が引き続き対応するということを想定されているようなんですけれども、専門

性であるとか広域対応が必要だから市町村ではなくて都道府県ですよというような理由というのは、

どちらかと言いますと役所の論理でありまして、言い換えますと、子どもから見ると、これは大人

の理屈なんですね。子どもにとっては、やはり自分がいる場所でサービスをきちんと対応してくれ

るのが一番いいと思うんです。 

 ですから、こういう住民であるとか利用者が主体の分野につきましては、こういった理由で市町

村ではなくて県ですというような言い方をするのは、ある意味、形を変えた縦割り主義ではないか

と思います。その意味では、やはり新システムの基本的な理念なり方針をきちんと踏まえて、基礎

自治体が対応すべきであるということを、私も他の委員と同様、強調したいと思います。 

 その上で、障がい児童につきましても部分的に都道府県と市町村とで実施主体が分断していると

ころがありますので、これもできる範囲において市町村に統一する方が望ましいのではないかと思

います。以上です。 

○末松座長 そうすると、新システムへの位置付けというのは枠内ですか、枠外ですか。 

○田中（啓）委員 私はできる限りにおいて枠内で対応して、これは基本制度設計で担保すべきだ

と思うんですね。どうしてもできないものについては、部分的に枠外ということも結果としてはあ

っていいかと思うのですが、それを当初から想定しない方がいいというのが私の考えです。 

○末松座長 わかりました。では、北條さん、その後に山口さん、渡邊さんどうぞ。 

○北條委員 新システムの中で、障がいを持つお子さんに対する教育・保育をきちんとやっていこ

うという方向についてはもちろん賛成でございます。私ども幼稚園の現場で、特に近年、発達障が

いのお子さんがある意味すさまじい勢いで増えているという認識を持っております。私どもは、今

までもいわゆる特別支援教育という形で取り組んでまいりましたが、今後も一層の努力が必要だろ

うと考えております。 

 念のためのお尋ねでありますけれども、文科相が取り組んでいる特別支援教育、これは幼稚園か

ら高等学校に至る特別支援教育というものと、この新システム上の障がい児に対する支援というの
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がどういう関係になるのか。これは、ひいては何歳までを「子ども」としているのかということと

深く関わってくる問題だと存じますので、この点をお教えいただきたいと思います。 

○末松座長 それでは今、答えていただきましょう。 

○濵谷課長 新システムにおける特別支援教育につきましては、幼児教育保育にかかるこども園（仮

称）の位置づけについて現在検討中でございますので、そのこども園（仮称）の扱いの検討結果を

踏まえた上で特別支援学校の扱いについては整理をしたいと考えております。 

 学校教育法における特別支援教育の位置づけ自体については現在、特別支援学校という特別の体

系があり、また幼稚園も含め、学校において特別支援教育を行うということが定められているわけ

ですけれども、そういった考え方については引き続き同じ考え方の下に整理をすべきではないか。

ただ、具体的な施設の在り方について、特別支援学校の扱いとか、そういうものについては現在検

討しておりますこども園（仮称）の扱いの検討結果を踏まえて整理をする必要があるのではないか

と考えております。 

○末松座長 検討中ということでよろしいですか。 

 では、山口さんどうぞ。 

○山口委員 現場で障がい児をお預かりしている立場として、お話をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、応諾義務に関してですが、新しいシステムの中でこども園（仮称）を含め、応諾義務を課

すのは当然だと私は思っております。ただし、応諾義務を課したからと言って本当にその施設側が

受け入れるかどうかというのは、私はまた別の問題だと思っておりまして、現状でも例えば職員の

不足等を理由、それから専門的な職員の不足等を理由にして、なかなか応諾していないという現実

があるということも御認識いただきたいと思っております。 

 それから、特に保育所でゼロ歳児からお預かりしていますと、例えば私どもは昨年度で 4,400 人

のお子様をお預かりしておりまして、そのうちボーダーを含めて 200 人がそういったお子様です。

その中で、認定されたのが 73 人ということでございます。 

 そんなたくさんのお子様をお預かりしておりまして感じることなのですが、ゼロ、１歳ぐらいで

はまず障がいの発見はできない。ダウン症だとか、そういったことであればわかるのですが、大体

２歳から３歳ぐらいになってきてからその障がいが顕著になってきて、ほかのお子様との交わりの

中でわかってくる。このような現状からすると、この新システムの中では応諾義務も何もないわけ

です。もう既にお預かりしているわけですから。 

 それからもう一つ感じるのは、そういったボーダーなり、もっと言うと「明らかにこれは障がい

を持っていらっしゃるな」ということを我々の方では思ったとしても、なかなか保護者の方が認め

られない。それが認められないとどうなるかと言うと、専門的な施設への相談だとか、そういった

ところも行かれない。そうすると、結局はその子どもが十分な支援を受けることができないまま、

保育所なり幼稚園で過ごすしかなくなってしまうというのが現状でございます。是非、そういうこ

とを前提に御認識いただいた上で、基礎自治体が支援するかどうかは別として、すべての施設で支

援できるような体制を取らないといけないと考えております。以上です。 
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○末松座長 では、渡邊さんどうぞ。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。今、社会的な養護の支援の問題とか障がい者に対する問題等、

いろいろと説明を受けたわけでありますが、個人的な意見も含めてお話申し上げたいと思います。 

 基本的には、社会的養護の位置付けとしての考え方が示されているわけでありますが、これにつ

いてはやはり今まで都道府県と市町村の、専門性も含めて担ってきた役割と言いますか、これまで

の実績があるわけですね。また、都道府県等については財源等が効率的に措置されてきた。 

 ただ、最近、社会構造の変化と言いますか、または保護者の価値観、それから意識の変化と言い

ますか、そういう意味では、自分たちの住んでいる市町村、そこにより近い中で社会的養護の支援

をしていくとか、それからいろいろな児童相談所の位置付けとか、そういう身近な形の中で機能を

果たしていくというのは、皆さん方から今、意見出ていますからその重要性はわかります。 

 ただ、基礎自治体として、ただ単にそれを付加されたり、役割機能を分担させられるということ

になると、やはり基礎自治体にも規模がありますので、市においても 20 万、30 万ぐらいの中核都

市であったり、または 10 万人規模、または私ども町村サイドにしてみればそれだけの専門的な要素

を含めた役割を担えることができるのかという問題点もあるわけであります。 

 また、給付の問題では一体的に財源の引き立てもあっていろいろとできるとしても、いわゆる人

的な対応が非常に難しい面が多々あるだろう。ですから、やはりこれまでの位置付けで示されてい

るような、都道府県等に担わせながら給付の一体性を確保するということは大事なわけであります

し、なおかつここにも示されておりますけれども、私ども市町村の中でも、特にそれぞれの地域に

よっては事務事業をいろいろ連携できる中で、広域事務組合とか、そういう中で社会的な養護に関

するほかの大人たちの問題についてもお互い連携しながら共同事業として取り組んでいる実態があ

ります。そういう面で対応していくことも大事なのではなかろうかと思います。 

 それから、市町村における要保護児童対策の位置づけにつきましては、まさしく身近な対応であ

りますし、また私どもも国の制度を活用しながらその実態に合った事業の展開、なおかつ私ども町

村サイドでは地域特性というのが多々ありますので、都会と違った、そういう中で独自の単独事業

としていろいろなネットワークシステムを組んだりしてお互いに、例えば保健指導を担当している

保健士さんとか、それから社会福祉関連を担当している福祉協議会の職員でいろいろな社会福祉士

とか、資格を持った専門性を持った方々であるとか、または幼稚園、小学校等の養護教諭と言うん

ですか、そういう資格を取った方々とネットワークシステムを組んで、子ども家庭支援事業などを

組んで単独事業でやっているところもあるわけです。ですから、そのような形の中でやっていくこ

とが私は重要ではないかと基本的に考えます。 

 そして、今日示されました最後の方に「すべての子ども・子育て施策」ということで、新システ

ムの給付の枠と、それから固有の分野に施策の範囲を分担してありますが、やはりこのような形で

連携しながら、またはそれぞれの市町村の実態に合った選択、そのことの担保も必要なのではない

かと基本的に私は考えます。 

 それから、障がい児につきましては先ほど倉田さんの方からもお話ありましたけれども、やはり

現場でその実態を一番よく私ども感覚的に知っております。また、私自身も相当長くこういう職を
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やっているわけでありますが、その政策の基本はいかに地域の中で障がい児を支えていくか。これ

が、先ほど申し上げた親御さん方の価値観の問題とか意識の問題が相当変化しているものですから、

障がい児だけでなく虐待も含めてですけれども、そういう中でいかに支援するかというのが市町村

の今の一番大きな課題でもあるのではなかろうかと思うわけであります。そういう意味では、必要

な支援ということで財政的なものは当然のことでありますけれども、障がい児の対象範囲や職員の

配置基準等、これらはやはりきちんと拡充できるような対応は必要であります。 

 また、倉田さんからお話がありました新システムの下で地域主権の観点から、これは私ども地方

の立場から当然の論議なんですけれども、その位置付けはやはり一般財源としていくことが求めら

れるのではなかろうかと思います。 

 ただ、子ども・子育て包括交付金（仮称）の問題については市長会の方から反対というふうな話

もありますが、基本的には私どもはそういう枠組みの中ではそういう考え方を持っております。 

 ただ、全体的なものは別ですよ。この障がいとか云々ということに関わる問題については、やは

り個別の問題としてとらえる必要もあるのではなかろうかと思っております。 

 そんなことで、先ほど柏女先生の方からいろいろと将来的な社会的な養護の問題とかお話があり

ましたが、その方向性は理論上は私どもも賛意を示しますけれども、ただ、今の社会の実態の中で、

やはり幼保一体の問題とか、それから一体的な給付を確立していく。私がよく使う言葉で、国の形

としてのシステムを構築していく中では時期尚早の面もあるのではなかろうか。先生の前で悪いん

ですけれども、そんなようなこともやはり今後その段階ごとに位置付けを確保していく必要がある

のではなかろうかと基本的に考えます。以上でございます。 

○末松座長 では、県の立場からどうぞ。実はあまり時間が、今度は費用負担というものがありま

すので、手短にお願いいたします。 

○野呂委員代理 財源の話は、また後でできますか。財源についての意見はまた述べられますか。

私の方から言うことはできますか。 

○末松座長 費用負担の中で話していただければと思います。 

○野呂委員代理 わかりました。では、今の社会的養護と障がい者の支援と新システムとの関連で

すが、私は今日説明いただいた資料についてはしっかりまとめていただいているなという評価であ

ります。 

 実は今、市町村会の渡邊さんの方からの話もありましたけれども、都道府県の役割ということに

ついてどう考えていくかということが一番中心の課題にもなっております。お話にありましたよう

に、こういった現物給付サービスについては、一番サービスを受ける人に近いところが担っていく。

このことについてはおっしゃるとおり、その方がニーズにも細かくこたえられるということであろ

うかと思います。 

 しかし、先ほどの渡邊さんのお話のとおり、基礎自治体と言っても実にその規模から言ってもさ

まざまな状況があるところでございます。そういう意味では、これをすべて基礎自治体にというこ

とではもちろん相当無理が出てくるし、実態としては、市町村ではこういう専門性を高める、ある

いは人が更に要るようなものについては小さな自治体からは、「もう県の方でやってほしい」という
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本音も聞こえてくるんです。そういう意味では、かなりその実態に合った対応をしていかなければ

ならないと思います。 

 例えば、三重県で障がい児の発達支援について非常に先進的な取組をやりながら、市町村の保育

士さん等にも来ていただいたり、市町村の職員の方に１年ぐらい来ていただいてお預かりをする中

で専門性をかなり高めていって、そして現場でまたそれぞれの市、町で発達支援についての総合的

な窓口の設置をやってもらうというようなことをやっていまして、これは非常に効果を上げている

んです。 

 そうかと言いまして、それを更に高めていく専門性の追求というのは、やはり県であるからでき

るというところがあります。私は、そういう意味では基礎自治体と、それから府県とが連動する総

合的な協同体制、協調体制、これをどう構築していくかということが非常に大事なのではないかと

思います。 

 私も具体的には、例えば保育所だとか、いろいろな施設についても、それの広域的なこととか、

あるいは特殊性のあるようなことについての調整、こういったことはすぐ都道府県の役割になって

まいります。それから、これからは周産期の医療情報システムであるとか、あるいは不妊専門相談

センターであるとか、かなり都道府県でなければ主体になれないような課題が多いのではないか。

もちろん政令指定都市とか、かなり大きな基礎自治体の場合には、それぞれ自分でできるところも

あるかと思います。 

 そういう意味では、私は順次、市町村の能力に合った対応ができるようなものが必要であろうと

思います。是非、新システム構築について、そういった都道府県の役割というようなことについて

もしっかり位置付けをやっていただきたい。このようにお願いしておきたいと思います。 

○末松座長 いろいろとあるかもしれませんが、費用負担の方は説明にも時間がかかるものですか

ら、一応ここで打ち切って、特に最後に時間がございましたら柏女先生にもコメントをいただきた

いと思っておりますが、費用負担の方に入ります。 

 それでは、事務方から簡潔に説明をお願いします。 

○黒田室長 それでは、お手元の資料３に沿いまして説明をさせていただきます。 

 資料３の１ページをごらんください。今回の費用推計の前提がまとめてございます。 

 まず、１ページの「（１）基本的な考え方」でございます。１つ目の丸にございますように、今回

お示しをします費用推計は本年１月に策定をされました「子ども・子育てビジョン」と整合性がと

れるように諸条件を設定しております。数値目標が、特に現物サービス等について設定をされてい

ますので、それを基本的に踏襲するという扱いでございます。 

 なお、ビジョン策定以降の動きを踏まえまして、今年の１月の段階ではまだ制度化がされており

ませんでした「子ども手当」、それから幼保一体化の動きを踏まえまして「就学前教育」については

今回新たに反映をしてございます。 

 それから２つ目の丸ですが、今回の推計については現在の平成 22 年度予算ベースの試算を足下に

いたしまして、25 年度、ビジョンの中でも基準の時点として設定をされておりました 26 年度、29

年度、それから、35 年度についても新システムは 25 年度から 10 年後ということで、35 年度までの
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推移ということで今回お示しをするものでございます。 

 次の（２）「対象範囲」ですが、「子ども・子育てビジョン」との整合性を図るためにＯＥＣＤの

家族関係社会支出ベースで範囲を設定してございます。そのため、新システムの給付として位置づ

けられているものより若干対象範囲が広くなってございますので、その点については御留意いただ

きたいと思います。 

 その範囲の内訳を、次の２ページに表としてお示しをしてございます。この中で下線を引いてお

りますのが、制度案要綱の中で新システムの対象として明確に整理がされていないものということ

でございます。 

 次の（３）は「諸前提」でございます。「子ども・子育てビジョン」のベースで現物サービス量を

拡充するということが前提でございます。この中には、いわゆる潜在的ニーズとしての女性の就業

率の上昇等は反映をされておりますが、一方で本ワーキングチーム等で御議論がありますサービス

の質の改善につきましては、今回の推計には含んでございません。 

 単価については現行の水準のまま維持をするという前提です。 

 物価変動等の要素は勘案をせず、今後の児童人口の変動については出生高位推計を前提に置いて

いる。こういう前提でございます。 

 次は、３ページ以降でございます。３ページ以降につきましては、主要な給付について費用推計

の考え方を置いております。 

 ３ページの（１）は「こども園（仮称）」でございます。この「こども園（仮称）」という名称に

つきましては、制度案要綱における「こども園（仮称）」を総称するものとして使わせていただいて

おります。 

 Ⅰの「基本的考え方」でございます。保育の利用につきましては、「子ども・子育てビジョン」の

際に既に数値目標値が設定されておりまして、０－２歳児、それから３－５歳児ともお示しをして

いるような数字が掲げられているところでございます。 

 ２つ目の丸にございますように、今回の考え方としては「子ども・子育てビジョン」、幼保一体化

の在り方の議論を踏まえまして、０－２歳、それから３－５歳ですが、３－５歳についても現在の

保育所を念頭に置いた使い方、それから現在の幼稚園タイプの使い方の２つのケースにおいて以下、

御用意しております。 

 ４ページは、「０－２歳」でございます。０－２歳につきましてはビジョンの整理として、３歳未

満児の公的保育サービスの利用割合が 21 年度末で対象児童の 24％、これが潜在的な保育需要を合

わせますと29年度に44％に達するという見込みの中で、26年度までに35％の提供割合を目指して、

ここに掲げられておりますような数値目標を掲げております。今回の推計に際しましてはこの前提

を踏襲いたしまして、平成 30 年度以降につきましては児童人口の減少を反映して試算をしてござい

ます。 

 それから、公費負担割合は現行ベースのまま据え置くということを今回は仮定をした状態で算定

をしております。 

 次に、５ページでございます。Ⅲですが、これが３歳から５歳までの中で現行の保育所利用に相
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当する使い方でございます。この点につきましては、ビジョンの際に 21 年度末で対象児童の 42％

がお使いいただいているわけですけれども、これを潜在的な保育需要と合わせまして平成 29 年度は

48％に達するということを前提に置きまして見込んでおりまして、女性の就業率の上昇等々も踏ま

えた形で設定をしてございます。 

 30 年度以降は児童人口の減少を反映して試算をしてございます。 

 なお、注に書いてございますが、今回の利用量分は民間立という前提を置いた上で費用の動向に

ついて積算してございます。公費負担割合、現行ベースは前の部分と同じでございます。 

 次に６ページです。これが、３－５歳の現行の幼稚園利用に相当する短時間の部分でございます。

今回の推計の考え方でございますが、近年の３－５歳の児童人口推計値に対する幼稚園就園率が安

定的に 51％くらいで推移をしてございますので、その前提で計算をしてございます。それから、30

年度以降につきましては児童人口の減少を反映いたします。それから、公費負担割合も現行ベース

のまま置いた状態での計算をしております。 

 次に７ページでございます。７ページは、「放課後児童給付」でございます。ビジョンの際には対

象児童、小学校１年から３年生の放課後児童クラブの利用割合が潜在需要を合わせて平成 29 年度に

４割に達するということを見込んで、平成 26 年度までに 32％のサービス提供割合を目指すという

ことで数値目標が掲げられております。この前提を踏襲いたしました上で、30 年度以降につきまし

ては児童人口の減少を反映する。公費負担割合は現行のまま、とりあえず置くという前提につきま

しては他と同様でございます。 

 ８ページが、「多様な保育サービス（延長保育等）」でございます。こちらにつきましても、ビジ

ョンの際に働き方の多様化などに応じました需要の増ということを見込んで、それぞれ数値目標が

掲げられております。 

 なお、これを踏襲いたしまして 30 年度以降の児童人口減少の反映、それから公費負担割合据置き

は他と同様でございます。 

 次に、９ページでございます。９ページは「地域子育て支援拠点」でございます。これは、ビジ

ョンの際には平成 26 年度までにこの拠点を１万か所に増やすという数値目標を掲げております。そ

れで、今回の推計の考え方につきましてはこの１万か所を達成した後に、平行推移するということ

を前提として置いております。 

 それから、10 ページの「一時預かり」でございます。これも、就労形態の多様化に対応するサー

ビスとして需要の伸びをビジョンの際にも見込んでおります。それで、今回の際にもそのビジョン

の前提に従って試算いたしました上で、平成 30 年度以降、児童人口の減少を反映するという形で推

計をしてございます。 

 次に、11 ページで「妊婦健診」でございます。妊婦健診につきましては、今回の先の臨時国会で

補正予算が通りまして、年間 14 回という回数での予算措置がされておりますけれども、この状態を

ベースにいたしまして 23 年度以降、児童人口の減少を反映して試算をしてございます。 

 12 ページが、「子ども手当」でございます。子ども手当につきましては、平成 22 年度の予算につ

きましては 10 か月分が子ども手当、２か月分が児童手当という扱いになってございます。今回の積
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算では現行の水準、月額１万 3,000 円のままという前提を置いた上で積算をしてございます。 

 続いて、13 ページにまいります。13 ページは、「育児休業給付」でございます。これは、足下は

平成 22 年度予算でございますが、これにつきまして女性の就業率の上昇、それから各推計年度の出

生児数など、これは出生高位でございますけれども、これを前提に置いた上で給付の動向について

積算をしてございます。 

 次の 14 ページの「出産手当金」も、育児休業給付とおおむね同様の前提で活用してございます。 

 主要な給付については以上の前提を置きまして、総じて申しますと、今年の１月の子ども・子育

てビジョンベースで前提を置くということでございますけれども、その前提を置いた際に費用とし

てどうなるのかということを示したのが 15 ページ以降のグラフでございます。 

 まず、15 ページは「現金給付の年次推移」。左側の半分につきましては給付類型ごとに、右側の

財源構成割合別という部分については、それぞれの給付についての現行の給付ごとの負担割合を固

定した状態で、いわば給付の水準だけが動いたということを仮定した上で財源構成割合としてお示

しをしたものでございます。 

 左側の費用区分別の推移で申しますと、一番左側のブルーの部分が子ども手当、次の赤い部分が

育児休業給付、次のオレンジ色の部分が出産手当金、その次が出産育児一時金、それから緑色の部

分が児童扶養手当・特別児童扶養手当というような構成でございます。 

 全体の動向で申しますと、子ども手当につきましては満年度化に伴います一時的な増を除きます

と、児童人口の減少を反映しまして次第に減少していくという動向でございます。それに対しまし

て、育児休業給付、出産手当金につきましては、女性の就業率の上昇に伴う増のファクター、それ

からこういった給付の対象となるような方々の推移を踏まえまして、29 年度までに緩やかに増加を

いたしますが、その後、減少に転ずるというような動向をたどります。 

 こういった給付の動向を踏まえまして現金給付の総額、これは真ん中の四角く囲ったところにご

ざいますが、足下の 22 年度ですと約４兆円ということになります。これが子ども手当の満年度化に

伴う一時的な増を踏まえて一旦増加をいたしますが、それ以降、次第に緩やかに減少して 29 年度、

35 年度につきまして減少していく。こういうカーブをたどることでございます。 

 それから、右側の財源構成率割合についても安定的に推移をしまして、おおむね半分くらいが国、

それから２割強が地方といった推移でございます。 

 次の 16 ページが、「現物給付の年次推移」でございます。左側が費用区分別、右側が財源構成別

という構成は、15 ページの現金給付の年次推移と同様でございます。 

 まず左側をごらんいただきますと、この現物給付につきましては諸前提でごらんいただきました

とおり、こども園（仮称）、放課後児童給付、多様な保育、それから一時預かりなど、いずれも平成

29 年度にかけて増加をしていくというトレンドになっておりまして、そのパーツごとの増加を踏ま

える形で真ん中の部分にあります合計額も足下の約 2.1 兆円から次第に増加をいたしまして、平成

29 年度には約 2.7 兆円に増加をするということでございます。これ以降、児童人口の減少を踏まえ

て若干の減に転ずるということが前提でございます。 

 右側に、その財源構成別の推移を示してございます。国の負担割合が徐々に高まるというような
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トレンドが示されているというところでございます。 

 次のページをおめくりいただきまして、17 ページでございます。17 ページのグラフは、15 ペー

ジと 16 ページの左側のグラフを合体させたものでございまして、これが総量ということになります。

一番左側の二重四角で囲っておりますトータルの規模で申しますと、足下は約 6.1 兆円、これが次

第に増加をいたしまして平成 29 年度は 6.8 兆円です。それが 35 年度にかけて減少するということ

でございます。 

 要因は、それぞれ現金、現物でごらんいただきましたとおりでございまして、一時的な増を除き

ますと次第に減少傾向になっていくというのが現金の推移であるのに対しまして、量的な拡大を前

提に置きます関係上、現物は増えていく。それぞれの要因がお互いに打ち消し合う形で、この金額

の推移になっているというのが全体の傾向でございます。 

 一番左側の濃いブルーの部分が子ども手当ですが、これが４割くらいということでございますし、

少し飛びまして薄い水色がこども園（仮称）でございますが、特にこども園（仮称）の部分につい

ては増加をしていくということが見込まれているところでございます。 

 次の 18 ページをごらんいただきますと、17 ページのグラフを大きく現金、現物に二分をした場

合にどのように見えるのかということを整理したものでございます。元のデータは、上と同じでご

ざいます。左側の黄色い部分が現金、右が現物でございます。トレンドとしては、現物が一貫して

29 年度まで増えていくということでございまして、この黄色の部分が一時的な増を除きますとやや

減少に転ずるということでございます。 

 足下の 22 年度でいきますと、現金対現物の比率はおおむね 65 対 35 くらいでございます。これが

徐々に現物のウエートが高まってまいりまして、平成 29 年ころにおおむね 60 対 40、６対４という

ような比率になっていくことが見込まれているというのがこの 18 ページのシートでございます。 

 次に、19 ページをごらんいただきます。19 ページは、15 ページと 16 ページの右側のシートを合

体させたものということでございます。それで、先ほど前のページでごらんいただきましたように

現金、現物あるいはそれぞれの給付ごとに見ますと増えたり、減ったりといった移動がございます

けれども、財源構成を全体として固定をした状態で量だけ変動させるという前提に立ちますと、比

較的安定的に推移をするということでございます。 

 平成 22 年度は大体、国、地方、それから事業主プラス被保険者でおおむね 40 対 40 対 20 くらい

の割合になってございます。これが一時的な国の部分の増で、これは子ども手当の満年度化の影響

がございますが、それ以降、25 年度以降については非常に安定的に 42 対 38 対 20 くらいの割合で

推移をして、この構成については個々の給付についての凸凹を足し合わせますと、このような比較

的安定をした推移でいくということがうかがえるところでございます。 

 以降、参考資料と、それから 25 ページ以降に参考までに今年の１月に策定いたしました「子ども・

子育てビジョン」の関係資料、最後のページにその付属資料として付いております追加所要額等の

資料をお付けしております。以上でございます。 

○末松座長 どうもありがとうございました。引き続き、今、新しい資料が配られましたけれども、

社会保障改革の推進ということで、税と社会保障の関係について政府が 12 月 14 日に閣議決定いた
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しました。重要なポイントでございますので、それを引き続き説明をさせます。 

○香取政策統括官 番号は付いてございませんで、失礼しましたが、今、追加でお配りした資料で

ございます。 

 秋以降、社会保障と税の一体改革の議論を与党、民主党、それから政府与党で並行して進めてま

いりました。それで、先週の金曜日に政府与党の社会保障改革本部で本部決定をいたしまして、そ

の本部決定の内容と全く同じ内容を昨日の閣議で閣議決定をしております。それが、１枚目の「社

会保障改革の推進について」という紙でございます。 

 実は、この閣議決定を取りまとめるに当たりまして民主党、政府与党それぞれで報告書が出され

ております。それを踏まえての閣議決定ということになりますので、まずそれぞれ与党、それから

政府与党の有識者会議で出されました報告につきまして簡単に御説明申し上げます。 

 とじ方が急いでやったので順番が引っくり返っていますが、最後に１枚付いております。これが、

与党でお取りまとめいただきました税と社会保障の抜本改革調査会の中間整理でございます。 

 まず、最初に社会保障全体を取り巻く情勢の変化ということで、現在の社会保障制度が整備され

たのは 1970 年代、高度成長の時代と比べて現在の社会情勢が非常に大きく変化しているということ

で、そこにありますように経済財政状態の違い、高度成長の終焉でありますとか、人口減少であり

ますとか、企業や家庭のセーフティネットの機能の低下でありますとか、雇用の流動化、こういっ

たものによって現行の社会保障制度については大きな改革が必要になるという基本認識を示してお

ります。 

 その上で、党は現在の社会保障の水準をきちんと引き上げていって、現在の安心と将来の希望に

結び付けるような福祉社会をつくっていく。そのことが、デフレ脱却を含めた経済成長につながる

という基本認識の下に、成長の可能性が高い社会保障分野の潜在需要を顕在化させるということで、

雇用と消費に結び付けたデフレ脱却を経済成長に結び付けるという考え方を示して、改革の方向性

ということでそこで５つの丸が書いてございます。 

 １つ目は、全世代を通じた安心を確保していくということ。２つ目は、国民一人ひとりの安心感

を高めるということ。３つ目は、包括的な支援を行うということで、個別のサービスを包括して提

供するような形ですね。４つ目に、納得の得られる社会保障制度ということで、受益と負担の明確

化、番号制度の導入等について語り、５番目が自治体、企業、そして国がそれぞれの役割を果たす

ということを言っております。 

 その上で、「個別の社会保障の課題と方向性」につきまして、医療介護、現金給付、それから子育

て、雇用について個別の施策について言及しております。 

 その上で４番、財源ということで、将来の社会保障の姿とその場合の国民負担を明らかにして国

民の判断を得るということで、税と社会保障の一体改革、それから社会保障の財源については税制

全体の中で確保していくわけですけれども、消費税が非常に重要であるということで、消費税を含

む抜本改革に早急に取り組むようにということを言っております。 

 消費税の使途につきましては、目的税化をするということを法律上、会計上、明確にするという

ことと、社会保障の範囲については高齢者３経費を基本としつつ検討すると書いてございまして、
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この点については座長の藤井先生は少子化関係、子どもについての経費について検討する必要があ

るということを報告のときにお述べになっておられます。 

 以上を含めて、政府与党で早急に検討を行って、国民的な議論に付して党派を超えた議論をして

いくようにというふうな報告になってございます。 

 これが 12 月６日に取りまとめられたわけですが、その２日後に政府与党の方の有識者検討会での

報告書が取りまとめられております。それが１ページめくって２ページ以下のものでございますが、

こちらはパワポの資料になっておりますのでこれで御説明いたします。 

 最初の１は、現行社会保障制度の課題について整理してございます。基本的な考え方、認識は党

と同じでございまして、70 年代にできた社会保障制度が社会経済変化に十分対応できていないこと

によって機能不全を起こしている。その部分について抜本的な改革が必要であるということで、（２）

でいかなる日本を目指すのかということで５つの方向性が示されております。貧困と社会的排除を

なくしていくこと。家族と地域のつながりを蘇らせること。活力ある中間層を再生すること。それ

から、アジアの安心先進国としてアジア諸国がこれから直面する高齢化、少子化の課題について共

通の道筋を示していくこと。そして、責任を分かち合うということで、特に次の世代に負担を先送

りしているということについて、我々の世代は自覚をする必要があるということを言っております。 

 その上で、これまで取り組まれてきた旧政権以来の社会保障国民会議あるいは安心社会実現会議

等の議論の蓄積を尊重しながら、新しい検証も加えて議論をしていくということを考えております。 

 そして、改革の方向ということで、１つは雇用と教育と連動した社会保障改革をするということ

と、国民と共にすすめる情報開示等、３つ目は超党派の常設の会議体を設置して超党派で議論すべ

しということが言われております。 

 （２）番で改革の考え方、３つの理念と５つの原則ということを示しております。これも党で示

されましたものと立て方は違っておりますが、基本的な認識は一致しております。 

 １つは、社会的な包摂を強める。国民の参加を保障するということ。それから、すべての国民を

対象にした普遍的な制度を有するということ。そして、成長と社会保障、安心と成長の好循環を目

指すということ。 

 その上で５つの原則を示しておりまして、１つは全世代対象の社会保障制度をつくること。子育

て支援を中心に未来への投資を行うこと。自治体が行う支援型のサービスについて、分権的・多元

化な供給体制、特に現物給付を中心とした整備を行うこと。４番目が、包括的な支援を行うこと。

５番目が、次世代に負担を先送りしないということで、現在の世代が享受している給付費の多くが

実は後代負担で賄われているという現実をきちんと見るべきであるということを指摘しております。 

 その上で「理念と原則を踏まえた改革の各論」ということで、４つの分野を示しておりまして、

所得保障・年金、サービス保障、医療、子ども・子育て、そして格差・貧困対策ということで、そ

れぞれについて改革の方向性が示されておりますが、子ども・子育て支援の中ではこの会で議論し

ていただいております子ども・子育て新システムについて早急な検討を進めるようにということが

書いてございます。 

 ３番目は改革の枠組みということで、負担の在り方が示されております。公的負担と私的負担の



 30

関係、これはトレードオフの関係にあるということ。それから、現役世代の今の負担が現役に見返

りがないということで制度不信が高まっているということを解決すべきということ。それから、先

ほどもありましたが、将来世代へ先送りしている現実を見直すこと。それから、社会保険方式を中

核にしながら税の負担を用いて社会保険の揺らぎを補完するということが示された上で、社会保障

の強化と財政健全化の同時達成ということが述べられております。 

 ４番目が税制の関係でございますが、この中では１番で税の再分配機能の強化が必要だというこ

とを述べ、２では現在の人口構造、雇用、経済環境の下では特定の世代に負担が寄らない消費税が

社会保障の公費財源としては基幹的なものであるということを述べております。 

 その上で（３）で、消費税の使途の明確化ということを述べておりまして、この中では官の肥大

化に用いないこと。目的税化した区分経理を徹底すること。そして、21 年の税制改正法の附則の 104

条を引いて、実は 104 条は消費税の使途として医療、年金、介護及び少子化に関する費用と条文上

明記をされておりまして、その条文を引いて社会保障の目的税化、区分経理について述べておりま

す。 

 ４では、社会保障と税制の一体改革の必要性を述べておりまして、その中では前段産業では現在

の社会保障を維持するためのコストの相当部分は後代負担にて賄われている。この部分について手

当てが必要だということを述べ、後段では将来の社会保障の機能強化の部分について必要な財源を

確保する必要があるということが書いてございます。その上で、その全体について消費税をシフト

する財源で安定財源を確保するということが述べられております。 

 ５番目で基礎年金について述べ、６番目で地方の社会保障の安定財源の確保をする必要があると

いうことを述べています。 

 その上で、最後に当面の優先課題ということで、１つは子ども・子育て支援としてのこの新シス

テムの実現。２つ目は、新卒者、若者を中心とした若年者雇用の強化。そして、超党派による社会

保障諮問会議の設置というものが述べられております。 

 この２つの報告書を踏まえまして 12 月 14 日、12 日の政府与党の決定、そして 14 日の閣議決定

で述べられておりまして、２つ目の丸でこの２つの報告書が出たことを示し、３つ目の丸でそれら

の内容を尊重して社会保障の改革、安定・強化のための具体的な制度改革案とその必要財源の明示、

その安定財源を確保することと財政の健全化を同時達成するための税制改革、これを一体的に検討

する。その上で、工程表と合わせて 23 年の半ばまでに成案を得て、国民的合意を得た上で実施を図

るということを言っております。これは、１枚目の最初の紙でございます。恐縮でございます。順

番が逆になって申し訳ありません。 

 今の２つの報告書を踏まえてこの閣議決定がなされましたが、その閣議決定の文面がこの１枚目

の紙でございます。２つ目の丸、３つ目の丸でございますが、23 年の半ばまでに一体改革の成案と

工程表を合わせた成案を得るということが述べられております。また、優先的に取り組む分野とい

うことで子ども・子育て対策と若者支援対策について言及し、子ども手当法案、子ども・子育て新

システム法案、それから求職者支援法については早期の国会提出を図るということが述べられてお

ります。その上で、超党派の協議をこれから呼び掛けていくことを述べ、それから税、社会保障番
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号についての取組について述べたものがこの閣議決定ということになります。 

 そういうことで、基本的には税、社会保障一体改革の中で少子化対策、あるいはこの新システム

の財源については一応明記をされて、これから検討が進むという形になっているということの御報

告でございます。以上でございます。 

○末松座長 ちょっと説明が長くなりまして大変恐縮でございます。 

 それでは、いろいろな御疑問等はあるかもしれませんが、よろしくお願いします。では、倉田さ

んどうぞ。 

○倉田委員 全国市長会の倉田でございます。やっと制度設計のイメージ図に書いている税制改革

の在り方というものが見えてきたなと思っております。したがって、後段に説明された社会保障改

革の推進について、これは高く評価をし、この計画どおりに推進されることを要望しておきたいと

思います。 

 その上でですが、必要財源を明らかにするとなっているわけです。そうすると今、御説明いただ

いた費用の設計の中で質の問題ですね。それから、子ども手当の増額分、これは除くのですから、

今の約６兆円にプラスアルファこの部分が財源を必要とする金額になると、このように考えていい

のかどうかという質問が１点です。 

 それから、次は意見ですが、現物、現金という分け方、それから国、地方、事業者あるいその受

益者負担という分け方があります。そうすると、現物の中に国と地方、あるいは現金の中に国と地

方という分かれ方をしていくので、この辺の議論は今日ではなくて後のステージで議論する時機が

あるのかどうかということも合わせてお答えをいただきたい。 

 それから、そうすると場合によれば現金給付である子ども手当等の問題、あるいは事務的な現物

給付、更には市町村事業みたいな分け方もあり得るのかなと、これは意見として申し上げておきた

いと思います。２つの質問にお答えをいただければありがたいと思います。 

○末松座長 それでは、まずこれは基本ですから説明をしてください。 

○香取政策統括官 全体の費用推計とこの税制改革との関係では、今日お示しをした費用推計はビ

ジョンベースということになりますし、現在の制度を前提にしておりますので、御質問があったよ

うに子ども手当について給付改正が行われた場合にはそれはこの外出しということになるので上乗

せということになります。 

 それから、給付改正で質の改善につきましても御説明申し上げたように入っておりませんので、

一定の改善を行う。それは、税と社会保障の改革の観点からすると社会保障の機能強化に当たる部

分になるわけですが、その部分をどういうふうにやるかということはこれからの御議論ですが、そ

の部分が行われればそれは外側に付くということになります。 

○末松座長 では、菊池さんどうぞ。 

○菊池委員 今、御説明いただきまして、質の問題については外に付くというお話がございました。

新システムについては少子化対策特別部会のときからそうですけれども、質の確保向上というもの

を目指しているというのが一つの大きな目的としてあったと思うんです。 

 それで、現実的な話を申し上げますと、保育の質の確保などというのは基本的には人の確保であ
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り養成であると認識しております。これまでの現実的なプロセスとか現状を少し申し上げますと、

保育単価がカバーしている時間数で申し上げると以前は８時間、22 日と言っていたものが、11 時間

で 25 日になっている。この差は、1.5～1.6 倍くらいになるわけですね。土曜日の利用実態等を考

慮すると、この数字の差をそのまま比較してどうこうということにはならないわけですけれども、

そういったことがあるということです。 

 それから、この長い間に労働時間 52 時間というのが昔の話ですが、ございましたけれども、今は

40 時間ですね。これは非常にいいことなのですが、労働時間もそうなってきている。そうすると、

この差も非常に考慮していかざるを得ない大きな要素になってくる。 

 ところが、それに見合った見直しというものが単価上で果たされていないとうのが実態であると

私どもは認識しておるわけです。更に、現状を申し上げますと、勤務時間内には保育の現場で子ど

もに対するケアに追われて、現実的には記録の作成のための時間や研修とか会議の時間などは取れ

ない状況です。ですから、厚生労働省の管轄下にありながら労働基準法に抵触するかもわからない

ような現実を抱えている。これが実態であるというふうに、我々関係者は頭を抱えているというこ

とでございます。 

 そういう意味からすると、先ほどお答えいただいたのでほっとしたのですが、今回この試算を見

ていると現行水準のままで、配置基準や給付水準の引上げは今回推計には含んでいない。推計値と

して今の資料としてはそれでいいのですが、将来的にここについてはしっかりと見直しについては

お願いをしたい。 

 労働実態からしますと、ワーク・ライフ・バランスということが言われておりますけれども、福

祉の現場、保育以外の児童養護施設もそうですし、母子生活支援施設もそうですが、実際にワーク・

ライフ・バランスなどは関係ないような実態があるわけです。そういうことについて、やはりきち

んと今後の議論の中で整理をしていただきたいということでございます。 

 それから、人の確保の問題についてはこの前申し上げたことかもわかりませんが、介護や障がい

分野では処遇改善交付金が、時限でございますけれども給付されている。その他の分野は除外され

ているわけですね。今、それを求めているわけではございませんけれども、ただ、除外されている

分野の実態もやはり同じような状況にあるということを考えますと、新システムの構築の中で解決

していただきたい非常に重要な課題であると思っております。 

 介護だけではなくて、保育の分野もなかなか人材確保が難しい状態になってきている。それは、

いろいろな理由があります。非常に仕事が厳しいということもありますし、処遇がもうひとつ一般

社会に比べると十分ではないということもございます。そういう意味では、本当に困難な状況です。 

 特に、質の高い職員の確保が非常に難しい。しかも、それは更に今後悪化する可能性があるとい

うことも予測されております。そういう意味では、新システムの導入と同時に質の確保向上の実現

と、それに見合った財源の確保を是非ともお願いしたいということです。 

 根本的な課題は、やはり新システムの構築の中で解決していただきたいと思っておりますし、こ

れまで何度か新システムについての不安と期待感が混在するということを申し上げてまいりました。

不安な点としては、財源が確保できるのかということが最大の不安であります。それから、期待を
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するところはこれまで抱えてきたたくさんの課題を、処遇改善も含めて、解決を図っていただける

のではなかろうかというところでございます。 

 そういう意味では、是非とも我々の期待にこたえていただきたい。幼保一体化の目的の中に「世

界に誇る」という言葉がございました。今は決して世界に誇る水準であるとは思いませんし、かな

りほど遠い状況にあるのではないかとも思っております。是非ともこの目的を達成していただきた

い。 

 これは保育の問題だけではなくて、先ほど社会的養護、障がいの問題がございましたけれども、

こういったところも今の水準は十分ではない。それを新システムの中に位置付けることによって、

同時にこれまで問題とされた大きな課題の解決に向けていただければと思っております。 

 全保協の資料を９ページ、10 ページに付けておりますので、細かいことについてはそこをごらん

いただければと思っております。お時間をちょうだいして申し訳ございませんでした。 

○末松座長 すみませんが、私から一言だけです。質の改善についてはまた別途そこはいろいろな

形で、これは皆さんものすごく思いをお持ちだと思いますが、今日は費用負担のところをメインに

お願いをしたいと思います。 

○菊池委員 資料の中に含まれていないというのが入っておりましたので、是非この際に申し上げ

ておきたいと思いました。 

○末松座長 それでは、あと 30 分を切っていますので、できるだけ短く端的にお願い申し上げます。 

○野呂委員代理 全国知事会ですが、まず、末松副大臣、小宮山副大臣が見えますので、当面、来

年の子ども手当のことについて少し苦言を呈しておきたいと思います。 

 それは、「地方との意見調整、協議を十分にして」ということでありますが、それがないまま 24

日を迎えようとしている。この間、厚労大臣が全国知事会の会長などに会っていただきましたけれ

ども、相変わらず意見の開きが大きいままでした。私は、そういう意味では現状についても大変危

惧しているところであります。是非、そのことを申し上げておきます。 

 それから、今日は私も初めて目にする資料の説明をいろいろ受けました。その中で、そういう意

味では私も評価を大きくする点もございます。例えば税と社会保障の抜本改革調査会、これもよく

こういった方向をまとめられてきたなということを評価しますが、一方でちょっと気になるのは、

社会保障改革に関する有識者検討会報告の中でも、地方自治体の社会保障負担に対する安定財源の

確保が重要な目標であると、こういうことが書かれているわけです。 

 にもかかわらず、消費税を社会保障の目的税とするというようなことがかなり前面に出ておりま

して、ここら辺は制度設計の中で地方の意見というものをかなりしっかり聞いていただく必要があ

ると思います。 

それから、このビジョンでは、私もようやく日本の社会保障の議論がこういった高い理念も入れ

込みながらやるということになったことは大変歓迎をするところであります。ここにも書かれてお

りますように、社会保障を政争の具とせず、野党議員が本当に全体一体となって議論を進めていた

だきたい。このことを期待したいと思います。 

それから、費用推計についての説明がございました。若干残念なのは、多分、子ども・子育てビ
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ジョン等に基づいてこの推計の基本の枠組みを決めているんだと思いますけれども、まずはＯＥＣ

Ｄ諸国に比べて今、子ども関係経費については非常に少ないということは御承知のとおりでありま

す。そういう意味では、この全体を見ましても平成 29 年、35 年、こういった辺りを考えてみても、

ＯＥＣＤ諸国と比べてはるかに見劣りする状況ではないか。そういう意味では、こんな程度で本当

にいいと考えておられるのか。 

それは、財源を全然前提にせず子ども手当を出してくる民主党ですから、私は税制改革について

非常に無責任なのかと思ったら、ちゃんと今日はそういう資料も出てきました。そういう意味では、

もう少しきちんと我が国の子ども関係施策がどれぐらいのボリュームであるべきなのか。それから、

ボリュームと一緒に現物給付と現金給付のバランスというものが非常に大事です。それを総合的に

進めていくという観点から是非やってもらいたいと思います。 

それから、もう一つ残念なのは、これはいろいろな前提を置いてこういう費用推計をしているか

らでありますけれども、相変わらず地方負担を現状のままで置いております。私ども、これまで繰

り返し知事会としても申し上げているのは、給付の性格によって制度設計をしっかりやるべきだ。

その中で、特に全国一律のいわゆる憲法の子どもの権利というような、そういうものに基づく現金

給付については国が責任を持つべきだ。それから、全国一律で行うサービス給付についても国が責

任を持つべきだ。 

一方で、地域の実情に応じたきめ細かなサービスが必要なものについてはやはり地方が責任を持

つべきだ。このことは、民主党が言う地域主権一丁目一番地の大原則のところであります。これに

従って国と地方との役割を整理して、そしてシステムに組み込んでいかなければならない、このこ

とをしっかり申し上げているところであります。 

しかし、そのことからいきますと、財源議論がないままシステム設計をやっていくということは

非常に無理があるし、これは許されないことだ。かえって今の子ども手当の財源議論を見ると、財

源がないために地方の負担もその役割分担を超えて議論がごっちゃになっていると思います。そう

いう意味では、この子ども手当の財源議論が十分でないまま導入しようとしたことに無理があった。

そのことをやはり反省しながら、私はしっかり今度のシステムというものをつくっていただきたい。

そうでないと、今せっかくあれだけ子ども手当を出しても、国民の評価は非常に混乱しています。

私はもっと評価していいはずの子ども手当の今の状況も、結局はそういう評価が出てきていないと

いうことが出ております。 

それから、新システムについては今、申し上げたように国と地方の役割をきちんと整理をしてい

ただきたいということでありますが、そういう意味ではシステムの基本にあります１階建て、２階

建てという区分は認められません。それから、子ども・子育て勘定（仮称）についても、この考え

方は認められません。包括交付金についても認められません。地方の特別会計、これについても認

められません。 

したがって、この新システムについては地方と十分今後協議をして成案をなしていただきたい。

そのことを繰り返し申し上げておきます。 

○末松座長 そちらに座られた各知事会代表の方からも、繰り返しそのことは要望されています。
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では、坂﨑さんどうぞ。 

○坂﨑委員 日本保育協議会の坂﨑です。基本的な質のさらなる向上については菊池さんの方から

も話がありましたので、まず確認ですけれども、22 年度中にこの子ども・子育て新システムの法案

を提出するということでいいのか。そうすると、それに合わせた形で 23 年半ばまでにこの消費税の

論議等を入れたものを進めていくという順番でいいのかということが１つです。うまくいかない場

合においては、法案だけが通ってそのお金のことがどうなるのかという非常に危惧もあるわけです。 

それと１つ、今日おつくりをいただいた支援に関わる費用推計について、これが基本だと思いま

すけれども、私は先ほど菊池さんがおっしゃったことと、ここに書かれていることの真ん中の部分

があると思うんです。 

というのは、基本的に期待をされている数値というのが多分相当あると思うんです。例えば先ほ

どの障がい児のことについても、基本的なすべての子どもたちが入るような仕組みになるんだ。そ

うすると、それを使いたいという方々というのは多分相当、基本的なところから言うとそういうふ

うなところが数値に少し表れてこないと、現状のベースよりももっと使えるんだという数字が表れ

てくるべきではないかと思います。例えば、障がいについてすべて保育を必要とする方々が入るん

だということは、多分もう少し多目に見なければならないのではないかという思いがございますの

で、それらの上になおかつ質のさらなる向上ということがあるんだと思います。 

もう一つはお願いごとになるんですけれども、子ども手当を出しているということで、その子ど

も手当相殺かということは少し問題があるんだと思いますが、今の子育てをしている方々の保育料

に対する負担感というのは非常に大きいものがあります。応能負担だということになりますけれど

も、その部分を今、地方も含めて相当分、保育単価の分を地方も肩代わりしている状況になってい

るわけです。それと子ども手当との関係がどうだという問題が１つあるとは思いますけれども、是

非いわゆる若年層と言われる方々で子育てをしている方々の保育料の軽減ということを一考してく

ださればと思います。以上です。 

○末松座長 御質問の前半部分ですが、23 年、来年に通常国会へ法案を出します。そして、来年の

半ばと言われるところで税と社会保障の結論を出します。基本的に法案だけ通して、あとは財源が

ないんじゃないかという御不安に対しては、これからクオリティの質の改善も含めてまたお示しを

します。それを踏まえた形で、消費税になるのかどうかわかりませんけれども、そこでそういった

財源についてもお示しをします。それを諮った上でそちらの財源も考えていくというように今、予

定をしているところです。 

○山縣委員 短目にさせていただきます。前段のテーマで若干誤解があってはいけないと思うんで

すけれども、私は社会的養護の在宅分については市町村でいいと思っていますが、入所分について

は市町村は危険だと思っています。その前提で、今回の費用についてもやはり都道府県レベルのイ

メージ図もできたら欲しいなと思います。市町村レベルのイメージと、国レベルのイメージと、県

レベルのイメージと、その３段階があるのではないかということです。 

 障がい児保育の話が前段でありましたけれども、市町村が頑張っておられるのは否定はしません

が、でも、結果として一般財源化以降、障がい児保育は進んでいない。先ほどのデータにもありま
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したけれども、横ばい状態です。保育所利用児童がすごく伸びているにもかかわらず横ばいという

のは、結果としては進んでいないのではないかという感じがいたします。これが全部市町村の財源

の中に入ると、恐らく幼保一体化のところで葛藤を起こしてしまうのではないか。 

 また、乳児院は全国で今 120、情緒障害児短期治療施設が 32 ぐらいという先ほどの数字がありま

した。これを市町村で対応するというのはかなり危ないのではないかというのが私の意見です。そ

こは、都道府県レベルの財源構造というのも示すべきではないかというのが１点目です。 

 それから２点目ですけれども、「子ども・子育てビジョン」ベースということですから了解はしま

すが、前段で説明がありましたように、社会的養護については母子生活支援施設も入っているとい

う説明でございましたので、是非今後はビジョン以外のこの新システムの財源の話としては母子生

活支援施設も入れていただきたいという点でございます。 

 加えて、若干お金の話とは違うのですが、この母子生活支援施設は児童福祉法に規定されている

施設ですけれども、今、現場ではＤＶ関係の利用者が非常に増えているということでございます。

そのＤＶ関係の利用者が増えているものを現在は市レベルですけれども、町村レベルまで持ってい

くと、これは若干危険が伴うのではないかという気もしておりまして、ここら辺も慎重に検討して

いただきたいということでございます。以上です。 

○山口委員 この会はずっと財源を封印したまま議論されてまいりましたけれども、ここにきて閣

議決定で安定的な財源を確保するというようなことが出てまいりまして、非常にいいことだと思っ

ております。 

 そこで、末松先生、小宮山先生、両大臣に御質問です。先ほど示された費用区分のところを見ま

すと、本年度でトータル 6.1 兆円、そのうち子ども手当を含めた現金給付の部分が４兆円と非常に

大きな部分を占めていると思います。財源の方をある程度示されたのはいいのですが、仮の話で恐

縮なのですが、もし国民の合意が得られずに財源が消費税等で得られなかった場合、私はこの現物

給付の部分というのは非常に緊急性の高いものを多く含んでいると思っております。 

 片や、現金給付の部分というのはいろいろ御議論、お話がありまして、たんす預金等に流れてい

るというような話もあります。それは全部が正しいとは思っておりませんが、先ほど倉田市長もお

っしゃったようにそのバランスだと思うのです。財源がもししっかりと確保できなかった場合、今

のこの現金給付を維持しながら新システムを断念するのか、それともしっかりと緊急性の高いもの

はやっていくのか。個人的な意見、見解で結構でございますので。 

○小宮山副大臣 私どもは断固とした決意を持ってこの税と社会保障改革を進めますので、それが

できないということはないと考えています。 

 それで、子ども手当の話をここでし出すと夜が更けてしまいますのでやめておきますけれども、

これはもともと税の控除から手当に変えるので財源手当ができていたものなんです。ですから、財

源手当もなくてつくったものではございません。途中からちょっとその姿が乱れてしまったことは

申し訳ないと思っていますけれども。 

 それで、私どもはもともと現金だけとも現物だけとも思っていないので、総合的にパッケージと

して皆さんのいろいろなニーズにこたえられるようにしなければいけない。ただ、いろいろな調査
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をいたしますと、持ちたい数の子どもを持てない最大の原因が経済的な負担ということで、まず子

ども手当からやりましたので、今こうやって皆さんと一緒に一生懸命子どもたちの居場所づくり、

そのほかのことをやっているということでございますし、必ず質の向上も含めてできるようにいた

しますから、そこは御信頼ください。 

○末松座長 皆さんの貴重なお時間を使ってここまでやっているわけですから、これで私たちも財

源ができないということであれば、民主党として政治的には極めて大きなダメージでありリスクで

ありますので、それはないように全力でやるしかないです。 

○山口委員 信頼しております。 

○末松座長 では、渡邊さんどうぞ。 

○渡邊委員 全国町村会では、今日示されたことに対して具体的な御意見をまだ申し上げる立場に

ないんですけれども、ただ、私の個人的な考え方も含めて、今ほど支援施策にかかる費用の推計が

示されたわけでありますが、これには若干疑問を感じております。 

 なぜかと言いますと、現行での現金給付と現物給付、今ほどお話あったように割合として現金給

付が６割から７割近い。そして、現物給付が３割、４割にしか至っていないという現状があるわけ

です。そしてなおかつ、推計の中では子ども手当１万 3,000 円をベースにしている。これは政権与

党として国民に約束した２万 6,000 円というベースがあるわけであります。また、費用負担の財源

構成の割合も地方負担は求めない。すべからく国が責任を持って国庫負担で対応するという組み立

てを示すべきと主張してきた経過がある。 

 ただ、地方としては今年度の場合はやむなく知事会、それから市長会からもお話があったように、

そういう経過をたどって容認せざるを得ないということがあったわけでありますけれども、その辺

についてこういう費用負担の推計をしたことに非常に疑問を感じております。 

 ですから、極端なことを言えば、先ほどの税と社会保障の抜本改革、これは本当に国として将来

的な方針を持ってビジョン化していくというのは非常に評価に値すると思います。 

 しかしながら、政策の位置づけというものと財源の税の体系というのは、やはり国民的な議論を

要すると思うんですね。ですから、私は極論から言うと、せっかく財源を確保したとしても、小宮

山副大臣からお話があったように、財源はあったんだよ。しかし、現状ではそれは無理な状態にな

っているんだという理屈はわからないわけでもないですけれども、それを代替的に消費税に頼って

社会保障をするとか、現金給付の子育て手当に充てるなどは最たるものです。 

 確かに経済的に恵まれて子育てをしている家庭もあるかわかりませんけれども、それよりも先ほ

どから話のある保育料の問題とか、そういうシステムの中できちんと制度設計をして給付を一体化

していくという社会行動的な支援策が私は必要ではないのかと思います。 

 消費税議論については国も、それから私も、地方もやはり社会保障制度改革の中で容認せざるを

得ないような現状にあるとは思います。しかしながら、国民的な視点で議論するならば、まだまだ

正直なところ、私は国民、世論はそんな中途半端な形を認めると思っていません。なぜならば、現

金給付で１万 3,000 円、もしくは２万 6,000 円やるよと言っていながら、なおかつ消費税でそれを

還元するというのは、恐らく国民からの大きな批判となって跳ね返ってくるのではなかろうかと思
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います。 

 ですから、現金給付をやるなとは言いません。それは必要なものもあります。それはそれとして

確立していく必要があると思うんですけれども、むしろ現物給付の方をきちんと確立していく必要

性があるのではなかろうかと私は基本的に思います。責任を持ってやりますという決意のほどは評

価しますけれども。以上です。 

○末松座長 貴重な御意見をありがとうございました。先ほど野呂知事から、子どもに対する支出

がヨーロッパに比べて低いと、そういうものも踏まえて我々もやっておりますものですから、あま

りこれと言っては問題なので……。 

 では、田中さん、藤原さん、中島さんということで、すみませんが、時間がもう超過ぎみになっ

ていますので極めて短い形でお願いします。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中です。商工会議所として、すべての子どもを対象とする包括

的なシステムを創設することや、子どもの財源、子育ての財源を確保するということについては何

も異論はないんですが、事業者として幾つかお話をしたいと思います。 

 本日、出てきました財源構成割合の中で、事業主と被保険者が２割ぐらいの負担をするというこ

とになっております。まず、その事業主と被保険者が受益と負担が明確でないことに対してどう説

明をするのか、どういうお考えでここに２割の支出をセットしているのかということを明確にお話

いただきたいと思います。全体としては、公費でお願いをしたい。税、社会保障の一体改革の中で

検討していただきたいというのが我々の考えであります。 

 ２つ目に、今、資本金が 1,000 万円以下の企業の労働分配率は９割近くに達しているんですね。

なおかつ給料は下がっているというような中で、中小零細企業は満杯状態で人を抱えているという

状況になっています。ですから、負担が多くなるということについては、やはり雇用を圧迫したり、

結果的には被保険者、もしくは就業者の負担を大きくすることになってきてしまうのではないかと

思っています。 

 今、この表を見ると、現状支出しているものとそれほど変わらないのではないかというようなこ

との説明があろうかと思いますけれども、実態に企業であるとか、就業者の数であるとかといった

ものはそれほど安定をしているとは限らないと思います。今、企業数は非常に減少しているし、全

体の力がなくなってきている中で、やはり個々の負担を換算すると負担は増えていく。明らかに増

えていくのではないかというおそれがあると思っておりますので、そういった心配もあるというこ

とで、まず企業がお金を出さなければならない理由と、出せるかどうか、出すことで企業にとって

よいきっかけになるのかということについてお話をいただきたいと思います。 

○末松座長 同じ御質問だと思いますので、藤原さんからお願いします。 

○藤原委員代理 同じ質問ではありませんが、簡単に４点だけ申し上げます。 

 １点目は、質の向上の議論をこれからやるということなので、それに関わる費用推計も一緒に出

していただいた上で、今後の議論をしていただきたいというお願いです。 

 ２点目は、本日の資料で、財源構成の中で「事業主負担」というのが出ておりますけれども、こ

れは一部に過ぎません。このことは前から私は大日向先生にも申し上げていますが、企業の社会的
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責任というのは利益を出して税を納めるというところに一番大きな責任があって、実は財源構成の

中で「国」と書いてありますけれども、一般会計を通っているから国になっているのであって、も

とは企業の負担も十分入っているはずです。今の国税収入の中で約２割は法人税になっております。

地方税の中にも当然入っておりますので、給付の子ども色という議論はございますけれども、負担

の方に企業色というのがあれば是非付けていただきたいなというぐらいに思っておりますので、そ

このところは十分踏まえて御議論をこれから進めていただきたいと思います。 

 ３点目は、やはりこの６兆円超の規模というのが特別会計になって出てくることになります。今

の特別会計の中で、社会資本整備特別会計よりも大きな特別会計が１つ出てくるということですの

で、私どもとしてはやはり違和感があるということです。 

 ４点目に、先ほどから何人かが御指摘されていますけれども、この法案の提出のタイミングと財

源についての成案を得るタイミングがずれているというのはやはり非常に心配です。要するに、ど

うやってこの法案を審議するのか。財源が明確になっていないまま、法案をどうやって審議するの

かということに非常に大きな疑問を持ちます。以上です。 

○末松座長 では、最後までいってしまいますので、中島さんどうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。ごく短く、私からは２、３点、意見を述べさせていただきま

す。 

 費用負担に関する事業主の方の心配はわかるのですけれども、税と社会保障の一体改革の基本的

な基軸というのは、社会保障を全世代型でもっと子どもや若者へシフトしていくということが非常

に重要だと思っており、取り分け長期的に見れば労働力、社会保険料の担い手、税の担い手をきち

んとつくっていくということにもなりますので、全体的に見てどのように評価をしていくかという

合意形成の議論もできたら良いと思います。その意味で、現物と現金の関係とか、税と社会保険の

関係とか、基本的なコンセプトを明確に書き込んでいただけたらありがたいと思っております。 

 それから、これは今後の議論だと思いますけれども、保育料等の自己負担分の割合をどう考えて

いくかという課題がまだ議論されていません。今後の議論の中で検討が行われると思いますが、医

療保険や介護保険の自己負担割合は１割から３割という世界でございます。この水準と子ども・子

育ての自己負担割合との整合性をどう考えるか、宿題にしていただければと思います。以上でござ

います。 

○末松座長 それでは、香取さんお願いします。 

○香取政策統括官 では、手短に最後の質問からお答えをしますと、保育の１割負担について見直

しをした場合にどうなるかというのは、実はビジョンの推計のときに試算をしております。資料３

の最後のページにお示しをしておりますが、現在、認可保育所の費用は総額でいきますと約６割が

公的負担で４割が利用者負担、実際には自治体単位での負担が入りますのでもうちょっと小さくな

るんですが、これを応能・応益ということとは別に置いておくとして、マクロで利用率１割、つま

り公費給付９割とした場合に追加的にかかる費用は約 6,900 億円でございます。これが最初の質問

です。 

 それから、法案の提出時期との関係でございますが、どういう形でこれから法案を出していくか
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というのは与党の御判断もございますし、政府全体の判断もありますが、一応政府全体として決め

ていることだけ申し上げますと、御案内のように子ども・子育て新システムの法案は 23 年度通常国

会に提出をするというのが政府としての意思決定になっております。これが１点です。 

 それから、先ほどの政府与党の合意の中で、税、社会保障一体改革についての成案を得る時期は

23 年半ば、半ばというのは多分６月までということだと思っておりますが、そういうことで示され

ております。その前提でお示しをすること、それから私どもの子ども・子育て新システムの昨年６

月の政府案要綱では、財源を確保して順次施行するという表現になっておりまして、施行は 25 年度

を前提にしているということでございますので、法案の提出時期、あるいは法案の審議をどのよう

にやるかというのは与党なり、国会の御判断ですが、施行はそういう形で整合的に行うというのが

今の政府の考え方だと思います。 

それから、費用負担について幾つか御質問がありました。今回の費用負担の推計は議論のベース

になるものをお示しするということでございまして、このような費用負担区分を前提に制度設計を

するということを御提案したものではありません。したがいまして今の制度、例えば現金ならば現

金、現物ならば現物、あるいは、育児休業ならば育児休業、保育ならば保育について現行制度でそ

れぞれの考え方が整理されて、それぞれの費用負担区分が決められております。 

それは、それぞれの制度の中での国なり地方なりの役割というものを前提につくられているもの

ですので、それを前提に全体の費用が動いたらどうなるかということをお示ししているところでご

ざいます。 

企業負担につきましても、現行は大宗は育児休業給付と出産手当金、いわゆる所得保障の部分に

ついて、この制度はそれぞれ医療保険と雇用保険が出ているわけですが、そこの費用負担に入って

いるものが将来どういうふうに推移するかということを前提に推計しておりますので、新システム

の中で全体でどういうふうに費用負担をするかということですが、今の段階でいわば現行とは違う

推計をするということは今の費用負担区分、例えば今の企業の責任について公費負担に振り替える

のかといった試案をすることになりますので、それはむしろこれからの御議論の中でお決めいただ

くということになろうかと思います。 

 それから、現金国、現物地方という御議論がありました。それは今回試算をお示ししませんでし

たが、数字を見ていただくと大体の感じがつかめると思うので、18 ページを見ていただきたいと思

います。例えば平成 25 年度のところでもいいんですが、25～26 年度の表を見ていただきますと、

現金給付が約４兆3,000億、あるいは４兆2,600億という数字になります。この中で地方負担が9,000

億強、9,200～9,300 億入っております。それに対しまして、現物給付が約２兆 4,000 億、ないしは

２兆 5,000 億ありまして、この中に国の負担が 8,000 億程度入っております。したがいまして、仮

に現金はすべて国で、現物は地方財源でということになりますと、この国と地方の金額がそれぞれ

入れ替わるという財政影響が出るということになります。 

 これは、現在の子ども手当に入っております特例交付金が 2,000 億ほど入っておりますが、それ

は計算のカウントに入っておりません。それは地方が負担をしているという格好になりますので、

その分を入れますと現金、現物を引っくり返した場合の金額というのは計算すればわかると思いま
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すが、この費用負担区分とあまり変わらない費用負担区分になるということで、全体の費用区分を

どうするかということと、新制度の中でどのような役割をそれぞれがやっていくかということをこ

れから議論していただくためのベースの数字ということで御理解いただければと思います。以上で

す。 

○末松座長 もう時間が 10 分ほど超過していますけれども、最後にどうしてもという人がいらっし

ゃいますか。 

 なければ、これで今回は終わらせていただきます。次は 28 日のつもりでおりますが、大変恐縮で

ございますけれども、年末までお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

 今度は２時間半ではなくて３時間ぐらいになるかもしれない。そういうことも踏まえて、今年最

後のということになるかと思いますが、またよろしくお願いを申し上げます。 

 大変長い間、ありがとうございました。 
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