
 

各委員提出資料 
 

 

 

 

 

目  次 

 

 

○ 奥山委員提出資料       ・・・・・Ｐ．１ 

○ 柏女委員提出資料       ・・・・・Ｐ．３ 

○ 駒崎委員提出資料       ・・・・・Ｐ．５ 

○ 小室委員提出資料       ・・・・・Ｐ．６ 

○ 北條委員提出資料       ・・・・・Ｐ．７ 

○ 吉田委員提出資料       ・・・・・Ｐ．12 

 

 

 

 

 

参考資料 



 

 



平成 25 年７月５日 

第４回子ども・子育て会議意見書 
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 

理事長 奥山千鶴子 
 

 子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て

支援事業の実施に関する充実を実現するものと捉えていますが、命が宿った時から出産、産後支援、子育

て支援とすべての子どもと子育て家庭に必要とされる妊娠期からの切れ目のない支援、「地域子ども・子

育て支援事業」に関しては、より一層の充実を願います。 
 

１．基本指針について 

P3-4 上記の観点から、二 子ども・子育て支援にあたっての関係者の連携・協働 
については、 
・幼保小連携、0~2 歳に係る取組と 3~5 歳に係る取り組みの連携   
→ ・妊娠期から産後、0~2 歳に係る取組、3~5 歳に係る取り組み、幼保小連携 としてはどうか。 
 
P11 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（参酌基準）、実施しようとする子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保の内容及びその実施時期について 
 
すべての子育て家庭を対象としながら、実は身の回りにないという状況がある。利用希望を聞く際には、

市区町村が実施する類似サービス等について調査するか、子ども・子育て支援事業がない理由についての

説明していく必要性があるのではないか。いずれにしても、市区町村にないサービスのニーズ調査の仕方

については、工夫が必要である。 
また、併せて都道府県は、各市区町村の実施状況について明らかにしていくべきと考える。 
 
①地域子育て支援拠点事業 5,722 か所 （2011 年度交付決定数）＊中学校区に半分程度 

  （ひろば型 2,132 か所センター型 3,219 か所、児童館型 371 か所） 

②一時預かり 7,254 か所 （2011 年度交付決定数）＊96%が保育所型 

  （保育所型 6,936 か所、地域密着型 154 か所、地域密着Ⅱ型 164 か所） 

③乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）＊ただし、ほとんど1回の訪問 

   実施市区町村数（2011 年７月１日現在） 1,613 市区町村（全1,747 市区町村の 92.3％） 

④ファミリー・サポート・センター事業 

   実施市区町村数(2011 年度交付決定数) 671 市区町村（2011 年度当初全1,747 市区町村の 38.4％） 

⑤子育て短期支援事業  

   実施箇所数(2011 年度交付決定数) ショートステイ事業 656 か所、トワイライトステイ事業 361 か所 

⑥病時・病後児保育事業 

  実施箇所数(2011 年度交付決定数) 1,483 か所 内、 

  （病児対応型 503 か所、病後児対応型 523 か所、体調不良児対応型 457 か所） 

⑦放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) 

   実施状況（2012 年５月１日現在） 実施市区町村数 1,591 市区町村（調査時全1,742 市区町村の91.3％） 
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２．保育の必要性の認定について 

 
就労の捉え方は、子育て期間中は多様である点に配慮し、本人の希望がかなえられる方向で検討してほし

い。 
 
特に、保育の必要性の認定の下限を下回った場合に利用できる保育サービスの拡充、多様な主体による一

時預かり事業、地域の支え合いによるファミリーサポート事業等連携して拡充していく必要がある。 
 
現状、保育事業以外の一時的な預かり、ファミリーサポート等での預かり事業の単価についても、利用者

が活用しやすい料金体系にしていくことが求められる。 
 
 

３．待機児童の算出方法の明記 

 
 自治体によって、待機児童の算出方法が異なることがわかっている。 
国で統一するか、または自治体ごとで算出する際には、その算出根拠、方針をわかりやすく公開する必要

性があるのではないか。 
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子ども・子育て会議(第 4 回)提出意見 

                          2013.7.5  柏女 霊峰(淑徳大学) 

1.基本指針の基本的考え方の記載について 

6 ページ「第一 四」の後に、例えば「五」をいれ、「計画全体にわたる基本的考え方」

について短くでも記載すべきではないか。そうしないと、いわゆる社会的養護や障害児支

援等の専門的事項に係る基本的考え方が欠落してしまうこととなる。 

2.市町村の実施する障害児支援等の専門的事項についての基本的考え方の記載について 

7 ページ「第二 一」市町村と都道府県のそれぞれの計画の記載事項を見ると、「市町村の

行う障害児支援等の専門的事項」に関する基本的考え方の記載が欠落しており、これを加

筆する必要がある。 

3.障害児支援に関する利用支援の記載を 

15 ページ「(二) ア」の「障害児等特別な支援が…」の部分に、障害児支援サービスと教

育・保育を併行利用する際の利用支援やワンストップサービス等の利用支援について記載

する必要がある。連携だけではうまくいかないと考えられる。 

4.地域や NPO 等の民間の自主的な取組の支援、活性化を図ることについて記載を 

18 ページ「3  (二)」について、18 ページのところに、「地域や NPO 等の民間の自主的な

取組の支援、活性化を図ること」について記載をする必要があるのではないか。子ども・

子育て支援事業や児童健全育成サービスについては、プレイパークや冒険遊び場など法外

の様々な活動が日々展開されており、こうした活動を支援し、活性化していくことが必要

とされる。 

5.障害児童の特定教育・保育施設の利用促進を 

21 ページ「三 2 (三)障害児施策の充実等」において、「障害児童が特定教育・保育施設

を可能な限り利用することができるよう、障害児童のための専門的支援サービスである保

育所等訪問支援事業等との連携・一体的実施や一体的な利用支援に努めるべきである」こ

とについて記載すべきである。 

6.従事者の確保については社会的養護、障害児支援分野に従事する者の見込み数についても

勘案すること 

29 ページ「4」の従事者の確保に関しては、特定教育・保育施設や地域子ども・子育て支援

事業に従事する者のみならず、社会的養護・障害児支援等の専門的支援に関する事項に従

事する者の見込み数について勘案することが必要である。 

7.合同研修の実施について記載を 

29 ページ「4」の従事者の資質の向上に関しては、保育士と幼稚園教諭との合同研修、特定

教育・保育施設に従事する者と専門的事項に関する支援に従事する保育士等との合同研修

の実施についても記載することが必要である。 

8.自立支援の一環として卒園後の実態把握に努めることを記載 

32 ページ「(二) ウ自立支援」において、「社会的養護関係施設、里親委託解除者の調査を
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行うなど、退所後の状況について把握するよう努めること」について記載することが必要

である。 

9.障害児入所施設の今後の方向について記載を 

33 ページ「(四) 障害児施策の充実等)」において、障害児入所施設の見込み数の把握を行

うことについて記載する。また、今後のあり方については、障がい者制度改革推進会議提

言や総合福祉部会提言に基づき、「家庭的養護の推進や自立支援など社会的養護体制の充実

に準じた体制の充実に努めるとともに、社会的養護施策との連携強化を図ること」といっ

た趣旨の記載を行うことが必要である。なお、特別支援学校寄宿舎のあり方について検討

が必要である。 

 

以上 
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子ども子育て会議 御中 
２０１３年7 月 5日 

意見書 
 
 
現行の「保育に欠ける」要件（児童福祉法施行令第二十七条）において、 
 
四 同居の親族を常時介護していること。（同居親族の介護） 
 
という条件があります。 
これは、自治体窓口においては、高齢の親の介護という風に一般的には解釈されてい

ます。 
 
ですが、例えば第一子が慢性疾患を抱えており、病院での付き添い、もしくは在宅看

護が必要な場合、第二子は保育所に預ける必要性が出てきます。 
 
また、同様に第一子が障害を持っており、在宅介護が必要な場合、第二子の保育ニー

ズは当然出てきます。 
 
こうした子ども達と彼／彼女達を支える家族が、十分に保育を受けられる新制度であ

るべきです。 
 
ゆえに、新制度における保育の必要性認定においては、 
 
「同居もしくは長期入院・入所している親族（高齢の親、祖父母・慢性疾患や障害を

持つ子ども等）を、常時介護・看護していること。」 
 
というように表記を変えて頂きたいと思います。 
 
 

以上 
 

NPO 法人（申請中）全国小規模保育協議会 
理事長 駒崎弘樹 
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意見書           （株）ワーク・ライフバランス 小室淑恵 

 

＜１：調査票について＞ 

 

●調査票には、その目的などを書いたペーパーを 1 枚つけて郵送することになると思うが、その説明用紙のサン

プルも作ることで、自治体ごとのばらつきを抑えることができる。サンプルもお示しいただきたい。保護者とし

ては、そのペーパーでどのように説明されるかで、回答するか否か大きく変わるという実感がある。 

●また、そこに書いていただきたいのが、 

「この調査票は保育の必要量を調査するためであり、あなたの保育利用資格の有無を決めるものではない。何月

何日に、このような方法で保育資格は決めますよ」ということです。調査票を、資格調査であると警戒するご家

庭も出てくることが考えられ、そうなると実際の必要以上の回答をしてしまうケースが増えると考えるためです。 

●また、保育コンシェルジュ機能についても、「どこにあり、何の相談ができるのか」をその際に周知するよう

にするとより親切である。（同封するなど） 

●問 30-4 は、問 30-3 で包括できているので、削除したほうがよい 

 

＜２：資料１－２ 基本指針の主な記載事項について＞ 

 

●P7 の量の見込みは年齢区分 0、1-2、3-5 を支持します。 

 

●P8 長時間と短時間を分ける必要はない、を支持します。 

 

＜３：資料２ 保育の必要性の認定について＞ 

 

●P4，5 同居親族がいる場合も保育の必要性の認定上、考慮しないという考えを支持します。 

さらに、同居家族がいることで減点する自治体も散見されるが、それも禁止するべきだと考える。 

（親の就労状況や要介護状況の有無にかかわらず） 

 

●P7 論点 3 第 2 子の育児休業を取得した際に、第一子が保育園退所を求められないという点は、しっかりと保

障すべき。産み時を悩む大きな原因になっているというご意見に賛同します。 

ここは、明記し、また周知することが重要だと考えます。 

 

●p28 復帰の時期について 

企業にとっても、復帰を見込んだ人材が 4 月に戻らないとなると調整が困難であり、直前に復帰延期となると、

次に女性を雇う（育児休業を提供する）際にトラウマになる 

 

9 月出産分までは 12 月末までに一度発表、その後 10 月～1 月生まれまでの分を 2 月に発表、などのように 

2 段階に分けることを基本としてはどうか。 

 

＜４：資料３ 確認制度について＞ 

 

●P8 年度途中での入れ替わりを吸収できるように、柔軟な利用体制の確保のため 

おおくくりで設定することを支持します。 
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基本指針に対する意見 
 
 

全日本私立幼稚園連合会 
 
 
第二 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実

施に関する基本的事項 
 

一 教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の 
実施に関する基本的考え方 

 
○子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地 
域子ども・子育て支援事業の提供が主眼。 

→障害児など特別な支援が必要な子どもが円滑に幼児期の学校教育・保育 
等を利用できるようにするための配慮が必要。 

 
（意見） 
障害児など特別な支援が必要な子どもを受け入れる幼稚園等に対する 

国、都道府県、市町村の支援についても明記していただきたい。 
具体的には、たたき台を次のとおり修文されたい。 

（Ｐ８） 
この他、市町村は、障害児、社会的養護が必要な子ども、貧困状態にあ

る子ども等特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育等を利用できる

ようにするために必要な配慮を行うとともに、国、都道府県、市町村は、

特別な支援が必要な子どもを受け入れた教育・保育施設に必要な支援を行

うことが求められる。 
 

 
第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 
 

一 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項 
 

  ○すべての市町村、都道府県は、子ども・子育て支援法の基本理念及び子

ども・子育て支援の意義を踏まえて事業計画を作成。 
 
（意見） 
次世代育成支援対策推進法の地域行動計画と子ども・子育て支援事業計

画の趣旨、目的、対象範囲は異なるため、「踏まえて」作成することまで

求めるのは不適切ではないか。 
具体的には、たたき台を次のとおり修文されたい。 

（Ｐ１０） 
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 市町村及び都道府県は、法の基本理念及び第一の子ども・子育て支援の

意義に関する事項を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画を作成すること。

また、その際、次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）

に基づき作成する地域行動計画に記載して実施している次世代育成支援

対策に係る分析、評価を行うこと。い、これを踏まえて作成すること。 
 

二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 
 
１ 教育・保育提供区域の設定に関する事項 
 
○市町村は、「量の見込み」・「確保方策」を設定する単位として、地域の実 

情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域 
（「教育・保育提供区域」）を設定。 

 
（意見） 
幼稚園が広域利用されている実態も踏まえて「教育・保育提供区域」を

設定するよう明記していただきたい。 
具体的には、たたき台を次のとおり修文されたい。 
（Ｐ１２） 

 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教

育・保育施設の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備その他

の条件を総合的に勘案して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、

地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可

能な区域（以下「教育・保育提供区域」という。）を定める必要がある。

 
２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教 

育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 
 

（二）実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施 
時期 

 
（意見） 
現在、いわゆる２号認定の対象となる子どもの中には、学校教育のニー

ズを有している子どもがいる（両親共働きでも幼稚園に通わせている等）。

利用状況と利用希望を把握する際には、このような２号認定の対象とな

る子どもの学校教育ニーズを適切に把握するとともに、幼稚園から認定こ

ども園への移行を支援することにより、提供体制を確保することが必要と

考える。 
具体的には、より趣旨を明確にするため、たたき台を次のとおり修文さ

れたい。 
（Ｐ１５） 
 その際、子ども・子育て支援制度が、保護者の選択に基づき、多様な施
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設又は事業者から教育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の

一つとしていることに鑑み、保護者の就労状況及びその変化等によって

（ア）から（ウ）までに一律に当てはめるのではなく、柔軟に子どもを受

け入れるための体制確保、地域の教育・保育施設の活用等も勘案し、現在

の教育・保育の利用状況及び利用希望を十分に踏まえた上で定めること。

 
３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地 

域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
に関する事項 

 
 （一）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 
 

（意見） 
一時預かり事業の量の見込みについては、現在、幼稚園が行っている預

かり保育の利用状況等を適切に把握し、これらの利用状況を踏まえて、提

供体制を確保されたい。 
 具体的には、たたき台を次のとおり修文されたい。 
（Ｐ１７） 
 具体的には、例えば一時預かり事業の量の見込みについては幼稚園にお

ける預かり保育の利用状況や利用希望を踏まえるなど、地域子ども・子育

て支援事業に該当する事業の利用状況及び利用希望を分析し、かつ評価

し、参酌標準（市町村子ども・子育て支援事業計画において地域子ども・

子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準として

別表第三に掲げるものをいう。別表第一において同じ。）を参考として、

事業の種類ごとの量の見込みを定めるとともに、その算定に当たっての考

え方を示すこと。 
 
  ４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・

保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 
 
  ○質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推 

進方策 
 
（意見） 
 幼児期の教育が重要であることについて、明記していただきたい。 
具体的には、たたき台に次の一文を追加されたい。 

（Ｐ１８） 
 また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏まえ、質の

高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性

等に係る基本的考え方及びその推進方策を定めること。その際、幼児期

の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに十

分留意すること。さらに、第二の二の４に掲げる教育・保育施設及び地
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域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保

育所と小学校等との連携についての基本的考え方を踏まえ、市町村にお

けるこれらの連携の推進方策を定めること。 
 

四 都道府県子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 
 
２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教 

育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 
  
 （二）実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時 

期等 
 
  ア 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時 

期  
 

（意見） 
現在、いわゆる２号認定の対象となる子どもの中には、学校教育のニー

ズを有している子どもがいる（両親共働きでも幼稚園に通わせている等）。

利用状況と利用希望を把握する際には、このような２号認定の対象とな

る子どもの学校教育ニーズを適切に把握するとともに、幼稚園から認定こ

ども園への移行を支援することにより、提供体制を確保することが必要と

考える。 
具体的には、より趣旨を明確にするため、たたき台を次のとおり修文さ

れたい。 
（Ｐ２４） 
 その際、子ども・子育て支援制度が、保護者の選択に基づき、多様な施

設又は事業者から教育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の

一つとしていることに鑑み、保護者の就労状況及びその変化等によって

（ア）から（ウ）までに一律に当てはめるのではなく、柔軟に子どもを受

け入れるための体制確保、地域の教育・保育施設の活用等も勘案し、現在

の教育・保育の利用状況及び利用希望を十分に踏まえた上で定めること 
 

イ 都道府県の認可及び認定に係る需給調整の考え方 
 

（意見）（Ｐ２７） 
認定こども園に移行する場合の需給調整については、保育ニーズに対し

て供給が満たされている状況であっても、「認定こども園の普及」の観点

から、幼稚園が幼保連携型・幼稚園型認定こども園に移行しようとする場

合には、認可・認定が確実に行われるよう明記していただきたい。 
 
 ３ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・ 

保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 

10



   
（意見） 
 幼児期の教育が重要であることについて、明記していただきたい。 
具体的には、たたき台に次の一文を追加されたい。 

（Ｐ２９） 
 また、第一の子ども・子育て支援の意義に関する事項を踏まえ、教育・

保育の役割提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策を定め

ること。その際、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要

なものであることに十分留意すること。さらに、第二の二の４に掲げる教

育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども

園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携についての基本的考え方を踏ま

え、都道府県におけるこれらの連携の推進方策を定めること。 
 
 
第六 その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な 

事項 
 
  ○市町村及び都道府県は、子ども・子育て支援事業計画等への子育て当事

者等の意見の反映をはじめ、子ども・子育て支援施策を地域の子ども及

び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保するとともに、計画

を定期的に点検・評価し、必要に応じて改善を促すため、子ども・子育

て支援法に基づく審議会その他の合議制の機関等（いわゆる地方版子ど

も・子育て会議）を置くことに努める。 
    

（意見） 
地方版子ども・子育て会議のメンバーに、幼稚園関係者を必ず入れるよ

う、明記していただきたい。 
 具体的には、たたき台を次のとおり修文されたい。 
（Ｐ３７） 
 なお、地方版子ども・子育て会議の人選運営については、認定こども園、

幼稚園、保育所、子育て支援活動を行う団体等の当事者を人選するなど、

会議が、子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえてその事務を処理す

ることができるものとなるよう、留意すること。 
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平成 25 年７月５日 

 

子ども・子育て会議（第４回）意見書 

 

NPO 法人ファザーリング・ジャパン 

代表理事 吉田大樹 

 

１ 基本指針「意義」 

①就労形態や所得について 

 「非正規雇用」についての言及はあるものの、女性視点に偏っている。25－34 歳男性の

非正規雇用率も 16.3%（2013 年）に達しており、男性視点の記述も必要であると考える。 

また、20－30 歳代の所得も以前に比べて落ち込んでおり、29 歳以下の１世帯当たりの平

均所得金額は、332.1 万円に留まっていることから、年齢や所得を問わず、子どもを安心し

て育てられる環境を整備していくことは、社会全体の課題として取り組むべきものである

ことを明記すべきである。 

②未婚や不妊について 

①における事情が出産だけではなく、結婚さえも躊躇させる事態となっている。生涯未

婚率が男女ともに上昇していること、また、晩婚化や女性の初産年齢が上昇した結果、不

妊で悩む夫婦が増えていることなどを考えると、未婚や晩婚、不妊についての記述も必要

であると考える。 

また、学校などの教育現場においても、男女を問わず、結婚・出産・子育てを巡る社会

環境を適切にまた適度に教えていくことはもとより、結婚、出産、子育てが人生にとって

大きな喜びをもたらすものということを伝えていくことは重要である。 

③妊娠期の夫婦に対する支援について 

 妊婦健診については、以前よりも公費が増えたことは評価できるものの、親になる前の

時期だからこそ、母親学級や両親学級のような主に母親が対象となるプログラムだけでは

なく、父親が対象となる父親学級（パパスクール）のような取り組みについても充実させ

る必要がある。乳幼児との接し方や食育、沐浴などの情報提供や体験のみならず、男性の

働き方や夫婦のパートナーシップなどについても考える機会を設けることが子どもの安

心・安全な育ちを保障することにもつながることから、妊娠期の夫婦に対する支援の意義

についても基本指針の中で言及すべきものと考える。 

 

２ 政策提言～育休制度に「父親時間」の創設を！～＜参考＞ 

 

１．男性の育児休業所得率３割を目指します【再掲】 

一般男性の約３割が育児休業の取得を望んでいる状況から、早期にこれを達成するため、
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下記の項目を実施することを求める。 

 

２．育児休業給付金（現行、 大５割）の部分的引き上げ 

  育児休業給付金の給付率を以下のように引き上げることを求める。 

  ①  産後８週間のパパ休暇については所得補償を３分の２とする。 

  ② 「パパ・ママ育休プラス」期間中については、８割以上の所得補償を実現する。 

  ③ 雇用保険財源に捕らわれない、柔軟な財政措置によって引き上げを実現する。 

 

３．日本版パパクオータ制度の導入 

父親が育児に専念する「父親時間」を創設することを柱とした「日本版パパクオータ（育

休割り当て）制度」の導入を求める。 

 

４．パパ・ママ育休プラスの更なる周知と延長 

現行、「パパ・ママ育休プラス」によって２ヵ月の育休延長が認められているが、これを

６ヵ月に延長することで、男性が育休を取得したときのインセンティブを高める。 

 

５．企業支援策の拡充 

企業が社員の育児休業の取得を奨励しやすくする為、現行の代替要員確保支援策の更な

る充実と、企業減税といった新たな支援策を検討する。 

 

６．イクメン「モデル事業」自治体の創設 

特定の地域や地方自治体において「モデル事業」として先に上げた施策を先行的に実施

する。また総合特区や現在政府で検討中の国家戦略特区等の活用を検討する。 

 

７．年次有給休暇の積極的な活用 

育児のために年次有給休暇が取りやすい職場環境作りを促進する。 

 

８．次世代法「くるみん」制度の延長・拡充 

次世代育成支援対策推進法「くるみん」制度の延長と、より事業者が使いやすい支援制

度を策定する。 

 

平成 25 年６月 12 日 

 

超党派イクメン議員連盟 

NPO 法人ファザーリング・ジャパン 
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