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○秋田会長 おはようございます。 

 それでは、定刻となりましたので、第60回目「子ども・子育て会議」を開催いたします。 

 今回も新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン形式で開催をいたします。 

 初めに、本日の委員の御出欠について、事務局より報告をお願いいたします。 

○丸山参事官 事務局でございます。 

 委員の御出欠について御報告いたします。 

 柏女霊峰委員、古口達也委員、三日月大造委員、尾木まり専門委員におかれましては、

所用により御欠席です。 

 子ども・子育て会議令第５条第１項において「会議は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開き、議決することができない」とされておりますが、本日は定足数を満たしてお

りますことを御報告申し上げます。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日は、子ども・子育て支援新制度に関する予算案等を議題としたいと思います。 

 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。なお、意見交換の時間を十分に確保

するため、事務局からの説明は極力簡潔にお願いいたします。 

○丸山参事官 資料１-１を御覧いただけますでしょうか。「令和４年度における子ども・

子育て支援新制度に関する予算案の状況について」という資料でございます。 

 １ページ、まず、内閣府関係でございます。内閣府関係の子ども・子育て新制度の予算、

３兆2553億円と計上しております。前年から500億円程度の増額ということになってござい

ますけれども、その内訳、主な増減につきまして御説明を申し上げます。 

 １ページの「教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実」のところですけれども、

「新子育て安心プラン」に基づきまして、保育の受皿の整備を進めておることに伴いまし

て、増額となってございます。 

 そしてまた、①の【主な充実事項】の一番上のところですけれども、「保育士・幼稚園

教諭等の処遇改善」、収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置を、令和４年

10月以降においても公定価格において実施するということになりまして、こちらに伴う増

額を計上してございます。 

 ２ページ、「②地域子ども・子育て支援事業」のところでございますけれども、こちら

の【主な充実事項】のうち２つ目でございますけれども、「放課後児童クラブ」につきま

して、認可保育所の保育士等と同様に、放課後児童クラブの放課後児童支援員についても

処遇改善を実施することになりまして、この分の所要額が増額となってございます。 

 ３ページは補正予算の説明でございますので、省略をいたします。 

 ４ページ、一番下のところですけれども、「児童手当」の関係でございます。こちらは

400億円ほど減額となってございますけれども、その理由といたしましては、昨年の通常国

会において成立をいたしました子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法
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律に基づきまして、特例給付の対象を見直したことに伴いまして減額となっていることに

加え、そもそも対象の児童数が少子化のために減っているということを勘案いたしまして、

減額となってございます。 

 内閣府予算の主な概要は以上のとおりでございます。 

○山口少子化総合対策室長 続きまして、厚生労働省の予算案について御説明をいたしま

す。 

 厚生労働省子ども家庭局の山口と申します。 

 資料の５ページを御覧ください。新規事項を中心に主なものについて説明をいたします。 

 まず一番上ですが、「子ども家庭局の予算」とございます。令和３年度予算額が4560億

円、これに対しまして令和４年度の予算案ですけれども、令和３年度の補正予算で計上し

たものが1622億円、また、令和４年度の当初予算で4598億円を計上しております。 

 １つ目として、ヤングケアラー支援ということで新規事業を掲げております。ヤングケ

アラーにつきまして、令和４年度から３年間を「集中取組期間」として自治体の取組を支

援することにしております。自治体による実態調査や研修、また、コーディネーターの配

置、こうしたことについて補助を行うということとしております。 

 ６ページ、困難な問題を抱える女性への支援体制の充実等としまして、３つ目にござい

ますが、「官・民の協働による支援の推進」ということで、民間団体による地域における

取組を推進する自治体に対する補助を新規に行うこととしております。 

 ７ページ、児童虐待防止対策等でございます。「１．児童虐待防止対策の推進」の１つ

目ですが、子供食堂あるいは子供宅食等を行う民間団体等も含めた子供の見守り体制の強

化ということで、見守り体制支援事業として補正予算でこれまで実施をしておりましたが、

当初予算に計上して実施をすることとしております。 

 少し飛びますけれども、10ページになります。母子保健の関係でございますけれども、

「２．オンライン相談や健診に必要な備品整備などの地域の母子保健事業の強化」という

ことで、現下のコロナ禍も踏まえまして、両親学級のオンライン実施等についての予算を

計上しております。 

 11ページ、出生前診断について、２つ目ですが、出生前検査の認証制度に関する広報啓

発費用を新規に計上しております。 

 厚生労働省として新規の事業について主なものを御説明しました。 

 以上です。 

○大杉幼児教育課長 おはようございます。文部科学省幼児教育課でございます。 

 文部科学省関係予算の御説明をさせていただきます。 

 資料の17ページになります。「幼児教育スタートプランの実現」ということで、当初予

算前年度比で２億円増の50億円、補正につきましては226億円ということでございます。 

 大きく３つの柱がございます。１つ目は「『幼保小の架け橋プログラム』の開発・推進」

ということで、３億円増の５億円になってございます。これらにつきましては、後ほど議
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題ともなっておりますので、御説明をさせていただきたいと思います。 

 18ページ、「幼児教育の質の向上を支える自治体への支援」ということで、こちらは幼

児教育推進体制あるいは幼児教育アドバイザーの配置を促進していくというものでござい

ます。全ての都道府県への配置を目指して今年は充実を図っていきたいと考えております。 

 ３つ目が「意欲ある施設の幼児教育の質の向上を支える」ということでございまして、

43億円ということでございますけれども、補正予算のほうで226億円つけていただいている

ものも有効に活用しながら、特に目下緊急性の高い感染症対策支援あるいはICT環境整備支

援ということを中心に、しっかりと園の取組を支えてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○丸山参事官 内閣府でございます。 

 続きまして、資料１－２を御覧ください。「令和４年度当初予算案における公定価格関

連事項等について」という資料です。 

 ２ページ、昨年の11月に閣議決定をされました経済対策の抜粋でございますが、資料の

とおり、収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置を来年２月から前倒しで実

施するという方針が示されました。 

 ３ページ、先ほどの経済対策を踏まえまして、補正予算、それから、その補正予算の後、

予算編成過程において当初予算において措置を講じるということでございまして、３％程

度（月額9,000円）の処遇改善の概要については、右上にあるとおり、令和３年度補正予算

で２月から９月までは措置し、10月以降は同様の措置を当初予算において講じるというこ

とにしております。 

 補正予算と当初予算の主な違いといたしましては、１．の※１のところですが、令和４

年２月から９月までの間は公定価格とは別の補助金により国が10分の10で補助をする、令

和４年10月以降については公定価格の見直しにより同様の措置を講じるということで、国

２分の１、都道府県４分の１、市町村４分の１という財政負担になっているということで

ます。 

 ４ページ、人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の人件費改定につ

いてです。昨年夏に出された令和３年人事院勧告の内容は、資料のとおり「期末手当の引

下げ（▲0.15月分）」ということが勧告をされました。 

 国家公務員給与改定につきましては、令和３年人事院勧告に伴い、改定は令和４年６月

期の期末手当において調整することとされたことを踏まえまして、公定価格につきまして

は令和４年４月分から反映をする予定でございまして、公務員の期末手当が0.15月分の減

となっておりますのは、公定価格に引き直しますとマイナス0.9％程度になります。※の２

つ目にありますとおり、令和３年度は公定価格の減額改定は行わず、４年の４月分から改

定をするということでございます。 

 先ほどより来御説明をさせていただいております処遇改善と公務員給与の改定に伴う公

定価格の改定の関係でございますけれども、令和３年度補正予算においては、令和４年４
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月から９月までの間、国家公務員給与改定に伴う公定価格の減額分、人件費マイナス0.9％

ですけれども、それに対応する金額を処遇改善に上乗せして補助をするということにして

おりまして、令和４年10月以降の取扱いにつきましては、令和４年人事院勧告の内容を踏

まえて対応する予定にしております。 

 ６ページ、公的価格評価検討委員会の組織図でございますけれども、こちらにおいて看

護、介護職、幼稚園教諭、保育士等々の処遇改善について御議論いただいているところで

す。７ページにございますとおり、昨年末の当該委員会において中間整理をおまとめいた

だきました。中間整理におきましては【４（１）処遇改善の基本的考え方】【４（２）処

遇改善の方向性】と考え方をお示しいただいておりますけれども、今後の処遇改善を行う

に当たっては、これまでの措置の実効性を検証するとともに、これまでの措置で明らかに

なった課題や対象外となった職種も含めて検証を行うべきですとか、処遇改善の負担の在

り方についても御意見を頂戴いたしておって、また、一番下ですけれども、処遇改善に向

けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える化やデジタル等

の活用に向けた課題等について検討し、来年夏までに、つまり今年の夏でございますけれ

ども、方向性を整理するとされておりまして、今後とも公的価格評価検討委員会での御議

論を踏まえながら、我々としてもしっかり検討を深めていきたいと、このように考えてご

ざいます。 

 資料１－２は以上です。 

○山口少子化総合対策室長 続きまして「社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会

報告書（案）の要点」について御説明をいたします。資料２を御覧いただきたいと思いま

す。 

 現在、厚生労働省で検討しております社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の

報告書の要点でございます。前回のこの会議におきまして、骨子案について御説明をいた

しました。その後、議論をしていただきまして、骨子案をほぼ踏まえるような形で報告書

（案）ということで来ております。上のところに書いてございますとおり「（※）一部を

除き、12月28日にとりまとめを公表」としております。 

 この内容につきましては、前回御説明した骨子案のほぼそのとおりでございますので、

詳細は割愛をいたしますけれども、「一部を除き」の「一部」についてですが、「４．人

材育成等」にございますけれども、１つ目で「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）

の創設（Ｐ）」となっております。この子ども家庭福祉ソーシャルワーカーの在り方につ

きまして、あさって、またこの社会的養育専門委員会を開催いたしまして議論をいただき

まして、議論が取りまとまれば、その報告書を基に今通常国会に児童福祉法の改正法案を

提出する方向で検討を進めているところでございます。 

 資料３を御覧いただきたいと思います。「児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の

在り方に関する研究会報告書」でございます。 

 この報告書ですが、発端は令和３年度の地方分権の提案におきまして、児童福祉施設の
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実地監査につきまして、書面あるいはリモート等による監査についても可能としてはどう

かといった提案がございました。また、このコロナの中で業務継続、BCPについても検討、

整備が必要であるという問題意識もございました。こうした２点を踏まえまして、本研究

会において報告書を作成いただきました。 

 主な論点ですが、２つございます。１つ目は、指導監査についてでございます。指導監

査については原則は実地で行うこととしながら、感染症の流行状況を踏まえながら、実地

による監査を控えるべき事情があると認められる、かつ直近の監査で大きな問題がない、

あるいは対象となる児童福祉施設の前年度の実地検査の結果が適正であったと。こうした

場合においては、例外的に書面監査を可能とすることを規定し、必要な法令改正等の措置

を講ずることとすると。 

 ２つ目ですが、感染防止対策のための委員会の開催あるいはBCPの策定等を児童福祉施設

の努力義務に位置づけるということでございます。努力義務化に当たりましては、別途マ

ニュアルあるいはガイドラインを策定する予定であります。また、現場への過度な負担と

ならないように、オンライン研修動画あるいはひな形の提供等を予定しております。 

 厚生労働省におきましては、報告書を踏まえた検討を進めまして、こうした措置をこの

夏以降、順次実施をする予定としております。 

 資料３については以上です。 

○赤崎補佐 厚生労働省雇用環境・均等局です。 

 資料４「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正について」、御説

明いたします。 

 ２ページ、まず、改正の趣旨について御説明します。次世代育成支援対策推進法第７条

第１項の規定に基づきまして、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため

に、主務大臣は、国、地方公共団体、事業主等が策定する行動計画の策定に関しまして、

行動計画策定指針を定めなければならないこととされております。 

 今般、次世代法第13条と第15条の２に基づく国と地方公共団体以外の事業主の認定の類

型を定めた次世代育成支援対策推進法施行規則が改正されたことを踏まえまして、策定指

針について所要の改正を行うことといたしました。 

 また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正

されまして、同法の第９条２に出生時育児休業制度が設けられたことも踏まえまして、策

定指針について所要の改正を行うものといたしております。 

 改正内容について、３ページ目を御覧ください。行動計画策定指針の四の１のところに

「市町村行動計画」に関する記載がございます。（５）で「職業生活と家庭生活との両立

の推進等」の御説明がありますが、このところに、市町村が仕事と生活の調和の実現に向

けて進めるべき施策について、くるみん認定の類型が増えたことに伴う必要な改正を行う

ことといたしまして、赤字のとおり追加をしております。 

 また、下の部分を御覧ください。六の「一般事業主行動計画の内容に関する事項」とい
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うことで、エの（ア）で「男性の育児休業の取得を促進するための措置」についての記載

がございますが、こちらについて、育児・介護休業法の改正により、出生時育児休業が創

設されたことに伴い、赤字のとおり「出生時育児休業及び」という形で追記させていただ

いております。 

 以上です。 

○大杉幼児教育課長 資料５「幼保小の連携・接続強化について」、中央教育審議会で議

論中の内容も含めて御紹介をさせていただきます。 

 １ページ目、２ページ目は事業の概要でございますけれども、冒頭に御紹介させていた

だきましたとおり、「『幼保小の架け橋プログラム』の開発・推進」に５億円ということ

で、プログラム事業のモデル事業の実施、あるいは幼児教育の理解・発展推進事業の中で

の全国的な幼保小への意識啓発をしっかりとやっていきたいと考えております。 

 現在３ページ目にございますような中央教育審議会の幼児教育と小学校教育の架け橋特

別委員会におきまして、保育所、認定こども園、幼稚園、それぞれの関係者にもお入りい

ただきながら議論を進めさせていただいているところでございます。 

 ４ページ目以降が現在御議論中の内容になりますけれども、年度末をめどに一定の内容

をまとめていただきまして、それを基に来年度から12か所モデル事業を実施し、随時、モ

デル事業の内容を全国に展開していくことを考えてございます。 

 ５ページ目、現状の課題でございます。幼保小の連携は一定程度進められておりますけ

れども、まだまだ７割から９割の園が連携に課題意識を持っている、あるいは表面的な行

事の交流にとどまり、力をつけるという意味でのカリキュラム編成・実施に課題があるな

どの点が指摘されております。 

 ６ページ目、架け橋プログラムの取組のイメージでございますけれども、モデル地域12

か所における開発・実践のみならず、幼児教育推進体制や先ほどの理解・発展推進事業な

どを通じて、全国的に好事例を分析・展開していくということを併せて実施していく予定

でございます。 

 ７ページ目、モデル地域におけるカリキュラム開発のイメージ、中心となりますのは架

け橋期、５歳児から小学校１年生ということになりますけれども、０歳から18歳の学びの

連続性に配慮しつつ開発をしていただく予定でございます。 

 ８ページ目、各地域でカリキュラム開発会議というものを設置していただいて、中央教

育審議会の議論を基に手引なども参考にしつつ、カリキュラムの開発、各園の実践の検証、

改善を行っていただく予定でございます。 

 国のほうでは架け橋期の教育の質保障ということで検証体制をつくりまして、実態調査

や改善事項の整理、推進を行ってまいります。 

 ９ページ目がカリキュラム開発のイメージ、10ページ目、11ページ目が国の質保障のイ

メージになります。 

 また、12ページ目にございますように、このプログラムと並行しまして、幼児教育推進
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体制につきましてもさらなる面的あるいは深まりの充実を図っていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○入野補佐 続きまして、内閣官房のこども家庭庁設置法案等準備室から「こども政策の

新たな推進体制に関する基本方針のポイント」について御説明申し上げます。資料６を御

覧ください。 

 １ページ目、新たなこども政策の在り方につきましては、前回の会議におきまして、有

識者会議の報告書を御報告いたしましたけれども、それを踏まえまして、昨年の12月に政

府としまして、こども政策の新たな推進体制に関する基本方針を閣議決定をしております。 

 冒頭、こども政策を強力に推進し、常に子供の最善の利益を第一に考え、子供に関する

取組・政策を我が国の社会の真ん中に据えて、子供の視点で、子供を誰一人取り残さず、

健やかな成長を社会全体で後押しする、そのための新たな司令塔として、こども家庭庁を

創設することとしております。 

 「今後のこども政策の基本理念」としまして、有識者会議報告書の提言を踏まえまして、

１ページ目に掲げておりますような６点をまとめております。 

 １点目、子供の視点、子育て当事者の視点に立って政策立案をすること。 

 ２点目、全ての子供の健やかな成長を目指すこと。 

 ３点目、誰一人取り残さず、支援から抜け落ちることのないようにすること。 

 ４点目、子供や家庭が抱える課題が複合化していることから、切れ目ない包括的な支援

が必要であること。 

 ５点目、支援が必要な子供、家庭に支援が確実に届くよう、待ちの支援から、プッシュ

型、アウトリーチ型支援に転換していくこと。 

 ６点目、データ・統計を活用し、エビデンスに基づき政策評価・改善をしていくという

６点を掲げております。 

 ２ページ目を御覧ください。申し上げました基本理念を踏まえまして、こども政策をさ

らに強力に進めていくために、常に子供の視点に立ち、子供の最善の利益を第一に考えて

「こどもまんなか社会」の実現に向けて専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が

必要としております。また、新たな行政組織として、こども家庭庁を創設すること。それ

から、子供にとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実し、こども家庭庁と文部科

学省が密接に連携することを「こども家庭庁の必要性、目指すもの」というところでまと

めております。 

 「こども家庭庁の基本姿勢」として、先ほど来申し上げておりますとおり、子供の視点、

子育て当事者の視点という点。それから、地方自治体との連携強化、NPOをはじめとする市

民社会の皆様との積極的な対話・連携・協働ということを掲げております。 

 そして「強い司令塔機能」ということで、内閣総理大臣の直属の機関として、内閣府の

外局として置くこと。それから、各省大臣に対する勧告権等を有するこども政策を担当す
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る内閣府特命担当大臣を必置化すること等々を掲げています。 

 ３ページ目、こども家庭庁の具体的な体制と主な事務について簡単ながら３つにまとめ

てさせていただいております。企画立案・総合調整部門、成育部門、支援部門という３部

門の体制で考えていってはどうかとしておるところでございます。 

 こども家庭庁については、子供の行政を担う地方自治体との調整など十分な準備期間を

要することから、令和５年度のできるだけ早い時期を見込み、今回の通常国会に法案を提

出する予定でございます。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 それでは、これから皆様から本日の議事に関する御意見、御質問をお願いいたします。 

 時間の関係上、お一人２分で御発言いただきますよう御協力をよろしくお願いいたしま

す。時間を超過した場合は、画面にメッセージが表示されますので、御留意ください。オ

ンラインでの御発言は時間を超過する傾向がございますので、何とぞ時間を厳守していた

だきますようお願い申し上げます。 

 なお、御発言の順序につきましては、事前に事務方よりお知らせしておりますとおり、

委員、専門委員の方の順に指名をさせていただきます。また、委員、専門委員におかれま

しては、それぞれ五十音順の本日は「な」行の方から始めたいと存じます。ただし、大下

英和委員、加藤篤彦委員、駒崎弘樹委員は途中退室予定とのことでございますので、最初

に御発言をいただきたく存じます。 

 それでは、まず、大下英和委員から、御発言をよろしくお願いいたします。 

○大下委員 日本商工会議所の大下です。 

 発言順を御配慮いただきまして、恐縮でございます。 

 令和４年度予算案の説明、ありがとうございます。子ども・子育てに関わる幅広い課題

に目配りされた内容となっているかと思います。 

 これについて、２点だけ申し上げます。 

 １点目は、保育士等の処遇改善についてです。これまでも繰り返し申し上げております

が、子ども・子育て政策推進の鍵は現場で働く保育士の方々の処遇改善・能力開発等を通

じた保育の質の向上と考えます。新子ども子育て安心プランが順調に進むことによって、

量の確保はある程度見通しがつきつつある中で、今後は特に保育の質の向上、保育士の処

遇改善に力点を置いていく必要があるとも考えます。 

 令和３年度補正、４年度当初予算で月9,000円の公定価格引上げに係る予算が手当てされ

ていますが、他のサービス産業等と比べた人材確保における優位性といった観点も踏まえ

て、どの程度まで賃金を引き上げていくべきなのか、一定の目標水準を示すとともに、そ

の財源の裏づけについても十分検討していく必要があると考えます。 

 御説明がありましたとおり、保育士の賃金については公的価格評価検討委員会で議論さ

れているとのことですが、本会議においても引き続き検討状況を御報告いただくとともに、



11 

 

議論を引き続きお願いしたいと思います。 

 ２点目は、事業主拠出金の予算案についてです。本会議や事業主団体との協議の場にお

いても繰り返し申し上げておりますが、日商基本的な考え方は、「子育て支援など少子化

対策の財源は、社会全体で子育てを支えていく観点から、税による恒久財源で賄うべき」

というものです。全国の中小企業は、オミクロン株の急速な感染拡大、あるいは燃料・原

材料価格の高騰などによって大変厳しい経営状況にあります。加えて、昨年秋の最低賃金

の引上げ、令和４年10月からの雇用保険料引上げ等、企業の負担感は増しています。今回

の将来推計では事業主拠出金率の引上げを前提としていますが、可能な限り引上げを回避

するとともに、積立金余剰を勘案して、引下げも視野に検討すべきと考えます。財務状況、

執行状況を十分検証いただき、適正な所要額を精査いただきますよう引き続きお願い申し

上げます。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、加藤篤彦委員、お願いをいたします。 

○加藤委員 全国幼児教育研究協会、加藤でございます。 

 発言順の御配慮、誠にありがとうございます。 

 私からは最初に処遇改善Ⅱ加算の研修の件です。保育所の研修と幼稚園、認定こども園

の研修の互換についてですが、前回御回答で免許状更新講習を組み込んでいるとお話をい

ただいておりましたが、これが発展的解消となるわけです。この免許状更新講習発展的解

消後にも、質の高い研修が都道府県の判断で処遇改善加算Ⅱに参入できるような保育士等

キャリアアップ研修の要件緩和を引き続き御検討いただければと思います。同じフレーム

の中でも研修の相互互換など働いている者にとっては大変ありがたいことでございます。 

 ２点目、幼児教育スタートプラン、幼児教育推進体制事業についてですが、幼児期の教

育は大変大きな柱でございます。しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。

その大きな柱と、もう一つ相談支援事業といった意味の柱が両方立っているわけですけれ

ども、お互いの関係が一般の人にもよく分かるように、教育的な側面と福祉的な側面、そ

れぞれ大事なのだということが分かるような図でもお示しいただけるとありがたいかと思

っております。 

 ３点目、こども庁のイメージの図なのですけれども、表現に濃淡を感じまして、例えば

子育ての支援部分ですが、一般には一時預かり的な預かり事業的なものがイメージされま

すが、実は親子の居場所あるいは親子同士の相互のコミュニケーションは非常に大事な要

素で、これは従来幼稚園でも実施してきているところです。そういったところも表現の中

に加えていただくとか、どういうイメージなのかみたいなところを明らかにいただけると

ありがたく存じます。 

 最後に「ここdeサーチ」の件です。前回改善いただきましたけれども、それで私学助成

園も図の中には載っているのですが、一時預かり事業などの子育ての支援が記入されてお



12 

 

りません。また、その辺りの支援の部分に関しての記載をお願いできればと思います。 

 ありがとうございました。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、駒崎弘樹委員、お願いいたします。 

○駒崎委員 全国小規模保育協議会理事長の駒崎です。 

 意見書に基づいてお話しさせていただきたいと思います。意見書を全て話すには時間が

ございませんので、冒頭２つだけお話しさせていただきたいと思います。 

 １つ目、子供の預かり人数に応じた職員配置を認める通知を出してくださいというもの

です。23区のある自治体で、預かり人数が利用定員に満たない場合でも利用定員に応じた

職員配置を求められてしまっています。次月以降に園児が入園するかもしれないというこ

とで、その可能性に備えて、常に利用定員に応じた職員をあらかじめ配置しておくことを

要求されてしまっているのです。 

 事業者としては、子供の預かり人数、実際の預かり人数に応じた職員配置は守りたいの

ですけれども、次月に備えるためにお預かりしていない子供の人数に対して職員を配置す

るというのは、ポスト待機児童時代で入所率が減っている中、事業者負担が増し経営を圧

迫していく状況になっています。 

 一方で、23区のほかの自治体では、子供の預かり人数、実人数に応じた職員配置は認め

ていて、その自治体によって対応にばらつきが生じてしまっているのです。 

 厚労省の保育課に問合せをしたところ、国では保育所の施設運営基準上、利用定員では

なくて預かり人数、実人数に応じた職員配置を求める解釈をしていると言ってくださって

いるので、それが自治体にも正しく理解してもらえるように通知をしっかり出して、自治

体のばらつきがないようにしていただきたいと思います。 

 ２点目です。東京都の「保育園で学童の預かりができる」制度を国レベルでもつくって

いただきたいと思います。東京都の来年度予算が１月28日に発表されたのですけれども、

こちらで「小１の壁」の打破に向けた取組というものが出されています。ここで認証保育

所における学齢児の受入れということで、空いているスペース、空いている定員の部分で

学童保育ができるようにしていきましょうという実験的事業が施行されることになりまし

た。これはいいなと思いました。というのも、待機児童がなくなって保育園の充足率が下

がり続けていっていて、保育所全体でも９割、地域型保育だと８割を切っている状況です。

こうした空き定員があるのであれば、ぜひそれを活用していただきたいと思います。 

 特に学童保育、障害児の受入れがなかなか進んでいない状況があります。保育園は個別

性があって、そうした障害児の受入れにもしっかりと寄り添っていけるのではないかと思

いますので、ぜひ御検討いただけたらと思います。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、野澤祥子委員、お願いいたします。 
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○野澤委員 東京大学の野澤です。 

 重要な点について、様々御説明ありがとうございます。 

 私からは特に「幼児教育スタートプランの実現」という点について、３点ほど述べさせ

ていただきます。 

 １点目として、幼児期からの教育の充実を図るということですが、幼児期の教育とはど

のようなものなのかをカリキュラム開発の際には丁寧に議論していくことが必要だと思い

ます。国際的にも幼児教育を学校化するのではないということが議論されています。乳児

期から、そして、児童期以降への連続性を踏まえつつ、それぞれの固有性を大事にしてい

くことも必要だと思います。 

 ２点目として、全ての子供に対して格差なくということですけれども、格差なくという

ことはもちろん一律に同じものをということではないと思います。子供たちの特性や外国

にルーツを持つ御家庭などを含めて、子供、家庭、地域、園の多様性に応じて、公正性や

包摂性を保障するための在り方を具体的に検討していくことが必要だと思います。 

 ３点目として、子供の育ちや保育へのコロナ禍の影響を検討していくことは必要だと思

います。今も本当に大変な状況が続いていると思いますけれども、直近の課題としまして

も、入学に向けた準備のときになかなか連携が取りにくいということがこれまで以上にあ

ることを伺っております。子供たち、そして家庭が安心して入学の準備ができるように、

オンラインの活用など何らかの形での工夫の共有も早急には必要なのではないかと思いま

す。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 松田茂樹委員、お願いをいたします。 

○松田委員 中京大学の松田です。 

 手短に３点申し上げたいと思います。 

 １点目です。令和４年度予算ですけれども、決して政府に財政的余裕が大きいわけでは

なく、また、財政再建も求められている。この中でしっかりと子育て支援にお金がついて

いることをうれしく思います。着実に子育て支援が進むことを願います。 

 ２点目は同じことに関して、この処遇改善３％というのは非常に意義深い大きなもので

あると思います。現政権の英断であると思います。ただし、資料１、先ほど御説明いただ

きましたが、公的価格評価検討委員会様が、今後の処遇改善に当たっては、全ての負担を

国民に回すのではなく工夫が必要ですという指摘をなされていると。これには強い関心を

持っております。今後は要検討となるのではないでしょうか。 

 最後は本日の資料とは別ですけれども、コロナ対策に関して申し上げたいと思います。

コロナの感染拡大によりまして、子育て支援施設が休園になるところがかなり出てきてい

ることが報道されています。しかしながら、この新しい株の弱毒性、それから、親御様へ

の負担、子育て負担や子育ての孤立などを総合的に考えた場合、各施設が全面休園とでき
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るだけならないような措置が必要とされている時期ではないかと思います。難しい問題で

あることは重々承知しておりますが、内閣府、厚労省様、そして自治体様におかれまして

は、このコロナ対応の在り方を子育て支援において少し変えていく時期ではないかと思い

ます。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 松村淳子委員、お願いをいたします。 

○松村委員 市長会から出ております宇治市の松村です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、私からは２点、お話をさせていただきたいと思います。 

 １点目でございますけれども、保育士の処遇改善になります。今回の処遇改善、大変あ

りがとうございます。今回の処遇改善を措置されたとしても、まだまだ保育士等の賃金水

準は他の産業と比較して低水準であると思っております。引き続き処遇改善の取組につい

て、それらの検討をお願いしたいと思っております。 

 また、10月以降については、公定価格というように対応されていると御説明がございま

した。これからいろいろな課題、例えば保育料そのものについては10月途中から上げられ

るわけではございませんので、そういう意味では各自治体から様々な課題が上がっている

と思料しております。機会を見つけて、改めて私どものほうと議論をお願いしたいと思い

ます。 

 ２点目でございます。こども家庭庁についてです。今回「こども政策のための推進体制

に関する基本方針のポイント」ということで、前回に比べて随分進んだ議論がなされたか

と思っております。こども家庭庁については早ければ来年、令和５年４月にも創設される

と想定されているところでございます。市長会として、昨年11月の提言において、こども

家庭庁の創設によって子ども・子育てに係る一層の質の確保と向上がもたらされ、これま

でにない新たな取組が可能となるよう、国の責任において財源の確保・充実を図るよう求

めているところでございます。まず、政策を実行するに当たっては、対応する人員あるい

は事業費、それに対してのとにかくしっかりとした財政裏づけのある組織体系が必要であ

ると思っておりますので、こども家庭庁創設に向けては財政に裏打ちされた議論を重ねて

いただきたいと思っております。 

 また、令和５年４月創設といいますと、創設まで１年程度しかございません。各市町村、

自治体においては、その創設に向けて組織機構、人員配置、また、予算措置、条例の整備、

システム改修など、様々な対応が今後必要になってきております。具体的なスケジュール

等、必要な情報については適宜適切に御提供いただけるようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、水谷豊三委員、お願いをいたします。 

○水谷委員 全日本私立幼稚園連合会の水谷でございます。 
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 ２点あります。 

 １つ目は、参考資料４に上がっておりますが、地域における保育所・保育士等の在り方

に関する検討会の取りまとめです。この検討会は待機児童が減少し、保育所と保育士の在

り方を検討するポスト待機児童時代の課題と言えますが、これは市町村に存在する幼稚園

も同様のことが言えると思います。幼稚園という地域のインフラを有効に活用することは

市民目線から見ても有効性を高く感じます。こうした幼稚園の施設と人材を生かすために、

保育所・保育士だけにとどまらない視野で施設づくりをぜひ進めていただきたいのですが、

幼稚園、認定こども園も含まれた検討となっているかについて少し御説明をいただければ

と存じます。よろしくお願いいたします。 

 ２つ目、キャリアアップ研修については、加藤委員も御発言されていました。私もちょ

っと視点が違うのですが、以前にもこの研修を保育所、認定こども園、幼稚園で統一した

ものにしていただくよう要望させていただいたのですけれども、現時点では統一されてい

ません。この現状は、保育教諭等が転職や法人内の異動により研修修了要件を満たさない

ケースが生じ得ます。研修要件が統一されていないと転職や異動の仕方によっては保育教

諭等に不利益が生じますし、そのことを知らない保育教諭も多く存在しています。早急に

研修要件の統一を進めていただきますようお願いいたします。既に研修時間を積み上げて

いる保育教諭等も多く存在することから、認定こども園、幼稚園のキャリアアップ研修方

式で統一してください。そうでなければ、キャリアアップ研修の実績が有効とならないケ

ースも生じますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 御質問は後でまとめて事務方からお答えいただくということで進めさせていただきたい

と思います。 

 水野かおり委員、よろしくお願いいたします。 

○水野委員 一般財団法人児童健全育成推進財団の水野と申します。 

 私からは３点お伝えいたします。 

 １点目でございます。資料１の21ページ、放課後児童支援員等に対する処遇改善につい

て、前回にも引き続き感謝申し上げます。保育士と比較しますと、支援員は安定した雇用

形態ではない方々もたくさんおります。この処遇改善による効果など、今後検証をお願い

したいと思っております。 

 ２点目です。資料３の３ページ、「感染症流行時等の業務継続について」でございます。

御承知のとおり、感染症対策をしながら、放課後児童クラブは働く保護者の子供たちの居

場所として継続した開所をしてまいりました。子供の感染が拡大をしている昨今、やむを

得ず休所をせざるを得ないクラブも出てきておりますが、放課後児童支援員もエッセンシ

ャルワーカーとして注目されるお仕事となっております。感染症のみならず、災害時など

も子供の居場所はとても大事です。しかしながら、このような業務継続のための計画、BCP
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が作成されている自治体は少ないのが現状です。今後このような事業所についても専門家

を含めての検討、作成をぜひ御検討いただければと思います。 

 ３点目です。参考資料５、放課後児童健全育成事業の実施状況の２ページ、「利用でき

なかった児童数」についてでございます。これまで整備費の補助率のかさ上げの成果もあ

り、待機児童の減少傾向にはありますけれども、まだ待機児童がおります。この数字は５

月現在の数字でもあり、特に高学年児童は保護者の安心のためにお申込みをしているケー

スも多く、夏休みを過ぎると学年の高い児童の退所が増える傾向にございます。そのため、

急を要する待機児童の数はもう少し少ない数なのかもしれません。子供たちの放課後のス

タイルを見ると、学年が上がるほど短い時間になります。放課後の受皿としては、放課後

児童クラブのみならず、放課後子供教室、児童館もございます。児童館の約25％では、学

校から直接来館できる事業を取り入れて、少しでも安心した居場所の確保に取り組んでい

るところではありますけれども、学校側との折り合いがつかない場合もあるようです。教

育委員会との調整ができますと、児童館、子供教室、放課後児童クラブと放課後の居場所

の選択肢が広がり、待機児童の解消にも貢献できるのではないかと思っております。今後

は子供のニーズや実態に合わせた対策の検討が必要かと感じております。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、村上陽子委員、お願いをいたします。 

○村上委員 ありがとうございます。連合の村上でございます。 

 本日は書面で意見を提出しておりますので、そちらを御覧いただければと思いますが、

この場では２点について申し上げます。 

 １点目は、資料３の「児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究

会報告書」についてです。報告書でも指摘されているとおり、書面で得られる情報は極め

て限定的です。施設にいる子どもや職員の様子など、実地でなければ確認が困難なものが

多く存在します。必要量の給食を提供していなかった施設や不適切な保育が行われていた

施設などについて報じられましたが、このような不適切な状況は書面だけでは分かりませ

ん。さらに、感染症の感染拡大のために保育参観なども実施されず、保護者にとっては以

前より保育の状況が見えにくくなっています。こうした中で、実施監査を行わなくてもよ

いとすることは、保護者にとっても不安を抱えることにもなりかねないと考えます。書面

やウェブ会議サービスによる監査は、実地監査の代わりにはなりません。法令は見直すこ

となく実地監査の要件は現行のままとすべきと考えます。感染拡大時の対応は緊急時の例

外としての扱いにとどめるべきです。あわせて、全ての施設に対する監査を徹底いただく

ことを強く要望します。多様な運営主体による保育施設が増加しているからこそ、抜き打

ちでの実地監査が有効と考えます。 

 ２点目は、資料６のこども家庭庁についてです。この名称については、なぜ「家庭」と

いう文字が必要なのか疑問です。組織の名称は組織の目的や価値を表す重要なものです。
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子どもの最善の利益を第一に考え「こどもまんなか社会」の実現にふさわしい名称とすべ

きと考えます。 

 以上です。ありがとうございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、望月昌幸委員、お願いをいたします。 

○望月委員 全私保連の望月と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、経済対策として３％程度（月額9,000円）を引き上げるための措置として、処遇

改善について御配慮いただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。しかしながら、

現場では、市町村担当者の采配で独自ルールをつくってしまっている場合、また、コール

センターの設置についても要綱及びFAQで書かれていること以外、質問については回答が得

られないというお話を伺っています。市町村担当者及び保育事業者のためにも、適正な処

理が速やかに実施できるよう早急な対応をお願いしたいと思います。 

 次に、公定価格特定加算部分の要件緩和及び基本加算部分のチーム保育推進加算につい

てであります。来年度の入所調整が全国各地で始まっておりますが、入所児童数の減少や

特に０歳児の入所が一部地域を除きかなり減少しております。それに伴い、加算要件をク

リアできないことから、来年度、特に主任保育士専任加算を得ることができず、運営に支

障が出るとの意見を多数伺っております。加算要件の緩和やどの施設でも加算を受けられ

る要件の追加の検討をお願いいたします。 

 さらには、基本加算部分のチーム保育推進加算については、保育所だけ職員の平均勤続

年数が12年以上であることとされております。他の施設類型とは別の縛りがかけられてお

ります。なぜ保育所だけという疑問視する声も多数あります。その理由について御説明を

お願いするとともに、平均勤続年数12年以上の要件緩和をお願いしたいと思います。 

 そのほか、意見書において新型コロナウイルス感染症の対応及び地方版子ども・子育て

会議の活性化について提示しておりますので、御覧をいただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、森田信司委員、よろしくお願いいたします。 

○森田委員 全国保育協議会の森田です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 私からは２点お願いをさせていただきたいと思います。 

 まずは保育士・幼稚園教諭等の処遇改善として、収入３％程度（月額9,000円）引き上げ

るための措置を講じていただきましたこと、誠に感謝申し上げます。そして、対象の職員

のみならず職員全員を支給の対象としてよいという柔軟な対応にもお礼を申し上げたいと

思います。 

 しかし、障害児保育の加配職員等や市町村の単費の補助対象職員や施設単独の職員が多

いと、１人当たりの月額単価がどうしても低くなってしまいます。９月までの補助金の制

度では致し方ないのかもしれませんが、10月以降の公定価格において実施されるときは、
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基本分単価の、特に国の職員俸給表に基づいての改定をお願いします。 

 また、法人、施設によって給与の支給日や方法にも違いがあります。月末締めでも当月

の25日支給であったり、翌月の15日支給であったりします。そうすると、対象月は同じで

も支給月が変わることで対象にならないことのないように御配慮をお願いします。 

 新型コロナウイルス感染症についてです。これほど感染が拡大するとは思いませんでし

たが、現実となると、日々大変な思いで保育をさせていただいております。私の東大阪市

では、１月27日からは陽性者が出ても基本は開園し、５人以上陽性者が出ると休園となり

ました。濃厚接触者も市の基準に準じて施設が特定し報告することに急遽変更になりまし

た。当市のように濃厚接触者を特定する判断基準を示すことと休園の基準を示すこと、そ

して、市が責任を負う体制でないと、施設にお願いしますと言うだけではなかなか対応で

きないのが現状です。こうした基準等が自治体で示されるように、国においても御指導を

いただきたいと思います。 

 そして、保育士等の自宅待機の期間を縮小いただいたことには感謝いたしますが、解除

に必要となる抗原検査キットが市中には全くなくなっています。こうしたキットの配付や

優先順位を上げていただけるようにお願いします。 

 また、園児が濃厚接触者になったりしたときに、保護者が仕事を休まざるを得なくなり

ます。こうしたときに、パート等で就労している保護者は収入が減少してしまいます。国

においては小学校休業等対応助成金がありますが、これは基本、事業者が申請しなければ

助成されません。この忙しいときに事務が増えることで実施してもらえない中小や零細、

個人商店等が多いように見受けられます。事業主はこうした制度そのものを知らない、ま

た、事業主にお願いすることができない、もしお願いしたら退職になるかもしれない、こ

のような就労者が多いことも御理解いただき、みんなが受け取れる助成金にしていただけ

ればと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、山内五百子委員、お願いいたします。 

○山内委員 日本保育協会の山内でございます。よろしくお願いいたします。 

 ３点ほどお願いをしたいと思います。 

 今回の新型コロナウイルスの感染の急拡大について、本当に全国においてもかなりの園

が休園なりクラスを閉じている状況が起きております。そんな中で、濃厚接触者の休園等

の判断について、保育所自らが判断するよう市町村から求められておりますが、現場とし

ては何らかの基準がないため対応に大変苦慮をしております。保護者に対しても丁寧な説

明ができない状況になっております。 

 それから、保育の実施責任がある市町村として、基準もしくはメルクマールといった指

標を示していただくよう働きかけをよろしくお願いいたします。基準もしくは指標として

最低限の事項、国からの技術的な助言としていただくように強くお願いをいたします。 
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 処遇改善についてですが、今回の処遇改善について、約３％の引上げをしていただいた

ことについては大変感謝をいたしております。その上で、次の事項について特段の御配慮

をお願いいたします。今、大変保育所ではコロナにおいて混乱をいたしております。処置

に対しての対象は今年の２月から切れ目なく行うこととされているため、各保育所では今

年度中に対象職員賃金改善、支払い費目、給与改定等のチェック等、申請手続について事

務処理を鋭意進めておりますが、保育所によっては支払いの方法が異なり、また、市町村

によっても指導内容等の異なりがあるため、２月からの開始が大変危ぶまれております。 

 加えて、休園によって事務処理が滞るという状況があるため、何らかの救済措置を講じ

ていただけないでしょうか。従前のような処遇改善加算でさえ、申請後厚労省に質問をし

たところ、まだ何ら回答のない市町村もあるように聞いております。状況によっては公定

価格の特例承認の形で遡及適用していただくような御検討をしていただけないでしょうか。 

 ３点目です。コロナの状況において、例年、各園で実施されております行事等がほとん

どできない状態になっております。状況を考えますと、本来体験してほしい子供たちへの

活動が大変しにくくなっている現在であります。今までずっと国のほうからICTの活用につ

いての費用の補助をいただいておりますが、事務的な活用だけではなく、子供たちへの保

育の質の向上についてもこのICTが活用できるような柔軟な考え方もしていただきたいと

願っております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、王寺直子委員、お願いいたします。 

○王寺委員 全国認定こども園協会の王寺です。 

 ３点ほど申し上げます。 

 １点目、処遇改善臨時特例事業を実施していただき、大変ありがたく感謝申し上げます。

また、令和４年度の人事院勧告を経ても継続的に行っていただけるようにお願い申し上げ

ます。さらに、先ほど山内委員もおっしゃっていたように、処遇改善ごとに提出する申請

書並びに実績報告書など事務が大変負担を負っている状況でございますので、できる限り

事務の簡素化を図っていただきたくお願い申し上げます。 

 ２点目、こども家庭庁の創設についてです。子供に関する取組・政策を社会の真ん中に

据えるための新たな司令塔として創設されるこども家庭庁に大きな期待を抱くとともに、

全ての子供の最善の利益である、誰一人抜け落ちることなく切れ目のない包括的な支援が

行われることを切に願っております。また、子供の最善の利益の中には質の高い幼児教育・

保育を享受する権利も含まれており、乳幼児期の教育・保育が小学校教育と学びの連続性

において連携を強化し、また、保育者の質を高めるための研修等もより深くなることも願

っております。 

 ３点目は、毎回この子ども・子育て会議でも申し上げております利用定員の変更の手続

の件でございます。まだ一部の自治体においては実態に即した定員変更を認めていただけ
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ない状況が続いておりますので、もう一度国においては実態に即した御指導をしていただ

くように重ねてお願い申し上げます。 

 以上３点です。よろしくお願いいたします。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、奥山千鶴子委員、お願いいたします。 

○奥山委員 子育てひろば全国連絡協議会の奥山です。 

 私からは２点、お話をさせていただきたいと思います。意見書も出させていただいてお

ります。 

 今回提出いただきました資料１の予算や資料２の社会保障審議会児童部会の社会的養育

専門委員会の報告書に関わる部分です。こちらの報告書では、先回から市町村等における

マネジメントの強化ということで、相談対応についての検討がなされているかと思います。

一体的な相談支援を行う機能を有する機関としまして、公的な施設ですね。子育て世代包

括支援センターと児童福祉の市町村側の窓口であります子ども家庭総合支援拠点、こちら

を一体的に相談機能を有する機関と位置づけていらっしゃると思います。 

 私どもは地域で子育て家庭、特に乳幼児家庭の相談支援を日常的な地域子育て支援拠点

という居場所でお話を伺うとともに、新制度下で設立されました利用者支援事業基本型、

これは相談を受けながら、さらに必要な支援、事業にコーディネートするようなコーディ

ネート事業でございますが、こちらが全国に888か所ということで増えてきております。こ

のような身近な場所での相談機関、これがきっとかかりつけの相談機関となってくると思

いますけれども、保護者の方々が話しやすい環境で利用促進がされるサービスにつながっ

ていくことが非常に重要だと思っておりますので、ぜひその辺りの整理を、まだ時間があ

るようですので、しっかり構築していただければと思っております。 

 そして、一体的な相談機関ではサポートプランをつくることになっていると思いますけ

れども、プランをつくるということは、しっかりと使えるサービスが地域にあるというこ

とが重要です。そういった意味で地域人材も活用した、また、ここでも議論になっており

ます一時預かり、一時保育の在り方等、そういったことも併せて検討いただければと思っ

ております。 

 ２点目は、皆さんがおっしゃってくださっているこども家庭庁に関する部分でございま

すけれども、まだまだ十分ではない部分がたくさんあると思っています。出産費用のこと、

出産前後の所得保障のこと、就園前の子育て家庭の支援が十分でないこと、就労時の子育

て中の時短勤務が難しいための長時間保育、放課後児童クラブも含めた待機児童問題、不

登校等の子供たちの学習機会の創出など、そういったまだできていないところを重点的に

やっていくためにも財源が十分ではないと感じております。そういった意味でいろいろな

変革に伴う費用算出と社会全体の費用負担の在り方については、もっともっと十分に検討

していく必要があると考えております。 

 以上２点、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、小塩隆士委員、お願いいたします。 

○小塩委員 一橋大学の小塩です。ありがとうございます。 

 私からも幾つかコメントさせていただきます。 

 １つ目は、処遇改善なのですが、これは非常にすばらしい改革だと思います。ただ、今

回のお話は令和４年度の予算に限定されているようで、できれば恒久的に処遇改善をさら

に進めるというスタンスを財源を確保しつつ明確にしていただきたいと思います。 

 ２つ目は、今回あまり議論されなかったのですが、子ども・子育てに大きな影響を及ぼ

すものとして不妊治療の保険適用の話があります。ただ、これはかなり政治マターであり、

制度設計において結構駆け足で保険適用までたどり着いたということがありますので、解

決すべき問題はいろいろ残っていると思います。特に職場での不妊治療にかかっているカ

ップルに対する支援をどうするのかとか、あるいは情報をどのように開示していくのかと

いう問題は残ったままです。こういう点についてもこれから議論する必要があると思いま

す。 

 ３つ目は、これは多くの委員の方々から御指摘があるのですが、コロナ対応も重要だと

思います。いろいろな研究をサーベイしていると、影響は非対称的です。コロナの影響を

そんなに受けていないお子さん、御家庭と、大きな影響を受けているお子さんや御家庭が

います。子供期にこういう大きな違いがあると、その影響が将来残りますので、この会議

でも丁寧にフォローして必要な対応を考えていく必要があると思います。 

 こども家庭庁について、これは非常に素朴な質問なのですが、この子ども・子育て会議

の管轄はどうなるかということをお聞きします。 

 それから、「こども」という表記なのが、「ども」を平仮名にするとか、いろいろ違う

意見があります。全部平仮名にして統一したほうが私はいいと思うのですが、その辺につ

いて何か方針があるのであったらお聞きします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、佐藤好美委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 ありがとうございます。産経新聞社、佐藤好美です。 

 処遇改善について申し上げます。以前の会議で、職員の加配をしている事業所が不利に

ならないような制度設計をと申し上げました。また、時間勤務よりもフルタイム、非正規

よりも正規で雇えるような制度改正をと申し上げたと思います。今回、加配をしている事

業所では、実人数分の処遇改善加算が来ず、１人当たりの引上げ額が少なくなる形になっ

ているのは残念です。加配をしている事業所が仮に人件費をやりくりするために時間雇用

の方を多用しなければならないとすれば、公的価格評価検討委員会で指摘されたような、

保育士や幼稚園教諭の賃金を女性の賃金ではなく全産業の賃金で考える、という方向性に

も合いません。配置基準、雇用の仕方、賃金がトータルでよい方向に向かうように考えて
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いただきたいと思います。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、鈴木みゆき委員、お願いいたします。 

○鈴木委員 國學院大學の鈴木みゆきです。 

 本日は子育て支援についての予算と様々な取組についての御説明をありがとうございま

した。 

 私はこども家庭庁について少しコメントをさせていただきたいと思います。 

 １つ目は、疑問です。組織の中で文部科学省が総合教育政策局の中から１つ、防災とい

うか、そちらのほうなのですけれども、なぜ家庭教育支援室が来ないのかというところに

はとても疑問を持っておりまして、社会教育、特に今、学校も社会に開かれた教育課程と

言っているわけですから、そこをつなぐ家庭教育支援室こそこども家庭庁に来るべきでは

ないのでしょうかと思っております。 

 次に、ハブとしての期待を私は申し上げたいと思います。こども家庭庁が様々なハブと

しての期待となれるように、例えば乳児家庭全戸訪問事業は保健師さんがなさることが多

いと思いますし、今、コロナで本当に保健師さんたちは疲弊していらっしゃる。そういう

ときに、例えば潜在保育士を活用するとか、もう少し資格柔軟で一緒に訪問するとか、何

かできないのかと思っています。 

 ２つ目に、例えば昨年度なのですけれども、お米が余っている、牛乳が余っているとい

う情報があるのですね。農水省に子供食堂は足りないのです、とにかく子供食堂に配って

くださいとお願いをすると、運搬の費用が予算計上されていないと、このようになるので

す。ですから、ぜひ今度ハブとなるこども家庭庁ができるのであれば、そういうところの

調整を積極的に行って、一方で余っていて一方で足りないような、子供にとっての最善の

利益を考えるのならばもう少し手を組んで一緒にやっていただけたらありがたいと思って

います。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、月本喜久委員、お願いいたします。 

○月本委員 全日本私立幼稚園PTA連合会の月本です。 

 資料３、資料４、資料６に関連して申し上げます。 

 資料６の「こどもまんなか」は、PTA連合会としても訴えてきたことであり、保護者の立

場から、大変安心できる政策理念だと感じております。その具体的な政策の一つとなるの

でしょうが、資料３では、幼稚園、保育所、認定こども園などが子育て世帯のかかりつけ

の相談機関となり、新たなセンターを通じて保育所の一時預かりや幼稚園の子育て支援に

つなぐことが示されています。一時預かり事業は保護者を支える非常に重要な事業ですが、

そのよさは保護者同士の交流までつながって初めて発揮されると思います。子育て支援と
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いったときに、子供を預かることにとどまらず、親の居場所づくりに積極的に取り組む施

設が増えていくよう、必要な措置や補助金をお願いいたします。 

 折しも資料４にあるとおり、くるみん認定制度も拡充され、10月からは新たに男性育休

制度もスタートします。父親も母親も地域みんなで子育てに取り組めるよう、これからの

取組に期待しております。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、手島恒明委員、お願いをいたします。 

○手島委員 経団連の手島です。 

 資料に基づき御意見を申し上げます。 

 資料１－１の20ページ目の処遇改善に関して、実施要件が２つ示されていますが、②と

して「賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書を提出すること」が求められています。こ

れらの書類が提出されましたら、速やかに事後的な検証を行い、本会議での報告をお願い

したいと思います。具体的には、令和３年度補正予算で対応する令和４年２月から９月分

の処遇改善に関する計画書、実績報告書を政府にて集計、分析することで、本年末に行う

令和５年度予算の議論において、検証結果を反映できるのではないかと考えます。 

 関連して、資料１－２の７ページ目の「公的価格評価検討委員会中間整理概要」では、

「処遇改善に向けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える

化やデジタル等の活用に向けた課題等について検討し、来夏までに方向性を整理する」と

されています。子ども・子育ての支援施策における費用の見える化やデジタル等の活用は、

管理業務や事務作業の効率化だけでなく、サービス利用者にとっても情報共有の円滑化等

の点で大いに意義があります。夏に整理される方向性を踏まえ、費用の見える化やデジタ

ル等の活用に関する施策を具体化すべきです。 

 私からは以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、徳倉康之委員、お願いいたします。 

○徳倉委員 NPO法人ファザーリング・ジャパンの徳倉でございます。 

 保護者の観点から、新規事業の点ともう一点、懸念点とをお伝えさせていただきたいと

思います。 

 新規事業の中で、両親学級のオンライン化の促進やヤングケアラーの支援といったとこ

ろを取り上げていただいております。これは将来的な不幸な事案を防ぐために大変重要な

ところに限られた予算の中を割いていただき、非常に保護者としてありがたく思っており

ます。特に両親学級等のオンライン化は、各自治体ではなかなか二の足を踏んでいて促進

できていない事情もあります。ICTの活用、デジタルの活用の促進等を含め普及をしていた

だくと、これまで来られなかった層もどんどん参加できる、そういう点が見込まれると思

います。ぜひよろしくお願いいたします。 
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 続いて、懸念点は２点でございます。先ほども連合の村上委員から御指摘がありました

が、児童養護施設等の監査についての在り方です。新聞等の報道にもございましたけれど

も、そもそも監査の役割という点においては重複しますので割愛させていただきますが、

事案が起こってからそれを対策するのでは、貴い命や貴い子供の人生を大きく左右しかね

ません。その点、監査のあるべき形を、子供の命、安全を子ども・子育て会議はずっと追

いかけておりますので、この点は再考いただいて、在り方というものですね。確かにコロ

ナ禍という、例えば今日、現時点では開催できないけれども、１年間ずっと流行している

ものではありません。抜き打ちも含めて監査の在り方を御検討いただきたいと思います。 

 もう一点、子ども・子育て会議の範疇は超えていきますが、幼小の連携というところで

御議論されているので懸念点でございます。今後、幼小の連携で非常にこれが推進されて

いって、これは子供にも親にとってもプラスになると思いますが、現状、小学校になって

いくと教諭が不足しているということが報道もされております。上がってからの子供の学

びという部分もしっかり担保いただければと思います。 

 以上になります。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、箕輪恵美委員、お願いいたします。 

○箕輪委員 全国国公立幼稚園・こども園長会会長の箕輪でございます。 

 本会から３点申し上げます。 

 初めに、資料１－１及び参考資料にある保育士・幼稚園教諭等に対する処遇改善につい

て進めていただき、ありがとうございます。公立の場合は条例の改正が必要ということで、

現在は各区市町村で実施に向けて準備中と聞いております。今後各自治体で着実に実施さ

れるよう、経過の御確認をよろしくお願いいたします。 

 また、公立園の教員は、教育職の者と行政職の者がおります。そのことで差異が生じな

いように、ぜひ御配慮をよろしくお願いいたします。 

 次に、資料１にあります文科省予算の「幼保小の架け橋プログラムの開発」及び資料５

「幼保小の連携・接続強化について」です。これらの取組は現行の教育要領や学習指導要

領に示されております主体的・対話的で深い学びや３つの資質・能力を育むということを、

幼稚園から小中高等学校までの学校教育でしっかりと積み重ねていく、そのことをさらに

具体化する取組であると期待をしております。また、今後、中央教育審議会の答申にある

個別最適な学び、協働的な学びというものを浸透させていく効果も期待をしております。

国公幼としても、幼児期の教育の質の向上につながる本取組について積極的に協力をして

まいりたいと思っております。 

 最後になります。同じく文科省予算の「意欲ある施設の幼児教育の質の向上を支える」

について、令和４年度も引き続き予算をつけていただき、ありがとうございます。しかし、

残念ながら、全国の公立園においてはいまだにICT環境整備が不十分なところが多数残って

おります。ぜひこちらの予算が公立の幼稚園、こども園に使えるということの重ねての周
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知をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、中正雄一専門委員、お願いをいたします。 

○中正専門委員 日本こども育成協議会の中正雄一でございます。 

 本日は予算の御説明、ありがとうございます。 

 私からは３つございます。意見書を出させていただいておりますので、それを基にお話

をさせていただきます。 

 昨年の12月「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会取りまとめ」が発

表され、その中で政策の方向性として「保育を必要とする家庭への保育を確実かつ質を伴

う形で提供する体制を前提としつつ、多様な保育・子育て支援ニーズを地域全体で受け止

める環境整備を行う」としております。当協議会も同様の観点から御提案をさせていただ

きたいと思っています。 

 １点目です。今回も予算の中にありましたが、保育人材確保のための総合的な政策の保

育士宿舎借り上げ支援事業の継続実施についてでございます。公平性による見直しがある

のは分かりますが、保育士の確保、就労継続を図るため、また、保育士が安心して働いて

いけるよう、本事業の継続実施を提案したいと思います。 

 ２点目です。３％程度の処遇改善の認可外保育施設への補助についてでございます。認

可外保育施設である企業主導型保育事業が認可保育所と同種の措置が取られることとされ

たことに鑑みまして、そのほかの認可外保育施設についても処遇改善臨時特例給付金相当

額を補助されるよう提案いたします。 

 理由につきましては、認可外保育施設も保育の一翼を担っておりまして、社会インフラ

として捉え、援助、指導により子育て支援に活用すべきと考えております。企業主導型保

育事業施設が認可保育所と同種の交付金が交付されるのに対し、そのほかの認可外保育施

設が対象外とされることは不公平感を生みまして、勤労意欲をそぎかねず、ひいては離職

の要因となりますので、子育て支援の貴重な社会インフラを失うことにもなりかねません。 

 ちなみに、先日、東京都の認証保育所は、都独自で同様の処遇改善が出される旨の連絡

がございました。都道府県レベルでの差異が出ることもとても気になりますので、国とし

て認可、認可外関係なく補助をお願いしたいと思います。 

 最後です。前回の子ども・子育て会議に議題として上がりましたが、認可外保育施設の

入所児童に対する保育料無償化措置の継続の件でございます。保育の質を担保するための

支援を行いつつ、５年の猶予期間終了後も、認可保育所と同様に無償化措置を継続される

よう提案いたします。 

 アンケート、報告書にもありましたが、「園の保育方針に共感して今の認可外保育施設

を利用している」「夜間保育を必要としているため、認可外保育施設を利用せざるを得な

い」とヒアリング結果が報告されております。現時点では認可保育所が多様な保育ニーズ
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に応えられないため、保育料を負担してでも認可外保育施設にとどまることを選択する利

用者が多数出ると思われます。利用者負担の公平性をという観点で、ぜひ耳を傾けていた

だきたいと思っております。 

 以上３つでございます。ありがとうございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、則武直美専門委員、お願いをいたします。 

○則武専門委員 全国児童養護施設協議会の則武です。よろしくお願いします。 

 １点目は「ヤングケアラー」についてです。これは今後仕組みがつくられていくことと

思いますけれども、その中に児童相談所の役割も考えていただきたいと思っています。 

 ２点目は「子どもの意見・意向表明（アドボケイト）の推進等による子どもの権利擁護

の強化」についてです。先進的取組を行う自治体を支援すると書いてあるのですけれども、

自治体がやるのであれば、このたびできるこども家庭庁、国としてこども家庭庁の中に子

供の権利を中心として扱うセクションをつくってはどうかと考えています。他の省庁への

勧告権を持つということでありますので、子供の権利について表面に出していくというの

も方法かと考えます。 

 ３点目は「児童養護施設退所者等（ケアリーバー）への支援の強化」についてです。本

日の朝刊にも、厚労省が年齢制限を撤廃する方針を固めたという報道がありました。これ

については大変ありがたいことだと思っております。今後ともケアリーバー支援の充実に

向けて、予算の確保などをどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、藤迫稔専門委員、お願いいたします。 

○藤迫専門委員 大阪府箕面市教育委員会の藤迫です。 

 私からは資料６に関して何点か、この間、我々がいろいろな場面で国に要望していた事

項が動き始めていることに大きな期待を寄せています。その一つがこども家庭庁です。我々

は０歳から18歳まで、要は母子保健から青少年の健全育成まで、子どもに関することを全

てもう既に教育委員会に寄せてやっています。そうなると、この国の新しいこども家庭庁、

まだまだ十分だと我々は思っていませんが、より有効に機能するように引き続き検討はお

願いしたいと思っています。 

 もう一つが、子どもに係る情報のデータベース化、これも我々が求めていたものです。

2020年秋の内閣官房の行政レビューで本市の取組を紹介させていただきました。当時、河

野大臣とも課題が共有できて、現在ここまで進んでいるということについて喜んでいます。

支援の必要な人に必要な支援をプッシュ型で行う、とりわけ家庭ではなくて子どもに直接

届く支援の後押しを、ぜひ制度構築はもちろんのこと、我々のような市がこれらを実現で

きるように財源による支援をお願いしたいところです。 

 そこで、具体的なお願いが２点あります。本市では「こども成長見守りシステム」とい
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うシステムを構築しまして、子どもに関する情報を全て一元化して子どもを見守り続けて

いる、そして必要な支援を行っているのですが、その中で少し困っていることがあります。

申し上げました「こども成長見守りシステム」を機能するためにはどういう手だてが要る

かということで、個人情報の保護条例を改正して、心身の保護または生活の支援の目的の

ために必要がある場合は、収集目的以外または当該実施機関以外への提供ができるという

ことにしています。 

 つまり、教育委員会では、この「こども成長見守りシステム」において、学校で収集で

きる学力、体力、また、学校生活アンケートの結果などの情報だけでなくて、生活保護、

ひとり親などの経済困窮情報や要保護児童等の養育力リスク情報も一元的に活用していま

す。そんな中で、残念ながら住民税等の課税情報は法律で共有禁止になっています。現実、

現場の実態では、貧困線以下の水準の収入なのに生活保護や就学援助、児童扶養手当を申

請していない世帯が一定数あります。これらの世帯を救うためにも、所得を把握すること

は我々は必要だと思っておりますので、少し検討をお願いしたいと思います。 

 ２点目、これはなかなか難しい話だと思うのですが、幼児の非認知能力をはかる手法が

確立されておらず、就学前からの有効な支援策が少し我々は模索できていない状況です。

市レベルではなかなか困難なことなので、国において幼児の非認知能力の測定手法につい

て研究を進め、幼児期からの支援を促進していただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、水嶋昌子専門委員、お願いいたします。 

○水嶋専門委員 家庭的保育全国連絡協議会、水嶋です。 

 まずは、今月から前倒しで保育士などの収入３％引上げの処遇改善にお礼申し上げます。 

 子ども・子育て支援新制度が導入されて７年たち、家庭的保育も認可事業となり、社会

の資源の一つとして子育て支援のために取り組んできました。少子高齢化やコロナウイル

スの感染症などの影響が大きく、保育・子育て支援に力を注ぎたいのですが、不安は増す

ばかりで、ただただ安心して保育がしたいという思いです。 

 家庭的保育の安心の一つに、連携施設があります。保育内容の支援、代替保育、卒室後

の受入れの３要素を設定する連携施設ですが、地域に根差す家庭的保育と保育所と連携を

図ることは、多様な保育・子育て支援ニーズを地域全体で受け止めることにもつながって

いると思います。 

 2019年の施行後５年の見直しで連携施設の設定措置があと５年延長されました。今年は

その延長期間の中間年です。平成30年の４月に連携施設の設定状況が公表されたときには、

３要件の設定は46％でした。その後どう変化しているのか、実態を調査していただきたい

と思います。そもそも連携施設が設定できていない、設定できていてもコロナの感染でそ

れが理由でうまく連携できていないなど、代替保育ができていないので全く休みが取れて

いない家庭的保育者もいます。複数の家庭的保育者を置くことを認めない自治体もありま
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すが、コロナ共存社会になった今、子供の安全を確保の上、連携施設での代替保育が不可

能なときは、コロナ禍でも安心して保育ができる体制を整えることが必要と考えています。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、渡辺弘司専門委員、お願いをいたします。 

○渡辺専門委員 日本医師会の渡辺です。 

 何点か簡単に発言をさせていただきます。 

 まず、保育士の処遇改善は非常に重要な事業だと思います。ただ、税が投入されるわけ

でございますので、現実的にどのように職員の給与に反映されたかという検証が、今の計

画書もしくは報告書だけで対応するのではなく、具体的に目に見えるような検証制度にし

ていただきたいと思います。 

 ２点目は、小塩先生もおっしゃいましたけれども、「こども」という表記が混在して、

どれが公的な表記か分かりにくくなっています。どちらかに統一していただくか、おのお

ので使用する場合はその定義を明確にしていただければと思います。 

 ３点目は、公的な幼児の健康診査は３歳までが一般的で、６歳で就学するまでは公的な

健康診査がありません。この間の健康管理は重要なことだと思います。３歳未満と同様に

医療機関や保健所で定期の健康診断を行うのか、幼稚園、保育所、認定こども園などの施

設内での健康診査を活用するのかを検討していただきたいと思います。 

 また、予算に関して、NIPTの広報の予算が記載されておりますけれども、これは日本医

学会が運営しているものとどのように連携するのか、ちゃんとうまく連携して対応してい

ただきたいと思います。 

 最後に、これは事務方へのお願いでございますけれども、会議において資料を説明して

いただくときは、委員に分かりやすく説明するという気持ちを持ってやっていただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、岡本美和子専門委員、お願いをいたします。 

○岡本専門委員 ありがとうございます。日本助産師会の岡本です。 

 本日は令和４年度の予算案の説明をありがとうございました。 

 私からは２点意見を述べさせていただきます。 

 妊産婦及び子育て世帯に対する相談支援機能の充実を図るためのかかりつけ機関の充実

というのは、非常に期待を寄せるところであります。そこで、かかりつけ機関ですが、先

ほど奥山委員もおっしゃいましたように、機関を公的なものと限定せずに、養育者にとっ

て本当の意味での真のかかりつけとなるような身近な場所で、また訪ねやすいような地域

の地縁のある場所で、親子のひろばも含めてなのですが、そういったところでも実施でき



29 

 

ますように再度検討いただけますようお願いいたします。 

 ２点目ですが、新制度に関する予算案を拝見しますと、出産後の母子に対する産後ケア

事業について、施設整備に係る国庫補助率の引上げ、また、新たに非課税世帯に対する利

用料の減免など、支援を必要とする産婦が適切な支援を受けられる体制整備を図るとされ

ております。また、安定した事業運営が行われるよう補助単価の見直しなど、産後ケア事

業の推進が挙げられており、出産後早期からの母子への支援体制の充実に対しまして、本

当に感謝申し上げます。 

 本会が実施しました産後ケアに関する全国調査の結果を見ましても、地域格差は明らか

で、地方によっては補助単価が都心に比べて半分、つまり２分の１と非常に少ない地域も

あるなど、また、産後ケアが受けられる件数を制限している地域もまだまだ多数見られま

す。日本全国、産後ケアを希望する産婦誰もが適切な支援が受けられる体制の整備を早急

に図っていただきたいと思っております。全国の子供の健やかな育ちの保障のためにも、

産後ケア事業の一定の例ではありますが、地域格差の是正に早急に取り組んでいただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、木野稔専門委員、お願いいたします。 

○木野専門委員 全国病児保育協議会の木野でございます。よろしくお願いいたします。 

 意見書として参考資料をつけさせていただきましたので、御参照ください。 

 病児保育は、子供が病気のとき、保護者あるいは保育所に代わって保育する施設であり、

保護者は安心して就労し、社会的活動が拡大する制度でもあります。育児に悩む保護者支

援の役割があり、虐待防止を視野に入れた社会のセーフティーネットとしての機能を有し

ています。 

 今回、本事業の現状と課題として３点挙げさせていただきます。 

 第１は、交付金の算定方法ですが、基本部分と利用数による加算分から成りますが、利

用数はキャンセルの問題もあり、不安定であります。特に大規模施設は地域の中核的役割

を担っていながら、経営状態が悪いです。そのためには、病児保育の定員化とそれに見合

った交付金の定額化を考慮していただきたいと思います。 

 第２としましては、病児保育施設に就労する保育士の待遇改善です。病児保育室勤務保

育士は、保育士の待遇改善策の適用外となっています。病児保育勤務保育士は、保育士で

あるとともに、小児の看護にも精通する立場にあります。保育所勤務保育士と同待遇に加

えて、病児保育士の手当、病児保育専門士の手当等の新設をお願いしたいと思います。 

 最後に第３としまして、病児保育事業の対象適用範囲の拡大でございます。病児保育の

病児の定義は、厚労省が定める病児保育実施要綱に定められていません。にもかかわらず、

現在、骨折などの外傷、術後の安静時の保育が認められないことがあります。これらを含

め、発達障害児など、病児の定義について幅広く規定していただきたいと思います。また、
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子供の病的状態は、子供の疾患だけではなく、保護者の精神的な悩み、子育て不安でも発

生します。特に最近注目されています医療的ケア児の受入れ機関としましても、医師、看

護師、保育士が連携している病児保育施設は最も適した施設であると考えています。 

 以上の観点から、病児保育の対象を今後拡大していただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 木村義恭専門委員、お願いをいたします。 

○木村専門委員 ありがとうございます。一般社団法人全国認定こども園連絡協議会の木

村でございます。 

 意見書をつけさせていただいておりますので、御確認をいただければと思います。 

 まず、令和４年度の予算関係につきまして、さらには処遇改善の9,000円についても、実

施できることに大きく感謝申し上げたいと思います。 

 また、内閣官房でもこども庁の準備を着々と進めていただいておりますことも、改めて

感謝を申し上げたいと思っております。 

 この9,000円の処遇改善でありますが、きめ細やかな保育をするために職員の配置を多く

しているところ、こちらについて、実際に9,000円だけが独り歩きをしていて、10名で職員

を手厚くしていると、１人には実際には7,200円ぐらいしか入らないケースも考えられます。

ぜひこの辺をしっかりとアナウンスしていただきたいというところと、改めて、この手続

には簡素化を図っていただいて、しっかりと対応できるような状況をつくっていただけれ

ばと思っております。 

 また、監査の関係でありますけれども、企業主導型保育事業は実際には監査をリモート

でさせていただいている状況になっています。実際に監査もハイブリッドな形式で行って

いく時代になってきているのかと思いますので、様々な御検討をいただければと思ってい

ます。 

 さらに、コロナ禍という状況の中で、保育施設はかなり陽性者が出ていて、保育が非常

に厳しい状況になっております。改めてこういった状況の中においてのBCPというのもしっ

かり各保育施設で検討していかなければならないと思っておりますので、ぜひその辺のレ

クチャーみたいなものも御検討いただければありがたいと思っています。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 それでは、委員からの御質問に対して、事務局から御回答をお願いいたします。 

○丸山参事官 まず、内閣府関連につきまして、内閣府子ども・子育て本部より御説明を

いたします。 

 今回、処遇改善の関係で様々御意見を頂戴いたしました。人事院勧告に伴う国家公務員

給与改定を踏まえた公定価格減額分の上乗せ補助に関する本年10月以降の取扱いにつきま

しては、先ほど御説明をいたしましたとおり、令和４年の人事院勧告の内容を踏まえて対
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応する予定としてございます。 

 また、処遇改善の事務負担の軽減につきまして、各委員から御意見を頂戴いたしました。

地方自治体や施設の御意見も伺いながら、引き続き事務負担の軽減に取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

 また、今回の処遇改善事業に関しまして、賃金の支払い月が、実際に勤務した月の翌月

に給料が支払われる事業所があるということにつきまして御意見を頂戴いたしました。今

回の処遇改善事業では令和４年２月から実際に職員の賃金改善を行うことを要件とさせて

いただいておりますけれども、給与を翌月払いとしている場合につきましては、令和４年

３月に支払う２月分の給与から賃金改善を行うことも可能とするという方向で、近日中に

この取扱いについてFAQでお示しをしたいと考えてございます。 

 また、職員を独自に加配されている施設における処遇改善に関しまして、様々御意見を

頂戴いたしました。補助額につきましては、これまでの処遇改善等加算と同様に、公定価

格上の配置基準に基づいて算定をすることとしておりますけれども、他の職員の方にも一

定の処遇改善を行うことができるよう柔軟な配分を可能としております。このため、各職

員の個人の皆様の改善額にはばらつきが生じ得ることですので、こうした点を含めまして、

１月に配付いたしました事業者向けのリーフレットにおいても記載をさせていただいたと

ころではございますけれども、自治体の皆様に対する説明会の場なども活用しながら、引

き続き丁寧にこの点、説明をしてまいりたいと考えてございます。 

 また、処遇改善の関係で、コールセンターの運営状況について御意見を頂戴いたしまし

た。走りながらではございますけれども、できるだけ改善に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 処遇改善の実績報告書、また、計画について、しっかり実施状況を把握せよという御意

見を頂戴いたしました。実施状況の把握に努め、また、その検証もしっかりできる限りの

ことをやっていきたいと、このように考えてございます。 

 また、今後の在り方について、目標や見える化、デジタル化に関して、しっかり検討す

るようにという御意見を頂戴いたしました。この点につきましては公的価格評価検討委員

会において御議論いただくことになってございますので、その御議論も踏まえながら検討

してまいりたいということでございます。 

 今回の処遇改善を恒久的な制度にという御意見を頂戴いたしましたが、令和４年の２月

から９月までは特別な補助金でございますけれども、10月以降は公定価格の見直しを行っ

て公定価格の中に組み込むことといたしますので、そういった意味では恒久的な制度とい

いますか、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱと同様の扱いになると考えてございます。 

 以上が処遇改善の関係でございます。 

また、望月委員より主任保育士専任加算等やチーム保育推進加算の要件緩和について御

意見を頂戴いたしました。主任保育士等の主任保育士専任加算の要件の見直しにつきまし

ては「地域における保育所・保育士の在り方に関する検討会取りまとめ」における検討事
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項に挙げられておりまして、厚生労働省と連携しながら、必要な財源の確保とともに検討

してまいりたいと考えております。 

 また、チーム保育推進加算につきましては、加算要件が15年以上から12年以上に令和２

年に緩和をしたところでございますけれども、これらを含む公定価格のさらなる充実につ

きましては、引き続き必要な財源の確保とともに検討してまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、王寺委員より利用定員の変更について御意見を頂戴いたしました。利用定

員の減少につきましては、利用定員の減少の日の３か月前までに市町村長に届け出なけれ

ばならないと子ども・子育て支援法においては規定をされてございますが、市町村に対し

ましては、申請者との意思疎通を図り、その意向を十分に考慮しつつ、当該施設での最近

における実利用人員の実績や今後の見込みなどを踏まえて適切に利用定員を設定していた

だく必要があるといった考えをお示ししてきたところでございます。こうしたことから、

事業者の皆様におかれましても、利用定員の減少に際しても事前に市町村と御相談いただ

くことが適当と考えてございまして、その旨を周知しておるところでございます。引き続

き制度の周知を図るべく、本年度中に開催を予定しております地方自治体の担当者向けの

説明会において改めて説明をし、さらなる周知をさせていただきたいと、このように考え

てございます。 

 最後に２点、拠出金の関係で日本商工会議所様の大下委員から御意見を頂戴いたしまし

た。所要額をしっかり毎年の予算編成過程で精査をしながらやっていきたいということで

ございます。 

 また、「ここdeサーチ」についても御意見を頂戴いたしました。御意見も伺いながら適

切な運営に努めてまいりたいと考えております。 

 内閣府からは以上でございます。 

○大津補佐 厚生労働省保育課でございます。 

 水谷委員より、地域における保育の在り方検討会についての御質問がございました。こ

の場では、保育所とは主に認可保育所を念頭に検討いたしておりますが、幼保連携型認定

こども園についても当てはまるものと考えております。さらに、幼稚園についても参考に

なり得る内容が含まれると考えております。 

 また、水谷委員より、保育士等キャリアアップ研修についての御意見がございました。

保育士等キャリアアップ研修は、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者

の育成に関する研修でありますことから、担当する分野に応じた専門分野別の研修を修了

していただく必要があると考えております。認定こども園、幼稚園のキャリアアップ研修

方式への統一については慎重な検討が必要と考えているところでございます。 

 また、幼稚園教諭の免許状更新講習を実施している大学等が、保育士等キャリアアップ

研修の実施機関として都道府県に申請を行って、都道府県から指定を受けることによって

保育士等キャリアアップ研修の実施主体となり得ることは可能でございます。 

 続きまして、中正専門委員より保育士宿舎借り上げ支援事業についての御意見がござい
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ました。当該事業の対象になる者とならない者との公平性等に鑑みまして、令和３年度よ

り新たに事業の対象となる保育士の方について対象期間を段階的に見直すということで、

10年以内から９年以内とし、さらに令和４年度予算案におきましては、９年以内から８年

以内とする見直しをしたところでございます。その上で、事業は継続することとしており

ます。本事業につきましては、年々対象者が増えてきている中で、その財源をどのように

確保するか等の課題があると考えておりまして、必要な予算の確保に努めつつ、事業の効

果的、効率的な実施に向けて引き続き検討してまいりたいと思っております。 

 また、木野専門委員より、病児保育の御意見がございました。令和３年度におきまして

は、補助単価の大幅な見直しを行ったところでございます。本年度からの交付金見直しの

影響や効果なども踏まえながら、どのような対応ができるか検討を行ってまいりたいと考

えております。 

 また、多くの委員より、保育所におけるコロナ対応についての御意見をいただいており

ます。保育の実施主体である市町村に様々判断していただくということで、一例を申し上

げますと、Q&Aにおきまして、市町村はまず感染が出てしまった場合に何をするべきかとい

う問いにつきましても、濃厚接触者の範囲の確認を行い休園の判断を行ってくださいとい

うことで、市町村での判断をいただくことを従来からしているところでございますので、

市町村とよく連携していただくようお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○山口少子化総合対策室長 厚生労働省子ども家庭局の山口です。 

 複数の委員から、児童福祉施設の監査の在り方について御意見がございました。この報

告書におきましても、監査については実地によるものを原則とした上で、例外的な取扱い

として書面による監査等も導入してはどうかという提言をいただいているところでありま

す。その際には、感染状況であるとか、あるいは直近の監査で大きな問題が確認されてい

ないところを対象にすべきだとか、あるいは設置後一定年限以降の施設に限るべきではな

いかとか、そういった御議論もいただいているところでございますので、本日の御議論も

踏まえまして、きちんとした監査がまた業務の効率化というところも踏まえて行えるよう

にしっかり検討を進めてまいります。 

 一体的相談機関あるいはかかりつけの相談機関の在り方について、これも複数の委員か

ら御提案がございました。私どもといたしましても、今回の改正におきまして、親やお子

さんの身近な場でかかりつけの相談が敷居の低い形でできて、必要があれば市町村の一体

的な相談機関につなぎ、そこで必要があればサポートプランをつくっていくという形で分

担していくイメージを持っております。なお、実施に向け、実効ある対策が届けられるよ

うな形できちんとできるように検討を進めてまいります。 

 中正専門委員から、認可外保育施設に対する無償化措置について御提案がございました。

無償化につきましては、認可保育所のみならず認可外保育施設も一定の役割を果たしてい

るということで、月3.7万円まで３歳から５歳について補助をするという形になっておりま
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す。他方で、認可外保育施設につきましては、認可という仕組みになっていないことから、

指導監督基準をしっかり満たしているところに限る、ただし、施行後５年についてはそれ

を猶予するという経過措置が設けられているところでございます。認可外保育施設につき

ましても、しっかり質を担保していくことが必要でございますので、指導監督基準をしっ

かり満たしていただきたいという思いを持っておりますけれども、なお、こうした経緯や

現状なども踏まえながら、５年後の見直しに向けてしっかり検討を進めてまいります。 

 以上です。 

○赤崎補佐 厚生労働省雇用環境・均等局です。 

 森田委員から、小学校休業等対応助成金の周知の関係について御指摘いただきました。

この点、我々も認識しておりまして、今般、文部科学省と連名で学校現場に対しまして保

護者への周知依頼を改めて行っております。また、事業主団体への周知も行ってきました。

引き続き様々な機会を通じまして丁寧に周知を行い、本助成金の活用が進むように努めて

まいりたいと考えております。 

 また、小塩委員から不妊治療の関係で職場での支援についての御質問がありました。我々

としても不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備については大変重要な課題だと考

えております。企業においてプライバシーの保護に配慮しながら通院に必要な時間を確保

しやすい職場環境を整備することが重要であるということと、多様な選択肢が用意されて

いることとともに、これが利用しやすいように職場風土が醸成されるよう、より一層の企

業の取組を促進していくことが必要と考えております。 

 そのため、制度的対応としまして、まず１つ目として、次世代育成支援対策推進法に基

づく行動計画策定指針を改正しております。改正内容としては、一般事業主行動計画に盛

り込むことが望ましい事項として「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」とい

う文言を追加しております。こちらは令和３年２月に告示し、４月から適用しております。 

 また、今回の資料４の参考資料として最後のページに資料をつけさせていただいている

ところですが、くるみん認定制度に「不妊治療と仕事との両立」に係る基準を追加してお

ります。「不妊治療と仕事との両立」に関する認定基準ということで、不妊治療のための

休暇制度や利用することができる制度を設けていること、その内容を社内に周知している

こと、研修等を行っていること、また、不妊治療と仕事の両立に関する相談担当者を選任

し、社内に周知していることといった認定基準を満たす企業を新たに「不妊治療と仕事と

の両立」を満たす企業という形で認定することを予定しております。新たな認定マークを

設けまして、それを対外的に示せるような形にしていきたいと考えておりまして、こちら

は認定マーク、名称とともに準備をしておりますが、今年の４月からこちらの制度を開始

したいと考えております。 

 また、企業の取組支援といたしましては、事業主向けの休暇制度等導入支援セミナーの

開催や、不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む中小企業向けの助成金などを設け

ております。 
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 また、都道府県労働局による周知啓発、相談支援も引き続き行ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○大杉幼児教育課長 幼保小の連携・接続につきましては、様々な御意見をいただき、あ

りがとうございました。王寺委員から御指摘いただいたような研修の重要性、あるいは加

藤先生から御指摘いただいたような教育と福祉の連携ということも含め、また、徳倉委員

から御指摘いただいたような小学校の教諭不足といった小学校教育の在り方も一体的に議

論できるように努めてまいりたいと思います。 

 また、野澤委員からは、幼児教育の特性、一人一人の特性を踏まえた御議論をという御

意見をいただきました。中央教育審議会の特別委員会の委員もそういったことに配慮した

委員構成になっておりますので、そこでの御知見をいただきながら、引き続き議論を進め

てまいりたいと思います。 

 また、野澤委員から御指摘のあったコロナ禍における子供たちの学び、育ちへの影響、

あるいは藤迫委員から御指摘のあった非認知能力ということ、今年度東大のCedepでも非認

知能力の調査研究をしていただいておりますけれども、こういった成果も併せて反映して

いきたいと思います。 

 全体として、箕輪委員から御指摘のあった学びの充実ということにしっかりとつながる

ように、また、関連事業の対象範囲等も含めてしっかり周知できるように努めてまいりた

いと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

○入野補佐 続きまして、内閣官房のこども家庭庁設置法案等準備室から御回答申し上げ

ます。 

 様々御質問、御意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 まず冒頭、こども家庭庁の名称についてお尋ねがあった点についてお答え申し上げます。

児童の権利に関する条約の前文の考え方におきましても、子供は家庭環境の下で幸福、愛

情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきとされております。こども家庭庁という名称に

つきましては、子供の健やかな成長にとって、家庭における子育てをしっかり支えること

が子供の幸せにつながるという趣旨でございますけれども、これから法案審議等の過程を

通じてしっかりとその趣旨を説明してまいりたいと思っております。 

 それに関連して、「こども」の表記についてお尋ねがございました。私ども、今回この

基本方針は「こども」とさせていただいております。これにつきましては、こども家庭庁

が対象とする者についてが、基本的には18歳までを念頭に置きながらも、それにとどまら

ない切れ目のない支援をしていくということで、心身の発達の過程にある方を「こども」

とするという説明を加えた上で、「こども」という表記を使わせていただこうと考えたと

ころでございます。 

 人員、財源についての御質問、御意見をいただきました。人員につきましては、新規の

政策課題への対応や司令塔機能、政策立案機能の強化に必要な人員のために移管する定員
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を上回る体制を目指していきたいと考えております。 

 また、財源につきましては、必要となります財源につきまして、国民の皆様の理解をい

ただきながら、しっかりと安定財源の確保について検討を進めてまいりたいと思っており

ます。 

 自治体との連携ということで、速やかな情報提供をということで御意見をいただきまし

た。これから法案を通常国会に提出していく予定ですけれども、必要となる情報について、

都度速やかに情報提供させていただきたいと思っております。 

 また、質の高い幼児教育・保育の観点から、こども家庭庁に期待いただいていると御意

見をいただきましたけれども、これにつきましても、資料６の２ページ目になりますが、

「強い司令塔機能」という箱の２つ目になりますけれども、「これまで別々に担われてき

た司令塔機能をこども家庭庁に一本化し、就学前の全てのこどもの育ちの保障や全てのこ

どもの居場所づくりなどを主導する」としっかり明記をさせていただいておりますので、

こうした基本方針に従ってしっかり取り組んでいきたいと思っております。 

 また、小塩委員から御質問のありました子ども・子育て会議の位置づけについてでござ

いますけれども、昨年閣議決定をいたしました基本方針の中では、この子ども・子育て会

議ですとか、厚生労働省の社会保障審議会福祉文化分科会ですとか、関係の審議会の機能

をこども家庭庁に置く、審議会に移管するということで、基本方針に記載しております。

具体的な組織の立てつけについては、今後法案の作業の中でしっかり検討していきたいと

思っております。 

 また、鈴木委員から、家庭教育をなぜ移管しないのかという点について御質問をいただ

きました。この点につきましては、家庭教育につきましては教育基本法に規定されている

とおり、学校教育、社会教育と並ぶ教育の一つと考えておりまして、引き続き教育行政の

働きを維持していくことが必要と考えてございます。家庭教育の支援に関することについ

ては教育委員会を通じて行われる取組も多いことから、教育委員会への指導、助言等を担

う文部科学省において引き続き所管をしていただくことにしたところでございます。こど

も家庭庁の立場からすれば、総合調整の観点から、関与する文部科学省と連携して自治体

内での教育委員会と福祉部局の一層の連携を促進して、効果的な事業を進めていきたいと

考えております。 

 また、鈴木委員からこども家庭庁がハブとしての機能をしっかり果たすようにというこ

とで、具体的な事例も挙げながら御意見をいただきました。基本方針の中でもこども政策

について一元化して総合調整機能をしっかり果たすということを明記しておりますので、

総合調整機能をしっかり発揮して連携に努めてまいりたいと思っています。 

 また、権利のセクションをしっかり設けるべきではないかと御意見をいただきました。

具体的な組織の立てつけについては今後検討していくわけですけれども、基本方針の中で

もこども家庭庁は子供の権利利益の擁護にしっかり取り組む組織であるということを打ち

出しておりますので、しっかりと取り組みたいと思います。 
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 最後、藤迫専門委員からデータ連携の関係で幾つか具体的な御提案をいただきましたけ

れども、まずもって今はこども家庭庁という組織を、法案を作成して組織をつくっていく

段階でございます。今後その取組を検討していく中で、いただいた御意見をしっかりと検

討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 それでは、お時間でございますので、第60回「子ども・子育て会議」を終了いたします。 

 


