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○秋田会長 それでは、定刻より少し早いのですけれども、御予定の参加者皆様がおそろ

いですので、第61回「子ども・子育て会議」を開始いたします。 

 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いたします。 

 初めに、委員の交代がございましたのでお知らせいたします。 

 ７月７日付で、王寺直子委員に代わり宮田裕司委員、木村義恭専門委員に代わり戸巻聖

専門委員が就任されましたので、御紹介いたします。 

 それでは、新たに御就任された各委員から一言いただけますでしょうか。 

 それでは、宮田委員、お願いいたします。 

○宮田委員 全国認定こども園協会の政策委員長の宮田でございます。よろしくお願いい

たします。 

○秋田会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 続きまして、戸巻専門委員、お願いいたします。 

○戸巻専門委員 全国認定こども園連絡協議会の戸巻と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 この場をお借りしまして、前任の木村より、この会議に参加されている皆様へ、長きに

わたり大変お世話になったことについて、くれぐれもよろしくお伝えするように承ってお

ります。 

 引き続き全国認定こども園連絡協議会として参加させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 次に、本日の委員の御出欠につきまして、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。 

 大下英和委員、奥山千鶴子委員、松田茂樹委員、三日月大造委員、中正雄一専門委員に

おかれましては、所用により御欠席です。 

 また、大下英和委員におかれては村田真代理人、奥山千鶴子委員におかれましては松田

妙子代理人、三日月大造委員におかれましては中條絵里代理人に御出席いただいておりま

す。 

 なお、古口達也委員は会議途中からの出席と伺っております。 

 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いたします。 

 事務局に異動がございまして、吉住子ども・子育て本部統括官及び北波子ども・子育て

本部審議官が着任しております。 

 なお、本日、吉住統括官は所用により欠席でございます。 

 以上、御報告でございます。 
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○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・子育て支援をめぐる課題について」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、事務局からの御説明は極力簡潔にお願いいたします。 

○丸山参事官 それでは、資料２につきまして御説明をいたします。 

 資料２を御覧いただけますでしょうか。 

 資料２の１ページ目は、「経済財政運営と改革の基本方針2022」、いわゆる骨太の方針

でございますけれども、先月、閣議決定をされました。 

 この骨太の方針におきましては、新しい資本主義に向けた重点投資分野の一つといたし

まして、少子化対策・こども政策についても言及がなされておりまして、こども政策につ

いては、子供の視点に立って強力に進めていく、そのために必要な安定財源については、

国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用の負担の在り方を含め、幅広く検討を進め

るという記述が盛り込まれております。 

 また、第４章の２ポツのところでございますけれども、現場で働く方々のさらなる処遇

改善に取り組んでいく旨も記載をされてございます。 

また、一番下の５ポツでございますけれども、幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の

質的向上といったことも記載されております。 

 さらに、最下段でございますけれども、子ども・子育て支援のさらなる質の向上を図る

ため、消費税部分以外も含めて適切に財源を確保していくということが盛り込まれてござ

います。 

 資料２の２ページでございますが、こちらはいわゆる成長戦略と呼ばれるものでござい

まして、骨太の方針と同じ日に閣議決定をされてございますが、介護・障害福祉職員と並

びまして、保育士等につきましても、今後の具体的な処遇改善の方向性について記載がな

されてございます。 

 資料２は以上でございます。 

 続きまして、資料３について御説明をさせていただきます。 

 資料３につきましては、表題「『３％程度（月額9,000円）の処遇改善』の令和４年10

月以降の取扱いについて」とさせていただいております。この３％程度（月額9,000円）の

処遇改善につきましては、令和３年度補正予算で講じた措置でございますけれども、令和

４年２月から９月までの間につきましては、補正予算によりまして、補助金として措置を

講じるということにしてございました。 

 令和４年10月以降は公定価格において措置を講じるということとしておりましたけれど

も、その具体的な内容につきまして、○の２つ目でございますが、公定価格におきまして

は、従来からの公定価格における処遇改善と同様に加算として位置づけることとし、対象

者やその他の要件等の仕組みにつきましては、令和４年９月までの補助金による処遇改善
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と同様とするということでございまして、※にございますとおり、公定価格による措置と

なりますので、令和４年10月以降につきましては、公立の保育所等については地方交付税

措置により対応いたします。 

 ２つ目の※でございますけれども、国家公務員給与改定対応部分の令和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今後対応を検討してまいり

ますということにしております。 

 資料３につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料４を御覧いただけますでしょうか。 

 資料４は、例年、教育・保育施設等において発生いたしました重篤な事故等につきまし

て集計をいたしまして、公表しておるものでございますけれども、令和３年１月１日から

12月31日の期間内に国に報告がなされたものの件数等について報告がまとまりましたので、

概要を御報告いたします。 

 そのページの概要にございますとおり、報告件数は2,347件となっておりまして、対前年

で332件の増となってございます。 

 報告件数のうち、負傷等の報告は2,342件、対前年で332件、そのうち1,888件につきまし

ては骨折によるものでございます。 

 一番下でございますけれども、誠に残念でございますが、死亡の報告も５件となってご

ざいます。 

 この資料４の３ページ以下に、施設類型ごとですとか、負傷の内訳、また、年齢別の状

況などを記載してございます。 

 詳細な説明は省略させていただきますが、内閣府におきましては、こうした事故の報告

を踏まえまして、また、内閣府に設けられております有識者会議の先生方にも御議論いた

だきながら、再発防止に向けた取組に引き続き努めてまいりたいと考えてございます。 

 資料４につきましては以上でございます。 

○齋藤参事官 続きまして、資料５でございます。 

 内閣府認定こども園担当でございます。 

 幼稚園教諭免許状、保育士資格のさらなる併有促進についてでございます。 

 ２ページ目を御覧いただければと思いますけれども、御案内のとおり、幼保連携型認定

こども園の保育教諭に必要とされます幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有を促進するた

め、下の図にありますとおり、現在、免許・資格の片方の保有者が認定こども園等での勤

務経験を３年かつ4,320時間以上有する場合、もう片方の免許資格取得に必要な単位数を８

単位まで軽減するという特例を設けているところでございます。 

 ３ページ目でございますが、今般、令和５年度からのさらなる併有促進策として、現行

特例の勤務経験に加えまして、新制度施行後の幼保連携型認定こども園における保育教諭

としての勤務経験をさらに２年かつ2,880時間有する場合は、取得すべき８単位のうち、さ

らに２単位取得したものとみなす特例を設けることとしたいとするものでございます。 
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 ４ページ目と５ページ目は、この場合のそれぞれの特例の科目と単位数でございます。 

 ６ページ目は今後のスケジュールの予定でございますけれども、今後、パブリックコメ

ント等を経て、本年夏頃に文科省、厚労省において省令等を改正しまして、来年度、令和

５年４月からの適用開始を予定しております。 

 ７ページ以降は、本件に関するこれまでの子ども・子育て会議で示された内容等関連の

資料でございます。 

 このようなさらなる併有特例策も活用いただきながら、免許資格の併有をさらに促進し

てまいりたいと考えております。 

 資料５は以上でございます。 

○東少子化総合対策室長 引き続きまして、厚生労働省子ども家庭局でございます。 

 まず、資料６「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要」についてでございます。 

 こちらにつきましては、前回、２月の子ども・子育て会議におきまして、社会保障審議

会の児童部会の専門委員会の報告書案という形で御報告をさせていただきましたけれども、

その後、さきの通常国会に同報告書に沿った児童福祉法等の一部を改正する法律案という

ものを提出いたしまして、先月、全会一致をもって可決成立したところでございます。 

 資料を御覧いただければと思いますけれども、改正法の内容の全体像、ここに記載の１

から７の項目がありますけれども、このうちの大半は前回会議で報告した見直し内容と同

内容が盛り込まれております。 

 前回入ってなかったものとして、付け加えておりますのが大きく２点ありまして、１つ

目が、厚労省内の障害者部会で議論されてこの法案に盛り込まれたものとしまして、１の

③、３の②といったところに障害児支援の充実強化策の見直し案が加わっております。 

 それから、７の児童をわいせつ行為から守る環境整備の２行目のところですけれども、

国会での法案審議の過程におきまして、議員修正によりまして、児童福祉施設の運営に関

し、国が定める基準に従って条例で基準を定めるべき事項というものに、明示的に児童の

安全の確保という規定を加えるという改正が追加されております。 

 改正内容の詳細は時間の関係で割愛させていただきたいと思いますが、主な改正事項と

して１の①、②のみ、おさらいになりますけれども、簡単に御説明させていただきます。 

 １の①でございます。１は子育て世代に対する包括的な支援のための体制強化、事業の

拡充。これがこの法律案の大きな改正事項になります。そのうちの①につきましては、市

町村の課題把握、マネジメント機能の強化策になります。具体的には、ここに記載のとお

り、市町村は全ての妊産婦・子育て世代・子供の包括的な相談支援等を行うこども家庭セ

ンターを設置することについて努めるということが一つ。それから、このセンターにおき

ましては、支援を要する子供、妊産婦等を計画的、効果的に支援につなぐためのサポート

プランを作成することが義務づけられているということが盛り込まれております。 

 それから、②につきましては支援の充実策になります。訪問による家事支援、児童の居

場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業を新設した上で、これらを含む家
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庭支援の事業による支援が必要な者に届けられるよう、市区町村に利用勧奨措置を実施す

る権限も付与するというものが盛り込まれております。 

 これらを内容とする改正法につきまして、主に令和６年４月の施行となりますので、今

後、施行に向けた準備を進めていくこととしております。 

 引き続き、資料７の御説明をさせていただきます。 

 「認可外保育施設の質の向上に関する議論の取りまとめ 概要」でございます。 

 議論の前提の箱を御覧いただければと思いますが、認可外保育施設が幼児教育・保育の

無償化の対象となるには、都道府県等に届出を行って指導監督基準を満たす必要がござい

ます。一方で、無償化の施行後５年間というものにつきましては、猶予期間が設定され、

時期でいきますと、令和６年９月までは、届出さえなされていれば、指導監督基準を満た

していなくても認可外保育施設は無償化の対象になるということでございます。 

 主な状況のところを御覧いただきますと、これは古くて令和元年度末時点のデータでは

あるのですけれども、指導監督基準を満たせていない施設というのが約４割、認可施設へ

の移行を希望しないと言っている施設が約７割というデータがございます。 

 こうした点ですとか、あるいは２つ目の検討の方向性の箱にもありますとおり、施行後

２年後の検討規定というものがありますので、それを踏まえまして、認可外保育施設の質

の向上に向けた課題、速やかに講ずるべき対応策について地方公共団体の皆様と議論、検

討を重ねて、対応策を本年３月に取りまとめたところでございます。 

 その中身が下の課題と対応策のオレンジと緑の箱になっておりますが、左側のオレンジ

の箱を御覧いただきますと、まず、左側に関しては、どちらかというと都道府県等が全て

の施設の基準適合判定を可能とするための業務負担軽減策や効果的・効率的な方策を検討

しようというものなのですが、ここに赤字で記載の巡回支援指導員を立入調査員として活

用する事例を周知するですとか、あるいは指導監督に関する都道府県職員の知識習得のた

めのQ＆A、あるいは映像資料などを用いた分かりやすい資料の作成、それから、一定条件

下で例外的に認めている書面調査を行う場合のチェックシートのひな形の作成周知といっ

たものなどに取り組むこととしております。 

 それから、右下の緑の箱の検討視点②の関係ということで、こちらは基準を満たしてい

ない施設への支援あるいは対応を検討した結果でございます。 

 こちらも③、④と２つあるわけですけれども、まず③では、先ほど申し上げたとおり、

認可施設への移行を希望しない施設というのが多い状況も踏まえまして、現行では認可移

行を要件とした財政支援のみが認可外保育施設にはあるのですけれども、こういった認可

移行等を要件とせずに、時限的に施設の改修・移転、保育士の資格取得等に対する財政支

援というものを令和４年度から創設いたしております。 

 それから、一番下の質の低い施設に対する改善勧告等の措置を適切に実施する観点から、

事例集の作成あるいは事業停止命令等を行った施設についての情報の公表、それから、自

治体間の情報連携、共有に係る関係規定の整備も今般の改正児童福祉法の中で盛り込んで
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いるところでございます。 

 こうした取組が都道府県の指導監督担当に浸透して、全ての認可外保育施設で指導監督

基準が満たされるように、あらゆる機会をとらえて周知、運用徹底に努めていきたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○大杉課長 失礼いたします。文部科学省幼児教育課でございます。 

 資料８「幼保小の連携・接続強化について」の御説明を申し上げます。 

 １ページ目でございますけれども、本年度予算に新たに盛り込まれました幼保小の架け

橋プログラムでございますけれども、19自治体から事業計画書の提出がございました。審

査会議において御審査を賜りましたけれども、自治体の接続・連携の状況は様々でござい

ます。様々な状況の中で一歩進んでいただくということが様々な自治体に参考になるだろ

うということで、全自治体の採択をさせていただいたところでございます。 

 １ページ目から３ページ目にかけてそれぞれの自治体の調査研究概要を記しております

けれども、例えば小学校教諭を１年間幼稚園等に派遣して連携を強化するといった取組で

すとか、幼保小にとどまらず、幼保小中まで12年間を見通した取組など、各自治体の創意

工夫を生かして取り組んでいただくことになってございます。 

 ６ページ目に「幼保小の架け橋プログラムの実施について」とございますけれども、○

の２つ目に記してございますように、３か年を念頭にプログラムを実施していただきます。

並行しまして、幼児教育推進体制などを通じ、全国的な架け橋の充実ということも図って

まいりたいと考えております。 

 下側の右側中ほどにございますけれども、中教審の先生方等に御協力いただきまして、

「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き」というものも作成させていただい

たところでございます。 

 モデル地域の成果検証と併せまして、全国的な取組の実施に各省庁と連携して取り組ん

でいきたいと考えております。 

 以上です。 

○本後保育課長 厚生労働省の保育課長でございます。 

 続いて、資料９について御説明をいたします。 

 これは保育所等に関して基準の改正をするものでございます。１点目が児童の安全確保

の関係、２点目が児童発達支援事業との併設の関係、３点目が保育所における看護師等の

みなし配置の関係でございます。 

 改正のスケジュールといたしましては、本年７月下旬にパブリックコメントを実施いた

しまして、９月中旬以降公布、来年４月に施行ということを考えてございます。 

 ２ページ目、まず１点目の改正事項です。さきの国会で成立いたしました改正児童福祉

法の中で、衆議院において議員修正が行われております。都道府県等が条例で定めること

とされている児童福祉施設等の運営基準のうち、児童の安全の確保に関するものについて
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は、国が定める基準に従わなければならないといった改正が行われました。 

 具体的には、各児童福祉施設等は児童の安全を確保するための計画を策定しなければな

らないとする国の基準を定める予定でございます。 

 このうち、保育所等につきましては、昨今の保育所等での事故、それから、幼稚園にお

ける学校安全計画などとの整合性も踏まえつつ、令和５年４月から施行ということにして

おります。 

 続きまして４ページ目、改正事項の２点目でございます。現在の基準では、ある児童福

祉施設が他の社会福祉施設を併設している場合、居室あるいは特有の設備、直接従事職員

については兼ねることができないということとされています。仮に両児童を保育するのに

必要な保育士面積が確保されている場合であっても、共有は認められないということにな

っております。 

 この点、昨年開催いたしました検討会での取りまとめを踏まえまして、保育所について、

当該保育所の行う保育に支障がない場合に限り、他の社会福祉施設を併設する際に特有の

設備、専従の人員についても共有できるといった改正を行うこととしております。 

 続きまして３点目、７ページ目をお開きください。 

 現在、乳児４人以上を入所させる保育所に限り、看護師等を１人に限って保育士とみな

すことができるという取扱いとされております。少子化の進行などによりまして、保育所

に入所する乳児の数が４名付近となるケースが増えております。こうした状況を踏まえま

して、引き続き安定して看護師等が勤務することを可能とする必要がございますので、一

定の要件の下、０歳児の在籍人数を問わないような措置とする改正を行います。 

 一定の要件というのが、この規制改革実施計画の中に記載がございます。内容の部分、

太字と太字の間のところですけれども、保育士と看護師等が相互にフォローする体制を確

保しつつ、同一の場所で合同で保育に当たること、看護師等が乳児保育に関する知識経験

を有する者であることなどを要件とする。この辺りを具体的に定めてまいりたいと思って

おります。 

 説明は以上でございます。 

○入野補佐 内閣官房のこども家庭庁設立準備室でございます。 

 続きまして、資料10に基づきまして、こども家庭庁の設立に向けた状況について御説明

申し上げます。 

 こども家庭庁に関しましては、前回の会議において御説明をさせていただきました、昨

年12月に閣議決定しましたこども政策の新たな推進体制に関する基本方針に基づきまして、

こども家庭庁設置法案及び設置に伴います整備法案を本年の通常国会に提出いたしまして、

議員立法で提出されたこども基本法案とともに、先般、６月15日に成立いたしました。 

 こども家庭庁設置法について、資料10の１ページに基づいて概要を申し上げます。 

 趣旨の部分ですけれども、こども家庭庁は、こども及びこどものある家庭の福祉の増進

及び保健の向上、その他のこどもの健やかな成長、及びこどものある家庭における子育て
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に対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関

連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、内閣府

の外局として設置することとされております。 

 こども家庭庁では、これまで内閣府の子ども・子育て本部や厚生労働省の子供家庭局等

において所管されていた事務を移管し、概要の３ポツのところにありますけれども、分担

管理事務として自ら事務を実施するとともに、（２）にございますけれども、こどもが自

立した個人として等しく健やかに成長することのできる社会の実現のための政策について

総合調整を行うこととしております。 

 具体的な事務についてはこの３ポツに例示しておりますので、御覧いただければと思い

ます。 

 資料の５ポツを御覧ください。こども家庭庁においてこども家庭審議会を置くこととし

ておりまして、この子ども・子育て会議が担われている機能についてはこども家庭審議会

に引き継がれるということとされております。 

 なお、具体的な体制については、現在検討を進めているところでございます。 

 資料をおめくりください。 

 続いて、こども基本法について御説明をさせていただきます。 

 こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施

策の基本理念を定めるとともに、こども施策の推進体制等について規定することを目的と

しております。 

 真ん中辺に基本理念というところがございますけれども、基本理念について６項目定め

られておりまして、①で全てのこどもについて個人として尊重されること、基本的人権が

保障されること、差別的取扱いを受けることがないようにすることですとか、あるいは③、

④にございますけれども、こどもが意見表明する機会、多様な社会的活動に参画する機会

が確保されること、あるいはこどもの最善の利益が優先して考慮されることなどを基本理

念として規定しております。 

 推進体制について申し上げますけれども、資料の緑色になっている部分でございます。

これまで少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部、子どもの貧困対策会議と

いった閣僚会議で担われていた機能を統合しまして、総理を長とするこども政策推進会議

をこども家庭庁に設置することとしております。 

 また、左側に白書・大綱とございますけれども、こども基本法に基づき、こども大綱を

策定することとされております。この大綱については、少子化社会対策基本法、子ども・

若者育成支援推進法、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づき策定される大綱と一

体的に策定することとしております。 

 資料に記載がなく、申し訳ないのですけれども、同法では、大綱を勘案して、都道府県

及び市町村においてこども施策についての計画を策定するということが努力義務とされて

おります。これらの計画についても、既存の計画と一体的に作成することができるとされ
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ております。 

 こども家庭庁設置法及び整備法、こども基本法については、令和５年４月１日に施行さ

れます。こども家庭庁の設立に向けて、しっかりと準備を進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 それでは、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。 

 なお、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を申し上げます。 

 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いるとおり、委員、

専門委員、代理出席の方の順にそれぞれ五十音順に指名をさせていただきます。 

 ただし、駒崎弘樹委員、佐藤好美委員は途中退室の予定とのことですので、最初に御発

言をいただきたく存じます。 

 それでは、まず最初に、駒崎委員からお願いいたします。 

○駒崎委員 全国小規模保育協議会理事の駒崎です。 

 順番を繰り上げてくださって、本当にありがとうございます。 

 今、画面を試しに共有してみましたけれども、御覧になられていますでしょうか。あり

がとうございます。 

 お手持ちの意見書を基にお話しさせていただきたいと思います。２分ということで、一

生懸命急ぎたいと思います。 

 「保育の必要性認定」を撤廃し、全ての子どもたちが保育園を利用できるようにしてい

ただけたらということを再度お願いしたいと思っております。 

 現状、働いている御家庭しか基本的には保育園に通えないという状況です。しかし、一

方で、専業主婦家庭あるいは障害児の家庭、親に精神疾患がある家庭など、たくさんの家

庭が保育園に行けず、孤立を深めているというような状況です。孤独や孤立は虐待を招き

ます。 

 一方では、皆さんも御存じのとおり、刻一刻と保育園が空いていっています。定員割れ

で苦しんでいる保育園がたくさん出てきています。だとするならば、空いている保育園の

枠でこれまでお預かりができなかったような子どもたちをお預かりし、「全ての子どもた

ちの保育園」へ変わっていくべきではないかと思っております。 

 これは以前から申し上げているのですが、今回、調査をした結果を皆さんにお出しした

いなと思っております。 

 全国調査をしました。そうしたら、未就園児を持つ家庭の約過半数が定期的に保育園に

子どもを預けたいという結果が出ました。希望の頻度は週１ぐらいで、大体３～４時間と

いうような結果でした。そして、やはり無園児の家庭のほうが子育てで孤独を感じやすい
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ということも分かったのです。さらには、子育てで孤独を感じている家庭ほど定期保育サ

ービスの利用意向が高いということも分かりました。さらに、リスク行動が見られる家庭

ほど定期保育サービスの利用意向が高いということも分かりました。 

 というわけで、子どもたちのリスクを減らすためにも、やはり保育園にみんなが通える

ようにした方がいいということが改めて分かったのです。 

 一方で、保育所は空いているのかということなのですけれども、既にして空き定員数と

いうものが無園児よりも多いという状況が分かりました。ですので、無園児の子たちを受

け入れてもキャパシティー的に大丈夫ということが分かりました。 

 さらには、財源です。お金は大丈夫かということなのですが、今よりも保育予算を減ら

さなければ、十分無園児の子たちをお預かりできるということがシミュレーションできま

した。 

 つまり、キャパも大丈夫。ニーズもある。そして、財源もあるということですので、こ

れはやるしかないということが分かりました。細かい部分はお読みいただいて、ぜひ御検

討いただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 失礼します。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、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。 

 発言の順番について御配慮をありがとうございます。産経新聞の佐藤好美です。 

 ３点申し上げます。 

 まず１点目、資料３についてです。今年度の上半期の処遇改善についてはこれでよいと

考えます。令和５年度の扱いをどうするかが重要だと理解しています。 

 ２つ目です。資料７、認可外保育施設の無償化についてです。②のような対応をするこ

とについて賛成です。認可施設への移行を希望しないことと国の監督基準を満たせないこ

とは違う話です。認可施設への移行を希望しないからといって、監督基準を満たさなくて

よいということにはなりません。監督基準が満たせない施設については施設名を公表する

とともに、無償化の対象にすべきでないと考えます。 

 ３つ目です。資料６の関連です。子育て世帯に対する包括的な支援体制はこれからます

ます充実しなければいけないところだと考えています。 

 先月、富田林市で２歳の女児が放置されて熱中症で亡くなる事案がありました。死亡し

た女児は要保護児童だったと報道されています。 

 また、秦野市では乳児の遺体が見つかって10代の少女が逮捕される事案がありました。

こちらも事前に報告が上がっていれば、要対協、要保護児童対策地域協議会の扱うケース

だったと理解しています。 

 今から申し上げることは、富田林や秦野のケースについて申し上げるものではありませ

ん。ただ、要保護児童の見守りをする要対協は、自治体や協議会によって陣容や取組、関
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係者の意識に大変ばらつきがあると認識しています。対象となる家庭にどのように働きか

けていくか、厚生労働省においては、要対協の質の充実について緊張感を持って取り組ん

でいただきたいと思います。 

 以上です。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、小塩隆士委員、お願いいたします。 

○小塩委員 ありがとうございます。一橋大学の小塩です。 

 私も３点申し上げます。 

 １点目は資料３の公定価格です。保育士等の皆さんの処遇改善が政府の方針として明確

に打ち立てられたというのは、非常に重要なことだと思います。この会議でも、待機児童

等、いろいろな問題を議論してまいりましたが、根底にあるのが子育て人材不足であると

いうのは、皆さんの共通した認識だろうと思います。その問題解決に向けての第一歩にな

ることを強く期待いたします。 

 ２点目は、資料８の幼保小の連携・接続強化についてです。これは自治体の取組を選び

出して財政的に支援するという仕組みで、大変結構なのですが、将来の横展開に資するた

めにも、それぞれの取組によってどういう成果が出てきたのかということにつきまして、

統計に基づいてできるだけ客観的に検証していくことが重要だと思います。自治体単位だ

けではなくて、国単位でも検証を進めることを強く期待いたします。 

 ３点目ですが、今回、特に御説明はなかったのですけれども、コロナ対応についてです。

新型コロナウイルス感染症の影響については、家庭や子供さんたちが置かれた環境に大き

く左右されるということが多くの研究によって明らかにされています。また、格差への影

響も長期化する懸念があります。したがいまして、コロナ対応につきましては、先ほどこ

ども家庭庁のお話がございましたが、政府としてどう取り組むのか喫緊の課題として早急

に議論していただきたいと思います。 

 以上です。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、柏女霊峰委員、お願いいたします。 

○柏女委員 淑徳大学の柏女です。 

 今回報告されました改正事項については、基本的に賛意を示します。 

 また、先ほど駒崎委員が御報告された全ての子供たちに保育をという考えに全面賛成を

いたします。 

 保育王国である石川県では、既に７～８年前から在宅育児家庭通園保育モデル事業とい

う形で保育認定を受けない子供たちの保育園利用をケアプラン作成とともに進めておりま

す。その結果、調査をいたしますと、モデル事業を利用した方と利用しない方を統制群と

して研究を行った結果、利用群の保護者のほうが育児困難感が軽減しているという報告な

ども出てきております。 
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 そういう意味では、スローガンとしての保育の必要性認定撤廃と、保育を定期的に利用

できるような仕組みの創設に賛成いたします。 

 私からは１点だけです。資料９の保育所と児童発達支援事業の併設を可能とするため、

設備及び人員の専従既定の緩和について、関連してインクルージョンの観点から意見を申

し上げたいと思います。 

 このこと自体は、両事業所の一体的支援によるインクルーシブ保育を可能とする点で望

ましいことと思います。先ほど駒崎委員もおっしゃいましたけれども、これから空いてく

る保育所の空きスペースの活用、あるいは経営の安定のためにも有効に機能することを願

っております。 

 インクルージョンを進めるためには、今回のように一つ一つの事業をその都度改定する

というよりは、インクルージョンの推進のために関連するサービスを総合的に改善してい

く手法が必要だろうと思います。例えば放課後等デイサービスと放課後児童クラブの並行

利用、あるいは放課後等デイサービスから放課後児童クラブへの円滑な移行等のインクル

ージョンをさらに進めていかなければならないだろうと思います。 

 今回のような設備運営基準の改定などは、両事業の形態が異なるために難しいかもしれ

ませんけれども、尽力すべきテーマだろうと思っております。 

 また、インクルージョンを進めるためには、一丁目一番地の事業とも言える保育所等訪

問支援事業の充実を図ることも大切だろうと思います。言葉は悪いですけれども、子供た

ちを囲い込むサービスが増え続け、そして、インクルージョンの相手方に出かけて支援す

るサービスが伸び悩んでいるということは課題が大きいと思います。次期報酬改定では、

しっかりとエビデンスを踏まえた上で、この部分に大幅改定が行われることを願います。

また、関連する多くの事業サービスを一体的に捉えて改善していく手法がインパクトを大

きくするのではないかと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、加藤篤彦委員、お願いいたします。 

○加藤委員 全国幼児研究協会の加藤です。 

 意見書の最初のところに書かせていただいております。４点お伝えいたします。 

 一点は、免許更新講習が発展的解消となったことや、あるいは処遇改善加算Ⅱの研修の

要件が具体的になってきたことを含めて、保育士等キャリアアップ研修と認こ園、幼稚園

の研修の在り方の違いや用語の違いが明確になってきました。FAQの最新化をお願いしたい

と思っております。 

 あわせまして、それぞれの研修の立てつけの違いも明らかになってきて、なかなか相互

乗り入れというのが難しいところもございます。一方、学校法人では、小規模保育所を一

体的に運営しているところもあって、保育者が異動しているということもありますので、

例えば学校法人においては小規模保育所の研修を認こ園のキャリアアップ研修として認め
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る、小規模保育所を認こ園ルールのほうで認めるというような御配慮いただければありが

たく思います。 

 ２点目、幼児教育の質の向上のための公定価格への配慮ですけれども、免許を２種を１

種にしたり、専修にしたり、あるいは保育士が幼稚園教諭免許を取得したりというような

ことで、現場の先生方は努力をして質の向上のために取り組んでいますので、そういうと

ころも公定価格への反映をお願いできればと思っております。国として、どの省庁であっ

ても教育の質の向上を目指すというところでお願いいたします。 

 ３点目、乳幼児の健康状況の把握の件ですけれども、施設によって健診のルールや内容

が随分変わっているのです。あるいは施設に通っていない子供たちもいます。乳幼児の健

康状況の把握は非常に大事なことでありますので、国としてしっかりとしたルールの中で、

どの子供たちにも必要な検診やガイドをお願いできればと思っております。 

 ４点目、接続期プログラムの件ですけれども、幼保小の架け橋プログラムに、大変期待

しております。教育として一貫した貫きということは非常に大事なので、これからも積極

的に推進していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、古口達也委員、お願いいたします。 

○古口委員 栃木県の茂木町長の古口でございます。 

 資料３に関連して、町村の保育サービスについて述べさせていただきます。 

 保育士の賃金についてです。この件につきましては、国でも御配慮いただいていること

に感謝を申し上げます。ただ、依然として、他の職種と比べ、保育士の賃金水準は低水準

にあると思われます。保育士の募集を行っても応募がないなど、保育園等の運営に関して

苦慮している自治体もあります。地域における保育サービスを持続的に提供できますよう、

保育士の処遇改善につきましては、今後とも継続して議論をしていただきたいと思います。 

 私のほうからは以上であります。 

○秋田会長 どうも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 國學院大學の鈴木でございます。 

 御丁寧な説明をありがとうございました。 

 私からは２点お願いしたいと思います。 

 １点目は、今の公定価格における保育士等の処遇改善ですけれども、ここに関してはも

うちょっと専門職としての位置づけをきちんとして、処遇改善をどんどんと進めていただ

きたいと思っております。これはお願いでございます。 

 そして、２点目なのですけれども、資料９の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

の一部改正の中で、看護系人材の活用における待機児童解消の促進ということがございま

したが、現実に看護師さんで乳児保育に関する知識経験を有する者がこれだけ見つかるの
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かという現実的な可能性はどのぐらいあるのかということが一つと、もう一つは、乳児保

育、０歳児保育というのはやはりそれなりの専門的な研修等で知識と技術が必要になる領

域でございますので、研修システムをきちんとしてほしい。採用するのであれば、研修を

きちんと受けて積み上げていくということが、０歳から18歳までを見通した、これはどこ

の発達段階でもそうですけれども、研修のシステムというのがきちんとしていることが今

後求められるのではないかと考えております。 

 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、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連合会の月本でございます。 

 私からは３点申し上げさせていただきます。 

 最初に、児童にわいせつ行為を行った保育士、施設の情報公開の確実な履行、今回、児

童福祉法等の一部が改正され、児童をわいせつ行為から守る環境整備の取組を強化される

ことは大変評価しています。悪質な事案については、情報公開等の必要な措置が確実に行

われるよう、運用を国において示していただくことを期待しております。 

 ２つ目に、認可外保育施設の質の向上に向けて速やかに講ずるべき対応策について、乳

幼児の生活の場となる認可外の施設の指導監督は、保育の質の維持、向上に向けて非常に

重要なことであると考えています。劣悪な施設への対応策として、必ず巡回支援指導員に

よる立入調査等を義務づけていただきたい。また、保護者が園を選定するために、基準を

満たしている施設が分かるよう、情報公開を進めていただけるようお願いいたします。 

 ３つ目に、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」の改善です。保護者

が情報を求めているのは、認可外保育施設だけではありません。ここdeサーチは非常に便

利なサイトですが、保育13事業などの幼稚園や認定こども園での子育て支援の情報が掲載

されていません。多様な全保護者ニーズに合わせた、広く偏らない情報の掲載を強く望ん

でおります。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、手島恒明委員、お願いいたします。 

○手島委員 経団連の手島です。 

 私からは、資料２及び10に関連し、意見を申し上げます。 

 資料２にある骨太方針2022には、こども政策の充実を図り、強力に進めること。必要な

安定財源については、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討することなどが

明記されました。 

 資料10にあるとおり、こども家庭庁設置法が成立したところであり、今後、様々な政策

の具体化が進むものと受け止めています。 

 どのような子育て支援策を充実するにしても、財源を確保する必要があります。安易に



17 

 

取りやすいところから取るやり方ではなく、子育て支援拡充の重要性、少子化の問題点を

広く国民に説明、理解を得る努力をし、社会全体で支える税財源を確保するのが筋であり

ます。 

 なお、経済界は、現在の新子育て安心プランなどの待機児童対策をはじめ、2018年以降、

4000億円もの事業主拠出金の追加負担にコミットしており、予算規模は新制度発足時の約

2500億円から現在は7000億円超まで増加しております。こうした現状も踏まえて、今後、

慎重に検討いただきたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 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。 

 今日も会議ありがとうございます。諸賢出していただいているものに賛意させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 私からは２点です。 

 １点目が、夫婦で長期間育休を取得すると、第１子の保育園継続ができない自治体があ

るという問題に関してです。 

 法律も改正されて、夫婦ともに育休が非常に取りやすくなって、全国的に非常にそれが

進んできて、働く場においてもそれを推進しようとしておるところなのですけれども、一

部の自治体、これはかなり限られた自治体ではありますけれども、第１子が園に入ってい

て、第２子が生まれた段階で両親ともに育休を取ろうとすると、第１子が強制的に退園扱

いになるという自治体があります。私も確認しました。どこの自治体かはここでは申し上

げませんが、そこに書いてある文章を見ると、夫婦で育休を取る場合は、その間、第１子

は登園できない。13日間までは手続は不要、14日以上２か月までは手続をすれば休園扱い。

電話で確認しましたけれども、それ以降になると退園扱いとなって、再度入園が必要とな

っています。 

 もちろん法律で確認をしていくと、最終的には各自治体の事情に合わせて設定ができる

という項目があるので、これは直ちにおかしなことではないのですけれども、現実に３歳、

４歳、５歳あたりの入園で待機児童が発生しているというケースは今はほぼ考えられない

状態で、０歳児、１歳児という部分にはケースとしてあるかもしれませんけれども、第２

子、第３子が生まれて、 夫婦で育休を取ってキャリアを構成していこう、子育てをしてい

こうとするときに、画一的に上の子が入所していても退園になりますよという仕組みは、

法改正をされて育休を進めていこうというところの趣旨とは大きく外れるのではないかな

と。この指摘をさせていただきたいと思います。国としては、一部の自治体だと思います

けれども、調べていただいて、こういうものを是正するような動きを取っていただければ

なと思います。 

 時間がありませんので、先ほど月本委員もおっしゃっていましたここdeサーチ、これが
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最初にリリースされたときに私も発言させていただきましたけれども、もっと網羅的に、

保育を預ける保護者側としてはあまり関係ないので、どういうところであってもその情報

が取れるようにぜひしていただきたいと思います。 

 以上になります。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、野澤祥子委員、お願いいたします。 

○野澤委員 東京大学の野澤です。 

 御説明ありがとうございました。 

 私からは４点挙げさせていただきます。 

 １点目として、資料２、資料３で骨太の方針にこども政策や幼保小接続期の教育・保育

の質的向上、処遇改善といったことが明示されたことは重要だと考えます。安定的な財源

が確保されて、実効性のある取組が進められていくことを期待いたします。 

 ２点目として、免許・資格関係で保育教諭に関して幼稚園教諭免許、保育士資格のさら

なる併有促進の案が示されています。また、加藤委員からも御指摘がありましたが教員免

許更新制度の発展的解消ということも重要かと思います。専門性向上において真に発展的

な形となるように、具体的な検討がこれから必要かと思います。 

 また、幼稚園教諭免許をお持ちの方の再就職などの可能性なども考慮して、そうしたこ

とを支援するような仕組みづくりということも検討の余地があるのではないかと思います。 

 ３点目として、幼保小架け橋プログラム事業について、これからモデル地域での検証が

行われるということですけれども、並行して全国的な取組として行われるということです

ので、まだ御存じのないような方もたくさんいらっしゃると思うので、周知のほうも引き

続きお願いしたいと思います。 

 今後、研究としまして取組の成果検証がしっかりとなされるとともに、取組の試行錯誤

のプロセスなども事例として共有されていくことで、それぞれの地域の特色を生かした取

組が充実していくことが重要だと思います。 

 最後に、小塩委員からもありましたけれども、コロナ禍の影響もまだ続いておりまして、

忘れ去られてしまうのではなくて、ここで改めて子供の発達などへの影響についてしっか

りと把握し、必要なサポートなども考えていく必要があると思います。 

 以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、松村淳子委員、お願いいたします。 

○松村委員 よろしくお願いいたします。宇治市の松村でございます。 

 今回、いろいろな御説明をありがとうございました。 

 私のほうからは３点お願いしたいと思っております。 

 まず、保育士の給与の関係です。これまでいろいろな委員の方々がおっしゃっています

ように、一つは、やはりいろいろな企業の平均から比べても、保育士の給料そのものはま
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だまだ低いということがございます。その部分については今後もそれなりに御配慮いただ

きたいと思います。 

 加えて、先ほどもございましたけれども、今回は、公定価格加算という形で制度設計を

取られるということですので、ある意味令和５年度以降も引き続きされるものと認識して

おります。ぜひ公定価格の中でしっかりと加算という形で継続されるようお願いしたいと

いうのが一点でございます。 

 ２点目として、保育士の件ですけれど、人材確保という観点で見ますと、今の給与の問

題、それから、人材育成という点も含めて研修の問題として不十分なところがございまし

て、各園からは保育現場でスキルアップをできない環境の中では、保育士の人材確保でき

ないというような御意見をいただいております。処遇に応じた給与体系にしていただいて

おりますけれども、研修制度の更なる充実をお願いしたいと思っております。 

 ３点目として、幼保小の架け橋プログラムになります。モデル事業として19か所展開さ

れるという御報告があったところでございますけれども、私どもとして展開していこうと

思うと、とりわけ保育園、幼稚園の就学前の先生方の言葉の使い方や意見の考え方と、小

学校の言葉の使い方、意見の考え方に随分ギャップがあると認識しているところでござい

ます。そういった観点から、もちろん各市町村で横展開をどうしていくかというのは課題

があるかもしれませんが、中央、いわゆる文科省と厚生労働省におかれても、この架け橋

プログラムに関してのしっかりとした情報の共有とか、カリキュラムの考え方など、意見

疎通をぜひお願いしたいと思っております。子どもが育つための環境づくりという観点か

ら大変重要だと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、水谷豊三委員、お願いいたします。 

○水谷委員 全日本私立幼稚園連合会政策委員長の水谷でございます。 

 まず最初に、資料２、３で賃金が改善されること、松村委員もおっしゃいましたように、

私も大変ありがたいと思います。 

 一方で、被扶養者の年間所得制限が連動して引き上がらないと、非常勤の方を雇用した

場合に労働時間を短縮せざるを得ないということが生じてまいります。幼児教育・保育の

人材不足に拍車がかからないよう、こども家庭庁が発足した後には、厚生労働省の労働関

係の政策とも連携しながら、子供のための人材確保施策の一層の推進を別の角度からぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、４～５歳児の配置改善についてでございます。全日本私立幼稚園連合会の調査で

は、教育の質向上のために配置基準及び学級編成チーム加算などを超える配置をしている

実態が判明しています。資料の意見書の14ページに表をつけておりますが、現在、国にお

いて、保育士・幼稚園教諭に対し、処遇改善が積極的に図られていることは大変ありがた

いのですが、他方で、施設による補助対象外の人員配置増の努力、大体100人以上の園で６
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～７人です。200人以上の園で７～８人、50人から100人ぐらいの園で４人弱ぐらいの補助

対象外の職員がついております。ということは、職員１人当たりの処遇改善がこの分だけ

引き下がってしまうという実態も起きてまいりますので、教育・保育の質向上を図るため、

処遇改善と併せて、実態を踏まえた職員配置基準の改善や改善のための加算の設定などを

進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、水野かおり委員、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。よろしくお願いいた

します。 

 私のほうからは２点お伝えさせていただきます。 

 まず１点目でございます。資料４、事故報告集計の２ページでございます。事故概要の

記載があり、放課後児童クラブの合計数が475と多く見受けられますけれども、箇所数が多

い中での数値ですので、全体からしますと２％弱となっております。また、放課後児童ク

ラブは、１年生から６年生までが過ごす遊びと生活の場でございます。私も長く現場で勤

めてまいりましたが、近年、遊びの場面において骨折などの大きなけがをする子供たちが

増えたなと実感しております。体力の低下なども考えられ、発達に配慮した支援が求めら

れると感じております。 

 ２点目でございます。資料９の２ページ、児童福祉施設等における安全計画の策定につ

いてでございます。児童館につきましては、ガイドラインで示されているとおり、マニュ

アルや計画の策定が進んでおり、2021年の児童館実態調査では、安全管理に関するマニュ

アルの策定の割合は90.8％となっております。また、防災・防犯マニュアルや感染症対策

に関するマニュアルは80％以上の策定率となっております。そして、避難訓練の実施率は

97％と、どの児童館も子供の安全指導、安全対策に高い意識を持って取り組んでおります。

そのほかには、不審者訓練や子供の交通安全指導なども計画の対象になるとなるのではな

いかなと感じております。 

 なお、児童館の利用は０歳から18歳未満の不特定多数の子供となっておりますので、施

設特性に応じた具体的な運用の検討をお願いしたいと思います。 

 私、所用のため、ここで退出させていただきます。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、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、箕輪でございます。 

 本会からは２点申し上げます。 

 まず、資料８の幼保小の連携・接続強化についてです。 

 骨太の方針2022に幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の質的向上と明記がされ、国を

挙げて幼児期の質の高い学びの実現を目指しているということは、日本の未来を支える重
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要なことだと考えております。幼保小の連携・接続の強化の事業が幼児期の教育の重要性

をより多くの方に理解していただくきっかけになること、そして、園、小学校、自治体が

一丸となって接続に取り組むという動きが全国に広がることを期待しております。 

 国立の幼稚園、こども園では、モデル地域以外の園においても公表されている資料を読

み解き、現状や次に向かうべきステップを確認して、地域性を生かした創意工夫のある実

践に努めてまいります。また、各自治体の幼児教育推進体制を支える人材を各園で育成し、

輩出することも引き続き努めてまいります。 

 次に、資料２、３にある処遇改善についてです。 

 公立の園については自治体の条例改正が必要と伺っておりますが、既に７月に入ってお

りますので、全国の公立園での実施状況も御確認いただけるとありがたく思います。例え

ば、公立の幼稚園、こども園のICT環境の整備については、国で予算をつけてくださってい

るにもかかわらず未整備の園が多く残っており、教員がオンラインの研修会や会議に参加

できない、重要な連絡のやり取りがオンラインでできないという状況があります。処遇改

善につきまして、国がつけてくださった予算が全国各地で適正に使われるように、公立園

に関わる執行状況の確認及び未執行の自治体に執行を促す後押しをしていただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、宮田裕司委員、お願いいたします。 

○宮田委員 全国認定こども園協会の宮田でございます。 

 私からは、先ほどの駒崎委員の提案について、柏女委員同様、全面的に賛成をしたいと

思います。 

 そうした上で、３点申し上げたいと思います。 

 １点目、さらなる処遇改善についてであります。この議論は、新しい資本主義実現会議

が昨年11月８日に取りまとめた緊急提言の中で、「保育などの現場で働いている方々の収

入を増やしていくため、全世代型社会保障構築会議の下に公的価格評価検討委員会を設置

し、公的価格の在り方の見直しを抜本的に検討する。これに先立ち、経済対策において必

要な措置を行い、前倒しで引上げを実施する」とされたところから始まりました。 

 本年２月から９月までのいわゆる月額３％（9,000円）の賃上げは経済対策として前倒し

で実施されたものであり、10月からは抜本的見直しがされるはずでしたが、経済対策を継

続する形での月額３％程度の処遇改善加算措置が実施されることとなりました。 

 公的価格評価検討委員会の最終取りまとめがされた後には、６月７日に閣議決定された

骨太方針が指摘しているように、「職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が

引き上がり、必要な人材が確保されることが担保される」ような公的価格の抜本的な見直

しを行っていただきたい。 

 ２点目、今回の処遇改善により、処遇改善加算が３つとなりました。申請書、実績報告
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書等の必要書類がそれぞれ必要となります。現場の事務負担軽減の観点から、関係書類の

統合化、簡素化を速やかに図っていただきたい。 

 ３点目、さきの経営実態調査でも明らかになっていますように、認定こども園等では、

法人の経営努力により、配置基準よりも多くの職員配置を行い、保育を実施しているとこ

ろが多数あります。懸案事項となっている0.3兆円超の質の向上メニューを早急に実施して

いただき、世界の最低基準となっている配置基準の抜本的な改善を進めていただけるよう、

切にお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、村上陽子委員、お願いいたします。 

○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。 

 意見は書面で提出しておりますが、この場では３点申し上げます。 

 まず、資料７の認可外保育施設の質の向上に関する議論のまとめについてです。 

 子供の安全を守り、健やかに成長できる環境を整備するという観点から見ますと、少し

前のデータというということですが、指導監督基準を満たせていない施設が約４割存在し

ているということは問題と考えます。認可外保育施設の中には、経過措置の趣旨を理解さ

れていない施設もあることが考えられます。各施設に対し、丁寧な説明を行うとともに、

猶予期間内のいつまでにどのような対策を取って基準を満たしていくのか、数値目標も掲

げて、国と都道府県にしっかりと監督いただきたいと思います。また、基準を満たさない

まま猶予期間が終了することはないよう、取組をお願いいたします。 

 次に、資料９の児童福祉施設設備基準の改正についてです。 

 子供の最善の利益を考えれば、看護師等のみなし配置に関する要件を緩和することには

反対です。待機児童の問題解消を理由にしてみなしの配置の要件を緩和することは、子供

の安全や保育の質を低下させることにつながりかねないと考えます。また、保育施設で働

く職員の負担増にもなり、保育人材の確保がさらに困難になることも考えられます。政府

の基本方針の子供の視点で子供を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子供の権利を保障

し、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という考えにも逆行

し、慎重な議論が必要と考えます。待機児童問題を解消したいという大人の考えではなく、

保育施設で生活する子供の立場で案の見直しをしていただくようお願いします。 

 最後に、資料にはございませんが、先ほどの御議論に関しまして、扶養者の範囲内で働

くことを奨励するということではなく、自ら社会保険の被保険者となる働き方に忠実な社

会保険制度へと転換しつつある政策の方向性を堅持いただくことが必要と考えます。 

 以上です。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、望月昌幸委員、お願いいたします。 

○望月委員 皆さん、こんにちは。全私保連の望月でございます。 
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 それでは、発言をさせていただきます。 

 令和４年２月より始まった保育士・幼稚園教諭等処遇改善特例事業、３％程度（9,000

円）の処遇改善を実施いただきまして、感謝申し上げます。 

 引き続き、10月以降についても処遇改善Ⅲとして公定価格に位置づけられるとのことで

すので、全国の施設で活用しやすい仕組みとして、引き続き御検討をお願いいたします。 

 人口減少地域への振興対策は、限られた地域のことではありません。令和４年度に入り、

全国の保育事業者から、利用児童数の減少、特に低年齢児の入園数の減少が施設運営を圧

迫しているとの声が上がってきています。さらには、休園や廃園を余儀なくされている施

設もございます。 

 令和３年度に開催されました地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会に

おいて、令和３年12月20日に取りまとめが行われたところですが、総論の中にもあります

主任保育士専任加算の取得に関して、加算要件の充足が困難となっていることを踏まえ、

その要件の在り方について、早期実現に向けて、必要な財源確保とともに検討することが

明記されました。検討委員会での取りまとめをしっかりと受け止め、国として早期実現を

お願いいたします。 

 また、子供の受け持ち人数、いわゆる配置基準については、昭和44年から変わらず現在

に至っております。平成27年度より、３歳児においては15対１の配置を満たす場合に加算

として改善が図られましたが、私たち全私保連としては、保育の質の向上も含め、その他

の年齢区分においてもさらなる改善を希望しており、令和５年度予算編成とともに、各年

齢区分別配置加算の新設をお願いいたします。 

 その他、こども家庭庁の発足とそれに伴う財源確保、原油価格・物価高騰への対策、施

設類型による仕組みの改善、公定価格全体の適正な単価設定と処遇改善について、全私保

連として意見書を提出しておりますので、御覧いただきたいと思います。 

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、森田信司委員、お願いいたします。 

○森田委員 お世話になっております。全国保育協議会副会長の森田でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 私のほうからは３～４点お願いしたいと思います。 

 まずは資料３、処遇改善につきましては、今まで委員の皆様方が御意見を述べられたと

おりだと思っております。感謝を申し上げつつ、また、さらなる処遇改善をお願いしたい

と思います。 

 そして、資料６の児童福祉法改正において、市区町村は、保育所等、身近な子育て支援

の場における相談機関の整備に努めるとされております。いわゆるかかりつけ相談機関の

ことでありますが、令和６年の施行に向けて、今後、様々な検討がなされていくと思って

おります。民間公立問わず、保育所や認定こども園が地域において役割や機能を発揮でき
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るような、また、発揮しやすい体制の構築をお願いしたいと思っております。 

 また、資料にはございませんけれども、このコロナ禍とウクライナ情勢により物価が相

当高騰してきております。こうしたことに対して、令和４年５月２日付事務連絡のコロナ

禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策において、給食費の負担軽減についてお知

らせいただいたところでございます。しかし、これについても、市町村におきましては、

実施しようとする市町村とまだまだ動こうとしない市町村に大きな隔たりがあるように感

じております。全ての市町村において給食費の負担軽減の動きが取られるよう、働きかけ

をお願いいたしたいと思います。 

 また、給食費以外にも、光熱水費や、冬になるとエネルギーの負担が増えてまいると思

っております。聞くところによりますと、早々に光熱水費などにも適用が可能であるとの

通知が出されるように伺っておりますが、できるだけ速やかに出していただき、その際に

は、給食費同様、自治体での対応に差が出ないように周知をお願いいたしたいと思ってお

ります。 

 もう一つは建築費の高騰でございます。これだけ急激に建築費も高騰いたしますと、改

築等に係る入札そのものも成立するか分かりません。そうしたところで、修繕や老朽改築

等の補助金等に関しましても、単価の改善をぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、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。 

 先ほどから各委員がそれぞれ述べられておられますように、月額9,000円への処遇改善に

ついてはお礼を申し上げます。 

 しかしながら、前回の子育て会議においてでありますが、この人件費の引上げについて

は基本分の人件費として入れていくという10月からのお話があったかと思います。今回、

処遇改善Ⅲという形の位置づけになって実現するとお聞きいたしましたが、今まで処遇改

善Ⅰ、Ⅱ、そして、Ⅲとなりますと、手続においてもかなり煩雑になってまいります。そ

の上、岸田政権のもともとおっしゃっていただいたような賃上げの趣旨からも、基本分の

人件費の引上げという意味では適切ではないのではないかと思っております。 

 それから、２点目、今おっしゃったような形で、配置基準の見直しをぜひとも今回の公

定価格見直しについて考えていただきたいと思います。それぞれ今までにおっしゃったよ

うに、もともとの配置基準以上に長時間保育の子供たちの数が非常に多くなっております

ので、職員の配置については、各園ともに非常に多くの職員を雇用している状態でありま

す。それを考えますと、今回の賃上げについては低く算定することになってしまいがちで

す。 

 それが一つと、配置基準において、例えば１歳児が６人に１人であるというような形で

ありますと、今までずっとおっしゃってこられた保育の質の向上についてはなかなか成果
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を上げることができません。また、保護者に対しての子育て支援の育児力を上げるという

意味での私たちの保育士としての力を発揮することも、なかなか難しくなってまいります。 

 そういう意味で、配置基準の見直しというのを、ぜひとも処遇改善の効果も上がります

ように、それと同様に考えていただきたいと思っております。 

 それから、第３点でありますが、園児の置き去り事件が起こっておりました。これにつ

いては、子供の重大事故の報告の対象にはなっていないのではないかなと思います。この

件については、今後もこういう重要事項の再発防止についてぜひとも調査、分析が必要で

はないかなと思っております。この点についてもぜひともよろしくお願いいたします。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○秋田会長 どうも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ございます。 

 資料の御説明ありがとうございます。 

 私のほうからは２点述べさせていただきます。 

 １点目は、皆さんおっしゃっていましたけれども、処遇改善についてですが、保育職の

専門性を尊重し、今後とも流れを止めることなく、ますます改善を進めていただきたいと

思っております。 

 ２点目です。資料10のこども家庭庁設置に向けた状況についてですが、その中に、こど

も家庭庁の所掌事務として、子供のある家庭における子育ての支援体制の整備、子供、子

供のある家庭及び妊産婦、そのほか母性の福祉の増進が掲げられております。女性が親と

なる移行期は心身ともに細やかな支援が必要とされ、その支援の有無はその後の子育てに

も大きな影響を与えることとなっております。こども家庭庁では、子供とその家庭の福祉、

保健等の支援に関して、各府省庁による行政の縦割りをなくし、切れ目なく能率的に様々

な支援がなされることが期待されております。関係機関との調整や施策について総合的な

視点に立って、所掌事務事項を実践していただくことが必要であると考えております。 

 助産師は、妊娠、出産、子育てに関する専門的知識のみならず、心身の発達過程にある

者への支援を積極的に行ってきており、医療という範囲を超えて、子供の福祉、保健等に

関して総合的、包括的に捉えることが可能な専門職です。ぜひともこども家庭庁の施策の

企画立案、総合的調整を行う部門に、助産師の看護系技官等の配置をも検討していただき

たいと考えております。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、尾木まり専門委員、お願いいたします。 

○尾木専門委員 全国保育サービス協会の尾木です。 

 ３点申し上げます。 

 まず、資料６の児童福祉法の一部を改正する法律の概要についてです。７に児童をわい
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せつ行為から守る環境整備が挙げられています。この中に日本版DBSという文言が明確に挙

げられています。これは今後導入に向けた検討を進めていくことになると思いますが、実

効性のある仕組みとなるよう、期待を寄せております。 

 次に、資料７で認可外保育施設の質の向上に関する議論が挙げられています。認可外の

居宅訪問型保育事業も、幼児教育・保育の無償化を契機とし、訪問型保育に従事する保育

者の要件が明確化されました。 

 私どもの団体で昨年度実施した会員事業者に所属する保育者を対象とした調査では、有

資格者並びに必要な研修修了者を合わせて、83.1％の保育者が要件を満たしておりました。 

 私どもの団体で居宅訪問型保育事業基礎研修と基準を満たすために必要な研修を実施し

ておりますが、オンライン研修が普及したこともあり、全国から毎回大勢の保育者が参加

しております。まずは基準を満たすところからですが、今後は質の向上を図るため、定期

的な現任研修等についても、都道府県等と連携しながら進めていきたいと考えております。 

 最後に、委員提出資料12ページで駒崎委員が述べておられます居宅訪問型保育事業の障

害児加算の必要性については、私どもも賛同します。 

 保育施設であれば、障害児加算は人を増やすということにつながるかと思いますが、居

宅訪問型保育の場合は、保育者が現場で１人で保育をしているわけです。その体制をバッ

クアップする事業者、専門職、関連事業者の存在というものが欠かせないのです。ぜひ早

急に改善をお願いしたいと思います。 

 以上です。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。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 新型コロナ感染症は３年目を迎えておりますが、御存じのように、乳幼児の感染者は重

症になりにくいという特徴がありますが、小児医療及び病児保育の事業には大きな影響を

与えました。 

 病児保育施設には隔離室がありまして、日頃から感染予防対策に努めていますが、当然

のことながら、コロナ陽性者は預かれません。病児を預かる際には、家族が濃厚接触者で

ないか、通っている保育園の感染状況はどうかを確認し、医療機関併設施設は可能な限り

入室前に抗原検査を行うなどの対応をしています。 

 一方、自粛や日常感染症の減少により、病児保育の利用者は減りました。現在でも、コ

ロナ以前の利用数から比べますと５割程度までにとどまっています。 

 2020年度は前年度実績を適用して算定するという暫定処置をいただきました。また、21

年度から、交付金につきましては基本部分が増額されることになりました。この点は、迅

速な対応に感謝いたしております。 

 また、病児保育事業実施要綱の対象児童につきましては、骨折等の外傷などの集団保育
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が困難な場合、病児、病後児と同程度の状態と認められると定義していただいたことにも

感謝しております。 

 病児保育は、病気にかかった子供に主体的な空間を提供し、本来の成長を妨げないよう

に保育する制度です。成育基本法や医療的ケア児支援法の趣旨にありますように、病児に

関与する全ての病的状態の改善が求められます。医師や看護師など専門家のいる病児保育

事業では、医療的ケア児や神経発達症児、さらには育児不安を抱える方への支援を推進し

ていくつもりです。 

 最後に、処遇改善についてです。令和４年から保育士に対する施策が実施されています

が、クリニックに併設されている病児保育室勤務の保育士は待遇改善策の適用外となって

います。保育士に対する待遇改善策を病児保育施設勤務保育士にも当てはめるか、あるい

は病児保育専門士の手当等の新設をお願いしたく存じます。 

 以上でございます。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す。 

 続きまして、戸巻聖専門委員、お願いいたします。 

○戸巻専門委員 ありがとうございます。 

 資料の御説明ありがとうございました。 

 全国認定こども園連絡協議会の戸巻です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうは、協議会として意見書については４点ほど添付させていただいております。 

 実際のところ、ここまでで皆さんにいただいた意見とほぼ同じような内容になっている

事実関係ではあるのですけれども、まず１点目、物価について、昨日付の事務連絡で水光

熱費についても見てくださいよというのを自治体向けにアナウンスしていただいているよ

うで、お礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 この自治体の部分なのですけれども、先ほどお話もありましたとおり、自治体ごとの差

異が出ている現状がございます。国が推し進めるこの事業は、やはり日本全国の子供たち

に平等に恩恵というか、こういった部分がある形というのが理想的なものだと僕は思って

おります。確かに自治体の財力とかの問題はあるのかもしれませんけれども、子供たちの

ために、日本全国の子供たちが平等に恩恵を受けられるように通知をするなり、対応する

というのは必要なのではないかなと思っております。よろしくお願いします。 

 ２点目です。建築費の高騰についても先ほどお話が出ておりました。これは我々の業界

だけ、教育・保育の世界だけではなく、全ての業種において同じことが起きていると伺っ

ておりますが、この近々のところで施設の改修が必要であったり、新築しなくてはいけな

いとか、増改築はあると思います。そのときに、現在、建築に関して見積もりを取ると、

２週間という期限で見積もりが出るそうです。今まで通常３か月、４か月あって、その範

囲内であれば値段は変わらなかったのですが、２週間の見積もりで建築は無理です。予算

組みは無理だと思っております。実際に私のところも今やっておりますが、２週間と書い

てあってどうしようかと悩んでいるのですけれども、この辺、実は喫緊の問題となります。
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厚生労働省の保育所等整備交付金であったり、文部科学省様の認定こども園施設整備交付

金等について、早目に対応していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 ３点目、こちらは独特かなと思っていますが、施設で50人を超える従業員がいらっしゃ

る園の場合、労働安全衛生法に基づいて、産業医を専任してストレスチェックをしなけれ

ばならないという法律がございます。50人の従業員は常勤ではなく、もろもろ含めて全員

50人であります。日本全国でこの形で産業医は専任してストレスチェックとかをされてい

る園はあるかなと思うのですが、これについての加算は一切ございません。実際に事業負

担として、変な話ですけれども、100万円弱かかる場合も見受けられますので、こちらにつ

いてはやはり加算で対応していただく必要が出てくるかと思っております。まず調査から

していただくことが大事かなと思っております。よろしくお願いします。 

 あと、４点目が事務処理の簡素化。先ほど認定こども園協会の宮田先生もおっしゃって

おりましたけれども、やはり事務処理、事務負担というのは非常に大きくなっております。

これは処遇改善がⅠ、Ⅱ、Ⅲになればまたそうなので、この辺というのも考えていただけ

たらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 保育士、幼稚園教諭の社会的地位の向上を目指して、処遇改善等で御苦労されていると

思いますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 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す。 

 それでは、則武直美専門委員、お願いいたします。 

○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。 

 まず１つ目は、資料９の児童福祉施設等における安全計画の策定についてです。保育所

や家庭的保育事業等以外の児童福祉施設については、各施設の性質や状況等を踏まえ、計

画策定の対象となる範囲も含め、具体的な運用や施工時期について今後検討するとなって

おります。 

 児童養護施設におきましては、現在、第三者評価を実施しております。その評価項目の

中に既に安全対策についても盛り込まれております。今後の検討におかれましては、現場

への過度の負担とならないようにお願いしたいと思います 

 それから、２つ目は資料10、こども基本法についてです。これはこども施策に関する基

本理念を明確に示したものということですけれども、第２条に子供とは心身の発達の過程

にある者を言うと定義されております。 

 児童養護施設では、現在、入所児童の高年齢化が少し進んでおりまして、高校生になっ

て入所して、たちまち数年で自立しないといけないというような子供さんが増えておりま

す。こういう子供さんの自立支援について大変苦慮しているところであります。日本の社

会の中で、こういう高年齢やユース支援の枠組みというのはまだ脆弱だと思いますので、

この点について、子供といっても年齢の大きい子供さんの支援についてぜひ御検討いただ

きたいと思います。 
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 それから、障害をお持ちの子供さんについてですけれども、特別支援学校の高等部を利

用している子供が児童養護施設にもたくさんおります。こういう子供さんの自立支援につ

いても、ぜひ学校教育の中で自立支援について教育の質の向上をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 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教育長の藤迫でございます。 

 私のほうからは３点ほどお簡潔に申し上げたいと思います。 

 まず１点目は、資料３の保育士の処遇改善の件です。 

 既に他の委員からも御意見がございましたが、１ページの資料を読ませていただきます

と、「実際の賃金改善に当たっては施設の判断で柔軟な配分が可能」とメリットとして記

載されておりますが、実態で言いますと、各施設が自ら加配し、配置基準を上回った分の

人件費は当然公定価格には組み込まれていないということで、この処遇改善も反映されな

い形になっております。仕組みとしてはもちろん至極当然のことですが、より丁寧により

安全、安心を確保している、要するに、何が言いたいかというと、頑張っている園、所が

報われる制度にならないものかと問題意識を持っております。「自分たちで勝手にやって

いることだから仕方ないよね。」となかなか我々行政としては言えない辛さがありますの

で、今後の検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目は、やはり保育士不足が我々は大きな課題としてまだあります。少子化になって

きて、今後、保育所経営などは大丈夫なのかなというようなことも一部では言われていま

すが、我々には実感はありません。確かに少子化は進むのであろうと思いますが、保育ニ

ーズはますます高まってきております。施設としての器、我々もそうなのですが、この間、

子ども・子育て支援事業計画に基づいて必要数を整備してきましたが、保育士不足によっ

て定員を大幅に割り込むという状態も散見されている状況があります。 

 私たちの周りの近隣の多くの自治体も同様の課題を持っており、優遇策ですよね。具体

には学生支援の補助金や生活支援の補助金、家賃支援補助など、お子さんの優先入所、個

別復職プログラム等を実施し、限られたパイを近隣市同士で、しかも、多くの公金を投じ

て競い合い合戦を講じている状態になっている。そのことにすごくジレンマを感じており

ます。そもそものパイを広げる抜本的、根本的な仕組みの必要性を感じておりますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 ３点目はこども家庭庁の件ですが、どう考えましても、子供を中心にという考えに立つ

ならば、幼稚園が保育所や認定こども園と股裂きになっている状態というのは、理想の最

終形ではないとこの場を借りて強く言っておきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。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、水嶋昌子専門委員、お願いいたします。 
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○水嶋専門委員 よろしくお願いします。家庭的保育全国連絡協議会の水嶋です。 

 １点だけ申し上げます。 

 資料３の保育士・幼稚園教諭等を対象とした処遇改善については、大変ありがとうござ

います。 

 しかし、少子化の加速やコロナによって、保育所等の定員割れの状況が深刻な問題にな

ってきている現在、家庭的保育は定員が５名までの保育形態なので、定員割れの影響は大

きく、経営が危ぶまれる声が多く聞かれます。既に昨年度末まで定員が満たなかったとい

う事業者もあり、処遇改善も利用子供の単価に加算ということなので、定員が満たない。

それだけで経営は困難となります。既存施設が安定的に運営できるよう、入所者確保や補

償がされるようなこれからの在り方の検討をお願いします。 

 当協議会では、５月に「家庭的保育の可能性を求めて」と題してセミナーを開催しまし

た。今や、子育て支援は日本の子供たちを守っていくために当然のことです。保育所には

保育所のできる子育て支援があるように、家庭的保育には家庭的保育だからできる子育て

支援があります。少子化だからこそ、身近にいる家庭的保育は大きな地域資源だと改めて

必要性を感じています。これからも大きな施設とは異なる支援のできる家庭的保育を地域

に役立てていただきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。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す。 

 渡辺弘司専門委員、お願いいたします。 

○渡辺専門委員 日本医師会の渡辺です。 

 ２点お願いをしたいと思います。 

 一点は、手島委員もおっしゃいましたこども政策の財源確保に関してでございます。 

 2020年、2021年、2022年と骨太の方針のこども政策の財源確保の文書はほぼ同文です。

つまり、安定的な財源確保に当たっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、

公平な立場で、広く負担していく新しい枠組みについても検討する。これだけで同じよう

な文章が書いてあるわけですので、2021の評価が行われないまま同じ表現がされているこ

とに対して、不安を感じるわけです。ぜひ、二省一府と言うのですか。内閣府、それから、

厚労省、文科省で協力して、こども政策の安定的な財源を確保していただきたいと思いま

す。 

 もう一点は、母子保健の情報管理に関してでございます。情報管理をするには、まず正

確な情報を取得する必要がございますが、これは加藤委員もおっしゃられたと思うのです

けれども、各園で行っている健康診査がきっちり行われているか。前回のこの会議でも精

度管理のことをお話ししたと思うのですけれども、ちゃんとした検診が行われているかと

いうことに関して、ぜひ精度管理という概念を入れていただきたいと思います。 

 また、管理をするときに、今のところ、母子保健の情報管理はマイナポータルで行うと

いうことでございますけれども、そのためには子供のマイナンバーを取得していただかな
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いと前に進まない。だけれども、大人のマイナンバーでさえ５割そこそこしかまだ取得さ

れていないということから、一層の子供のマイナンバーの取得をお願いしたいということ

でございます。 

 最後に、それに関して、母子保健情報を協議する場とPHRを協議する場というところの、

情報連携を図って、一体化して前に進めていただきたいというお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、中條絵里三日月委員代理、お願いいたします。 

○中條代理人 ありがとうございます。滋賀県副知事の中條でございます。 

 本日は三日月知事の出席がかないませんでしたので、代わって発言をさせていただきま

す。意見書は別途提出させていただいておりますが、大きく２点意見を述べさせていただ

きたいと思います。 

 １点目は、資料２と資料３の公定価格に関連いたしまして、保育士等の処遇改善として

３％程度（月額9,000円）の引上げが行われたところでございますが、公定価格上の配置基

準を超えて配置されている職員も算定対象となる制度を御検討いただければと考えており

ます。また、職務内容に比して、適正な水準まで処遇改善が行われますよう、継続的に御

検討いただければと思っております。 

 また、処遇改善等加算Ⅰにつきまして、平均経験年数は10年が上限となってございます

が、上限を撤廃するなど、キャリア形成や保育士等が長く働き続けることができるよう、

制度を拡充いただきたいとの要望が県内施設からも挙がってきておりますので、ぜひ御検

討をお願いできればと考えております。 

 ２点目でございますが、資料６の児童福祉法の改正に関連いたしまして、子供の意見聴

取等の仕組みの整備について、各都道府県において地域の実情に応じた体制を整備できま

すよう、意見表明等支援員の資格要件の明確化や、人材育成に向けた研修プログラムの構

築、具体的な実施体制の整備に向けた好事例の紹介やアドバイザーの派遣など、財政的な

支援だけではなく、情報提供や人的支援もお願いしたいと考えております。 

 最後になりますが、こども家庭庁につきまして、本県の三日月知事がリーダーを務めて

おります全国知事会次世代育成支援対策PTにおきましても設置を求めてきたところでござ

いまして、その政策遂行力に大いに期待をしているところでございます。 

 滋賀県といたしましても、こども施策に特に力を入れて取り組んでいるところでござい

まして、国や市、町とも連携いたしまして、こども施策の総合的な推進を図りたいと考え

ております。 

 次世代を担う子供たちのため、共に力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 
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 続きまして、松田妙子奥山委員代理、お願いいたします。 

○松田代理人 ありがとうございます。子育てひろば全国連絡協議会理事の松田です。 

 ふだんは世田谷区で地域子育て支援拠点と利用者支援事業基本型を運営しています。全

国の実践者のネットワークの中で最近感じていることをお話ししたいと思っています。 

 まず、子供は地域で暮らし、育つという視点をもう一度皆さんと共有させていただきた

いと思っております。もちろん幼児教育・保育施設、そして、学童も今、学校の中に入っ

ております。保護者にとって安全かもしれませんけれども、子供たちは地域で暮らし、育

つという視点で様々な施策が展開されることを期待します。特に教育・保育、福祉、母子

保健の死角になっている御家庭に、地域の中で、地域子育て支援拠点事業や利用者支援の

御相談の中でたくさん出会っています。子育て世代包括支援センターなどが、今度、児福

法改正でこども家庭センターになるというところでは、この２つの事業をしっかりと位置

づけていただいて、そして、それを自治体に丁寧に説明していただけたらと思っています。

まだここに自治体格差がかなりあって、地域の中の人材で丁寧に関わっていくというとこ

ろについては、まだまだ伸び代があるなと感じています。 

 それから、先ほどの虐待の対応のところで要対協の話が出ました、ここも自治体格差が

かなり出ているのではないかと思います。もちろん早期発見、再発防止は大事なのですが、

予防的に起こらないことを起こすということでは、妊娠期から地域子育て支援拠点等につ

ながって、地域での見守りがとても必要だと感じます。そのためには、地域と家庭をつな

ぐ働きというものが必要です。そういったところに人材をしっかりと投入していただける

こと、そして、その財源を確保していただけることを要望いたします。 

 以上です。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す。 

 それでは、村田真大下委員代理、お願いいたします。お待たせいたしました。 

○村田代理人 ありがとうございます。日本商工会議所の村田と申します。 

 本日、大下は所用により欠席させていただいておりますので、代理で私が述べさせてい

ただきます。 

 それぞれ委員の皆様からも意見がございましたけれども、私どもも保育士等の処遇改善

について申し上げます。 

 本年９月までは、急遽かつ時限的な措置であったため、国庫からの補助という対応であ

りましたけれども、10月以降、公定価格の加算での対応となることは、あるべき姿である

と思います。 

 また、保育の現場を預かる方々の処遇が改善されていくことは、企業側としても、働く

人が安心して子供を預けられるという点で望ましいことではないかと思います。ただし、

処遇改善のための原資は、誰かがそれを負担するということになりますので、適正な負担

につきまして、引き続き慎重な検討をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 
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○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 委員の皆様からの御質問に対して、これから事務局のほうから御回答をお願いいたしま

す。 

○丸山参事官 それでは、子ども・子育て支援担当の参事官の丸山でございますが、私の

担当の事柄につきましていただいた御質問、御意見について回答を申し上げたいと思いま

す。 

 まず、多くの委員の皆様方から、資料３の３％程度（月額9,000円相当）の処遇改善の関

係で、様々御質問、御意見を頂戴いたしました。 

 資料２にございます今年の骨太の方針にもありますとおり、公的価格の費用の見える化

等を行った上で、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要

な人材が確保されること等を目指して、現場で働く方々のさらなる処遇改善に取り組んで

いくということとされておりますので、処遇改善につきましては、引き続き関係省庁と連

携して検討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、事務負担の軽減をという御意見を頂戴いたしました。地方自

治体の職員の方々、また、施設の皆様の御意見を伺いながら、できるだけ簡素で効率的な

事務となるよう、事務負担の軽減についても引き続き取り組んでまいりたいと考えてござ

います。 

 それから、中條代理人から、基準を超えて配置している職員も算定対象にという御意見

を頂戴いたしましたが、今般の処遇改善の補助額の算定は全国一律に統一的なルールに基

づき算定するということが必要でございますので、これまでの処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱと同

様に公定価格上の配置基準に基づいて算定したというものでございます。 

 また、中條代理人からは、処遇改善等加算Ⅰの基礎分に関する御意見を頂戴いたしまし

た。さらなる処遇改善について、経験年数や勤続年数に応じた処遇改善の取組が職員を大

切にすることへのインセンティブやキャリアラダーの形成といったもののインセンティブ

になるということでございますので、昨年12月の公的価格評価検討委員会の中間整理です

とか、先ほど御紹介いたしました骨太の方針も踏まえまして、引き続き関係省庁と連携し

て検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、加藤委員から、処遇改善等加算Ⅱに関して御意見を頂戴いたしました。教

員免許制度が発展的に解消されたこと等を踏まえて、処遇改善等加算Ⅱに係る研修要件に

ついてのFAQの更新を、ということでございました。関係府省で連携しながら、FAQなどに

ついて整理をしてまいりたいと考えております。 

 また、加藤委員から、幼稚園や認定こども園の職員の方が保育士等キャリアアップ研修

を修了した場合の研修要件を満たしたものとして取り扱うということについて、また、幼

稚園または認定こども園に勤務していた方が保育所や地域型保育事業所に勤務することに

なった場合につきましては、幼稚園または認定こども園に係る研修を修了しているといっ

た場合につきましては、処遇改善等加算Ⅱの認定の扱いについては、保育所や地域型保育
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事業の研修要件を満たしたものとして現在も取り扱っております。 

 続きまして、複数の委員の皆様から意見を頂戴いたしました物価高騰の関係でございま

す。先ほど委員の先生方からも御紹介していただきましたけれども、地方自治体が保育所

等における給食費の負担軽減等の取組を行う場合に要する費用についても、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象にできるということをお示しするための事務

連絡を、内閣府、文部科学省、厚生労働省の連名によりまして５月２日に発出したところ

でございますが、また、電気、ガスを含めた公共料金の負担軽減についても同様に、これ

は昨日７月６日付でございますけれども、３府省連名で事務連絡を発出したところでござ

います。自治体において必要な支援を行っていただくよう、引き続きお願いをしてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、水谷委員、望月委員から、主任保育士専任加算の要件緩和について御意見

を頂戴いたしました。こちらにつきましては、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における検討事項にも掲げられておりますので、厚生労働省と

も連携しながら、必要な財源の確保とともに検討してまいりたいということでございます。 

 また、戸巻専門委員から、産業医選任にかかる加算の新設といった御要望、御意見を頂

戴いたしました。50人以上の事業所における産業医の専任義務というのは労働安全衛生法

に規定されておると承知しておりますけれども、この義務自体は昭和47年からあると承知

しておりまして、これまでも公定価格の中から支出いただいているものと考えております。

他方で、平成27年から義務化されましたストレスチェックに係る経費につきましては、公

定価格の基本分単価において経費を計上して充実を図ってきたところでございまして、引

き続き公定価格の水準につきましては、経営実態調査の結果等を踏まえて、財源と併せて

検討してまいりたいと考えてございます。 

 あと、多くの委員の皆様から、配置基準の改善、特に0.3兆円超の事項について御意見を

頂戴いたしました。こちらにつきましては、引き続き必要な財源の確保に努めてまいりた

いと考えております。 

 それから、駒崎委員から頂戴いたしました保育の必要性認定の撤廃という御意見でござ

いますけれども、保育所において地域のお子さんの子育て支援に携わっていただくという

のは非常に重要なことだと思っておりまして、保育所を利用していない家庭のお子さんが

保育所を利用するといったことについて、モデル的な事業を厚生労働省のほうでやってい

くということになっておると承知をしております。 

 他方で、保育の必要性の認定の撤廃ということにつきましては、児童福祉法上、市町村

に保育を必要とするお子さんに対する保育の提供義務が定められておりまして、まだ待機

児童がいらっしゃる中で、保育の必要性の認定なしに保育の提供を義務づけるということ

については、慎重な検討が必要であると考えてございます。 

 続きまして、ここdeサーチの改善につきまして、月本委員、徳倉委員から御意見を頂戴

いたしました。ここdeサーチにつきましては令和２年９月から一般公開を開始しておりま
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すけれども、まずは検索、閲覧できる施設の数自体を増やすことに重点を置いて情報の入

力等を促してきたところでございますけれども、知りたい情報が保護者に届くということ

が大変重要であると考えておりますので、そのための利用者の選択に資する情報を今後充

実させることができるよう、検討してまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、徳倉委員から、育休を取得した場合に退園されるような自治体の例という

ことで御紹介がございました。委員からも御指摘いただいておりましたけれども、こちら

につきましては、保育所の利用に当たっては市町村の保育の必要性の認定というものを受

ける必要がございますけれども、保護者が育児休業を取得する場合には、休業開始前から

保育所を利用していた子供については、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえ

た上で、市区町村が児童福祉の観点から必要と認めるときには、保育の必要性に係る事由

に該当するとして、保育所等を継続して利用することを可能としておりますが、ただし、

個別のケースについて保育の必要性が認められるかどうかは、保育の実施主体である市町

村の判断という枠組みになってございます。 

 続きまして、尾木専門委員と駒崎委員から書面で御提出いただいておりました障害児の

関係、様々訪問型の事業の関係でございますけれども、こちらにつきましては、居宅訪問

型の事業に障害児加算の新設という御意見でございましたけれども、派遣対象の拡大です

とか、対象となる子供の状態により事業類型を分けることといったことは、子ども・子育

て支援新制度５年後の見直しに係る対応方針においても検討課題とされておりますので、

引き続き検討してまいりたいと考えてございます。 

 最後に、手島委員をはじめ、皆様から御意見をいただきました子供関係の安定財源の関

係でございますけれども、こちらにつきましては、繰り返しになりますが、今年の骨太の

方針にございますとおり、必要な安定財源については国民各層の理解を得ながら、社会全

体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討を進める、その際には、子供に負担を先送り

することのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有

効性、優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていくということを、骨太の方針

の記載に沿って、引き続き政府として関係各省と連携して取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 長くなりましたが、私からは以上でございます。 

○東少子化総合対策室長 続きまして、厚生労働省少子化総合対策室長の東でございます。 

 私が御説明いたしました資料６の児童福祉法の改正、それから、資料７の認可外保育施

設の数の向上、こちらも多くの御意見をいただきましたので、それぞれ回答させていただ

きたいと思っております。 

 まず、児童福祉法の改正の関係では、佐藤委員、三日月委員代理の中條様、奥山委員代

理の村田様より、児童虐待、地域の現場での要対協とかの実情、それから、財政支援をと

いった御要望をいただきました。 

 特に佐藤委員からは、富田林の事案、虐待事例のお話も含めて、現場、特に児童福祉法
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の改正を施行するタイミングでちゃんと市町村の体制をしっかりつくることと、それから、

緊張感を持ってやるべきだというお話をいただきました。 

 まず、富田林の事案につきましては、残念ながら女児が死亡に至ってしまったわけです

けれども、そういった具体的状況については、現在、警察が捜査中でして、厚労省として

も関係自治体を通じて事実関係の把握に努めているといったところでございます。今後、

大阪府において事案の検証が実施されるものと承知しておりまして、当該検証の結果は注

視していきたいと考えているところです。 

 委員の皆様から御指摘いただきました市町村における体制に関しましては、今回の制度

改正におきまして、市町村の子ども・子育て支援の種類、質、量の充実を図りますととも

に、市町村に利用勧奨措置の権限を付与して、プッシュ型支援といったものを可能にしよ

うというのが今回の法改正の趣旨でございます。そして、サポートプランを効果的に活用

しながらですけれども、御指摘いただきました要保護児童対策地域協議会におきまして、

個々のケースについて児童相談所も含めた関係機関での情報共有、支援、介入の見立てと

いうのをしっかりと行っていく。こういったことによりまして、市町村が早期に事案に対

応して、児童相談所と支援の必要性の進展を共有した上で、適切な介入のタイミングを逃

さないようにする仕組みにすることを検討しているところでございます。中條様からの御

要望も含めまして、施行に向けて必要な支援に関する検討、準備を引き続き進めていきた

いと考えているところでございます。 

 それから、資料７の認可外保育施設の質の向上に関しましても、佐藤委員、月本委員、

村上委員、その他の皆様からも御指摘をいただいたところです。特に重要なのは、先生方

の御指摘のとおり、基準認可外保育施設の指導監督基準を満たしていないということが問

題だといった御意見をいただいたところでございます。 

 先ほど資料のほうでも御説明いたしましたとおり、まずは、我々としても認可施設に移

行することを勧めることと、指導監督基準を満たしていない施設を満たしていくことは

我々も別と考えておりまして、それぞれ並行して進めていかなければいけない問題だと考

えているところです。 

 その上で、認可外施設が指導監督基準を満たしていない問題につきましては、先ほど御

説明したとおり、認可外への無償化適用の経過期間が令和６年９月までとなっております。

そんなに時間がないと考えております。皆様からも御指摘いただいたとおり、それまでに

全ての施設で基準を満たされるようにする必要があると考えているところです。 

 それを踏まえまして、資料７でお示ししました取組が都道府県の指導監督担当にまずは

浸透することが大事ですし、全ての施設で基準が満たされるように、村上委員からも御指

摘のあったような今後の周知徹底のアプローチ方法や進め方といったものもこれから検討

して、あらゆる機会をとらえて、指導監督基準が満たされるような周知あるいは運用の徹

底に努めていきたいと考えているところでございます。 

 それから、先ほど内閣府からも御説明がありましたここdeサーチに関しましても、月本
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委員から、基準を満たさないような認可外施設の情報などもしっかりとここdeサーチで取

り上げて、選択に資するようにしてほしいというようなお話もございました。 

 認可外保育施設について、ここdeサーチでも施設基準を満たしているかどうかにかかわ

らず、情報の提供を目的として掲載をお願いしているところです。掲載項目としまして、

認可外保育施設であれば前年度の監査を実施したかどうかの有無、それから、監査におけ

る指摘事項があったかなかったか、ありの場合は指導監督基準不適合の場合が大半ですけ

れども、そういったことについても公表情報として掲載しているところです。 

 今後なのですけれども、これに加えまして、月本委員も御指摘くださいました悪質なも

のがどう淘汰されるかというところでもありますので、過去に事業停止命令を受けたか否

かの別ですとか、受けた場合には氏名、施設名、自治体名、処分内容等を追記する方向で

検討しております。すぐにここdeサーチに載せられるようにするというわけにはいかない

のですけれども、システム改修等を経まして、今後、内閣府さんと連携しながら掲載内容

の充実を図っていきたいと考えているところでございます。 

 これ以外に、指導監督基準の関係で、それプラス、尾木専門委員からは研修も充実させ

るべきだという話もございました。こういったところも推進に努めていきたいと考えてお

ります。 

 資料とは関係ないのですが、小塩委員から、コロナ対応の関係で、コロナの影響が子供

たちに影響しているのではないかというような御指摘もいただいているところでございま

す。 

 新型コロナの流行下におきまして、子供たちの年齢に応じた健やかな成長を支援するこ

とは非常に重要なことだと考えております。 

 厚生労働省のほうでは、令和２年度に厚生労働科学特別研究事業で新型コロナ流行下に

おける子供の心身への影響に係る調査研究を実施しております。その中で、全国の乳幼児

健診担当者にアンケートを実施したところ、親子の心身の健康の変化があった、親子関係

にも変化があった、子供の発達の遅れ、子供の生活習慣の乱れといったものが見られると

いうような報告もされているところです。 

 実は、今年度も新型コロナウイルスの流行による影響と小児の発育、発達との関連に関

して調査研究をする予定でございまして、調査の結果も踏まえて、引き続き必要な対策を

講じていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○本後保育課長 保育課長でございます。 

 ４点お答えしたいと思います。 

 まず１点目でございます。保育所の空き定員について、先ほど丸山参事官からも指摘が

ございましたけれども、保育所・保育士の在り方に関する検討会の中でも一時預かり事業

の促進ですとか、定員に余裕のある保育所が当該保育所に通所していない児童を週１日預

かるといったモデル事業の実施についても検討するべきという指摘をいただいています。
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今日の資料にはございませんが、骨太の方針2022においてもこうしたことを念頭に置いた

記述もございます。モデル事業について今後検討していきたいと思います。 

 それから、わいせつな行為を行った保育士に対する強化ということについてでございま

す。これは月本委員から御指摘いただきましたけれども、基本的には教員においてと同じ

措置を講ずるということでございます。 

 月本委員からわいせつ事案の公開についてという御指摘がありましたけれども、これは

個人情報との関係がございますので、事案そのものを公開するということについては慎重

に考えなくてはいけないと思っております。 

 それから、鈴木委員、村上委員から、看護師のみなし配置について質の確保ができるの

かという御指摘がございました。今回の措置につきましては、待機児童の解消ということ

のみを目的としているということではなく、これは説明の中でも申し上げましたけれども、

少子化の進行などによりまして、保育所に入所する乳児の数自体が少なくなっている。そ

ういった中で、引き続き安定して看護師が勤務することを可能とする必要があるといった

観点も踏まえたものでございます。一定の要件の下ということで、しっかりと質の確保を

するということが前提だと思っておりますので、その辺り、具体的に検討いたしまして、

留意すべき事項について整理をしてお示しするということにしたいと考えております。 

 最後に、木野専門委員から御指摘いただきました病児保育の処遇についてでございます。

御案内のとおり、処遇改善につきましては、公定価格上の配置に基づく職員を対象にして

おります。病児保育施設につきましては、木野専門委員も御指摘くださいましたけれども、

昨年度、補助単価の改善等も行っております。今年度、その運営状況につきまして改めて

調査、把握をした上で、安定的な事業実施とともに、質の高いサービスの提供に必要な支

援を検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○大杉課長 文部科学省幼児教育課でございます。 

 小塩委員から幼保小の架け橋プログラムはしっかりと成果検証をしていくようにという

ことで、野澤委員からも同様に御指摘をいただいております。本日お配りした資料８の６

ページ目にもございますように、国としてもしっかりと検証体制を整えて、調査改善事項

の整理、取組促進ということを進めながら、このプログラムを実施してまいりたいと考え

ているところでございます。 

 また、松村委員からは、幼児教育段階と小学校段階で言葉や考え方にかなりギャップが

あるという御指摘をいただきました。まさにこの幼保小の架け橋プログラムを契機に、こ

ういったギャップを国レベルでも地方レベルでもしっかりと埋めていきたいと考えており

ます。 

 国では調査官同士の連携も進めております。幼児教育課には調査官として小久保調査官、

横山調査官の２名がおりますけれども、小学校の総合的な学習の時間の齋藤調査官、それ

から、内閣府の認こ担当の専門官の馬場先生、それから、厚労省の保育所担当の鎮目先生、
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高辻先生といった調査官同士の連携も深めさせていただいて、様々伝え方や課題の洗い出

しを御相談させていただいているところでございます。 

 また、小学校の指導主事にも幼児教育の研修に入っていただくという取組も進めており

ます。こういったことを通じて、一人一人の生活や学びのプロセスの質ということを大事

にする幼児教育の良さをしっかり伝える契機としていきたいと考えてございます。 

 また、小塩委員から、コロナ対応の状況や影響もしっかり見極めながらという御指摘を

いただきました。文科省の体力調査学習状況調査等でも、コロナの影響を見極めながら様々

行っております。また、オンラインの機会が増えたということで、視力の状況なども調査

をしたりしております。また、秋田先生、野澤先生のところの東大のCedepで科研費なども

活用して保育・幼児教育施設におけるコロナ対応や影響についての検討もしていただいて

おりますので、こうした調査をしっかりと活用させていただきたいと考えております。 

 また、則武専門委員からは特別支援学校の高等部の自立活動について御指摘をいただき

ましたので、省内でもしっかり共有をさせていただきます。 

 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。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 それでは、若干お時間を過ぎてしまいましたけれども、第61回「子ども・子育て会議」

をこれにて終了いたします。どうもありがとうございました。 


