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○秋田会長 それでは、定刻となりましたので、第62回「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。 

 本日は、小倉大臣にも御出席いただいておりますので、初めに御挨拶をいただければと

存じます。 

 小倉大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小倉大臣 ありがとうございます。このたび、少子化対策担当並びにこども政策担当大

臣を拝命いたしました、小倉將信と申します。 

 委員の皆様におかれましては、日頃より子ども・子育て支援に御尽力をいただいており

ますこと、心から感謝を申し上げます。 

 先月の５日、静岡県牧之原市の認定こども園で３歳の女児が送迎バスに取り残されて亡

くなるという大変痛ましい事故がございました。総理からの指示も踏まえ、送迎バスを有

する全施設の緊急点検や先進自治体等からのヒアリングを実施いたしまして、先週、担当

大臣の指示として、安全装置の義務化、改修支援、安全管理マニュアルの早急な作成など

の作業を指示したところであります。今月中に緊急対策を取りまとめることとしておりま

して、しっかりと取り組んでまいります。 

 また、来年の４月からこども家庭庁が設置をされることとなります。こどもの最善の利

益を第一に考えて、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据える、いわゆる

「こどもまんなか社会」の実現に向けて、関係大臣と連携してこども政策を推進してまい

ります。 

 いずれも全力で取り組んでまいりますので、委員の皆様方におかれましては、御指導、

御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 私としても、できる限り、現場の声を大切にしながら進めてまいりたいと思います。今

日も、この会議を中座して、とあるところに視察に行く予定でありますけれども、そうい

った声を聞きながら、来年、こども大綱の取りまとめもございます。しっかりとこどもに

我が国社会全体で支えていくという姿勢を見せられるような、そういう政策の実現を個人

としてもしてまいりたいと思っておりますので、御指導をよろしくお願い申し上げまして、

私の冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 なお、小倉大臣は、御公務のため、ここで退室されます。 

また、カメラの方々は、ここで御退室をお願いいたします。 

○秋田会長 それでは、会議を再開いたします。 

 初めに、委員の退任がございましたので、お知らせいたします。 

 中正雄一専門委員については、辞職願が提出され、８月９日付で退任されております。

なお、退任に伴う新しい専門委員については、検討中とのことでございます。 

 次に、本日の委員の御出欠につきまして、事務局より御報告をお願いいたします。 
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○丸山参事官 委員の御出欠について、御報告をいたします。 

 小塩隆士委員、野澤祥子委員、松田茂樹委員、三日月大造委員、藤迫稔専門委員におか

れましては、所用により御欠席でございます。また、三日月大造委員におかれましては、

大岡紳浩代理人に御出席いただきます。なお、大下英和委員、柏女霊峰委員、森田信司委

員、尾木まり専門委員は、会議途中からの御出席と伺っております。 

 子ども・子育て会議令第５条第１項におきましては、「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。 

○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。 

 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の関係について、御説明を申し上げます。 

 内閣府子ども・子育て本部の子ども・子育て支援担当参事官の丸山でございます。 

 資料１は、「令和５年度における子ども・子育て支援新制度に関する概算要求の状況に

ついて」をまとめた資料でございます。 

 １ページを御覧いただきますと、概算要求の全体像、計数がここに掲げられてございま

す。御案内のとおり、子ども・子育て支援新制度につきましては、一般会計から年金特別

会計子ども・子育て支援勘定に繰入れを行いまして、事業主から御負担いただきます拠出

金と合わせまして歳出予算を組むという形になっておりまして、概算要求の計数は１ペー

ジのとおりでございます。 

 ２ページでございますけれども、令和５年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針

で、いわゆるシーリングと呼ばれるものでございますけれども、ここにありますとおり、

各府省が概算要求を行うに当たってのルールが定められております。内閣府の子ども・子

育て支援新制度関係の予算につきましては、大半の経費は前年度と同額の予算を概算要求

の段階では要求することとし、具体的な内容については予算編成過程で検討するものが大

宗を占めてございまして、例年どおり、そのような形式での概算要求を行ってございます。 

 具体的には、３ページ目以降でございます。黄色のマーカーが引いてあるところですけ

れども、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実の関係といたしまして、１兆7163

億円を要求しておりまして、これは前年度同額を要求してございます。この中には、子ど

ものための教育・保育給付交付金や施設等利用給付交付金が含まれてございます。 

 ４ページ目を御覧いただけますでしょうか。次の項目、黄色のところでございますけれ

ども、企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援も、前年度と同額の

1846億円を要求してございます。この中には、企業主導型保育事業や企業主導型ベビーシ

ッター利用者支援事業が含まれてございます。 
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 資料の５ページを御覧いただけますでしょうか。児童手当の支給で、１兆2463億円を要

求してございます。こちらにつきましては、児童手当に必要な経費につきましては、いわ

ゆる自然減といいますか、対象児童数の減少を見込みまして、概算要求の段階で、自然減

を落として、その分を前年度から要求額を下げて要求するという、これは毎年同じ方法で

やっておりますけれども、今年も同様の考えに基づきまして、このような予算額を要求し

ておるものでございます。以上が、子ども・子育て支援新制度の予算、大枠の説明でござ

います。 

 資料の６ページ目以降に、参考資料といたしまして、こども家庭庁の令和５年度予算概

算要求のポイントという資料をつけております。来年度にこども家庭庁発足を予定してご

ざいますので、令和５年度の予算要求の段階から、こども家庭庁関連予算ということで、

移管を予定されております組織、具体的には我々の子ども・子育て本部と厚生労働省の子

ども家庭局の事務が中心になりますけれども、そうした移管を予定しておる部局の予算を

まとめまして、こども家庭庁関連予算という形で一本化して要求しておるということでご

ざいます。 

 資料の７ページのとおり、こども家庭庁全体では４兆7510億円の要求となってございま

す。うち、年金特別会計子ども・子育て勘定が３兆2549億円となってございますけれども、

これは先ほど御説明した資料の数字と同様となってございます。 

 資料の８ページを御覧いただけますでしょうか。こども家庭庁の関連予算の基本姿勢で、

基本的な５つの基本姿勢を踏まえて予算編成を行っていくことになってございます。こう

した様々な課題、分野と、広くございますけれども、ここのところの赤字の丸で「新」と

書いてあるところが新規要求をしていくものでございます。 

 ９ページを御覧いただけますでしょうか。こども家庭庁関連予算概算要求のポイントで、

４本の柱を立てて要求をしてございます。１つ目の柱は「こどもの視点に立った司令塔機

能の発揮、こども基本法の着実な施行」でございますが、こちらにつきましては、基本的

に新規施策が中心になるものですから、いわゆる概算要求の段階では事項要求という形で

事項のみを要求して、金額については予算編成過程で検討していくというものでございま

す。２つ目の柱が「全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する」

いうことで、こちらには子ども・子育て支援新制度の関係予算が含まれておりますけれど

も、３兆3557億円プラス事項要求という形で整理いたしてございます。右に移りまして、

「結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会の実現、少子化の克服」という

ことで、ここにありますような、少子化対策重点推進交付金や妊娠期から子育て期の包括

的な切れ目のない支援といった予算を要求してございます。最後、４本目の柱でございま

すけれども、「成育環境にかかわらず誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障する」

という柱の下、児童虐待防止対策や社会的養育の推進という関係予算を、ここにございま

すように、要求してございます。以上が、こども家庭庁の概算要求の全体像でございます。 

 資料１の説明は、以上でございます。 
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 続きまして、資料２でございますが、「施設型給付費等に係る請求書の標準的な様式の

公表について」の御報告でございます。 

 資料２の１ページ目を御覧いただけますでしょうか。標準的な請求書の様式につきまし

ては、新制度施行後５年の見直しに係る対応方針を子ども・子育て会議においておまとめ

いただいた際に、申請書類の様式統一化など、施設型給付の請求に係る事務負担の軽減方

策に取り組むべきという対応方針の決定をいただきました。これを受けまして、内閣府に

おきまして、令和２年度から調査研究事業を実施いたしまして、標準的な様式案を作成い

たしました。その標準的な様式案に対して、令和３年８月、令和３年12月、令和４年７月

の３回にわたりまして、意見照会を実施いたしまして、全国の自治体から指摘や意見を頂

戴して、それを反映いたしまして、今般、「子どものための教育・保育給付請求書の標準

的な様式（第１版）」として取りまとめまして、今月中をめどに内閣府のホームページに

て公表を予定しております。 

 具体的な標準様式のイメージでございますけれども、資料の３ページ、４ページ、５ペ

ージ、認定こども園関係請求書の標準様式の抜粋でございますけれども、こうした様式を

公表することにしてございます。 

 以上、資料２の説明でございます。 

○本後保育課長 続きまして、資料３でございます。 

 厚生労働省の保育課長でございます。 

 ８月末に公表いたしました令和４年４月の待機児童の調査のポイントを御説明いたしま

す。待機児童の数は、2,944人で、対前年比2,690人減になっております。４年連続で最少

を更新しております。85.5％の市区町村で既に待機児童なし、待機児童数が50人以上の自

治体は10自治体まで減少しております。待機児童数の減少の要因ですけれども、保育の受

皿の拡大に加えまして、就学前人口の減少、新型コロナウイルスの影響、自治体の調査に

よれば、そういったものが考えられるということでございます。今後の見込みですけれど

も、女性就業率の上昇傾向、保育所の申込み率の上昇傾向、フルタイムの共働き世帯の割

合の増加、この10月から施行になっております被用者保険の適用拡大に伴う働き方の変容

といった状況の変化がございます。今後も、保育ニーズは再び増加する可能性があります

ので、注視をしていく必要があると考えてございます。右下、今回調査におきまして、各

自治体の保育の受皿の拡大量を各自治体から調査しております。新プランの目標は14万人

でありましたけれども、４年間の合計で13万人という形になっております。引き続き、新

子育て安心プランに基づき、待機児童の解消のための取組を進めていくこと、自治体にお

ける待機児童の状況、受皿の拡大量の見込みなどを確認しながら、必要な支援を行ってい

くこと、これが基本的な取組になります。一方で、今後は、保育所・保育士の子育て支援

のノウハウを活用しながら、保育所の多機能化を進めることも重要になってまいります。

令和５年度の概算要求の中で、保育所の空き定員などを活用した未就園児定期預かりに関

するモデル事業の要求を行っております。こういった取組を引き続き進めてまいるという
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ことでございます。 

 資料３については、以上でございます。 

○高木参事官 資料４について、御説明させていただきます。 

 認定こども園担当の参事官でございます。 

 例年、この時期に子ども・子育て会議に御報告させていただいているものでございます。

速報値として御説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、認定こども園数で、昨年度の8,585園から9,209園、624

園増といった形になっているところでございます。幼保連携型に関しましては6,471園で

378園増、幼稚園型が1,307園で61園増、保育所型が1,347園で183園増、地方裁量型が84園

で２園増でございます。右下には、県別の数も置いておるところでございます。 

 ２ページが、経年の変化でございます。御覧いただいて分かるとおり、子ども・子育て

支援新制度が始まってから順調に認定こども園が増えてきている状況でございます。 

 続きまして、資料５でございます。「認定こども園等におけるバス送迎に当たっての安

全管理について」でございます。 

 １ページでございます。９月５日に、静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園川崎幼

稚園で痛ましい事案が起きたものでございます。登園時、送迎バスの中に５時間ぐらい取

り残されて亡くなられたという案件でございます。このときのバスの運転手が、通常行っ

ている方ではなく、当時の園長が代理で運転していたといったことで、降園時に、付き添

っていた乗務員、運転者ともに、きちんと６名の園児の確認をしていなかったといったこ

とや、出欠確認で、担任の先生が、欠席ではないかと思いつつ、保護者への連絡を怠った

といったことが重なりまして、今回の事案が起きたと認識しているとこでございます。 

 ２ページでございます。昨年７月に福岡県中間市の認可保育所で同様の事案があったと

ころでございますが、それを受けまして、昨年の８月に、内閣府・文部科学省・厚生労働

省の連名で、注意喚起を促し、安全管理の徹底について都道府県等に周知をしたところで

ございます。その中では、欠席連絡等の出欠状況については、保護者への速やかな連絡や

職員間の情報共有をしっかりするといったことや、登園時や園外活動等の前後といった場

面の切り替わるときにつきましては、こどもの人数確認についてダブルチェック体制を取

りましょうといったことや、送迎バスに関しましては、運転者以外の職員も同乗すること

が望ましいことや、乗車時・降車時に座席や人数の確認を実施して職員間で情報共有をす

るといったことは記載されているのですけれども、残念ながら今回の事案が起きてしまっ

たところでございます。９月５日の事案を受けまして、９月６日、翌日に、再度周知徹底

する事務連絡を３府省で出しているところでございます。 

 ３ページございます。同じ週の９月９日、金曜日でございますけれども、総理から、こ

ども政策担当大臣の小倉大臣に指示をいただいたところでございます。関係府省が連携し

てスピード感を持って取り組んでくださいといったところでございます。送迎バスを有す

る全ての園に対しまして緊急点検を実施することとともに、都道府県や市町村の協力を得
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て実地調査を実施すること、２つ目が、どのような問題があったかについて、関係者から

のヒアリング等を行いまして、洗い出すことと、３つ目、安全対策を強化するために、安

全管理マニュアルの整備、登園管理システムの普及、送迎バスの安全装置改修支援など、

再発防止に向けた具体的な緊急対応策を10月中に取りまとめることといった御指示を受け

たところでございます。 

 これを受けまして、４ページでございます。緊急点検・実地調査を行っておるところで

ございます。緊急点検に関しましては、先ほど申し上げました２つの事務連絡を受けまし

て、きちんと各園で取り組まれるかといったことを確認するものでございます。先月中の

実施状況を確認する形になっているところでございまして、今、集計作業中でございます。

２つ目の実地調査に関しましては、都道府県・市町村で、実際の園に行って、確認をして

いただくところでございます。４ページの下、点検・調査項目でございますけれども、保

護者への確認や職員間の情報共有、人数確認のチェック体制、出欠時の情報の突き合わせ

等々について、点検・調査項目としているところでございます。 

 ５ページでございます。同じ９月９日に、関係府省会議を立ち上げました。こども政策

担当大臣を議長としまして、関係する、内閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省の局

長級、及び、警察庁、国土交通省からオブザーバー参加していただいているところでござ

います。９月９日に、第１回会議で、まずは緊急点検・実地調査を実施するといった話が

ありまして、９月15日には、送迎バスの運行に関するソフト・ハード面の事故防止対応の

視察といったことで、ブザー方式だったのですけれども、実際に、実証実験中の安全装置

を視察させていただき、江戸川区の私立幼稚園に伺いまして、園バスの運行状況、登園管

理システム、保護者との連絡及び職員がどう降車時の確認をしているかといったところを

拝見させていただいたところでございます。９月20日、９月29日、２回目、３回目でござ

いますけれども、有識者及び先進自治体からヒアリングを行っているところでございます。

駒崎委員にも御意見等をいただいたところでございます。この２回にわたりまして、５人

の有識者の方、及び、先進自治体の鳥取県、福岡県からヒアリングを行ったところでござ

います。 

 ６ページでございます。第３回の関係府省会議におきまして、こども政策担当大臣から

緊急対策とりまとめに当たっての基本方針が示されたところでございます。１つ目としま

して、関係法等の体系の中で最も適切な方法で送迎用バスの安全装置の装備につきまして

義務化します。２つ目、送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガ

イドラインを作成します。３つ目、安全装置と装備との両輪としまして、現場で役に立っ

て、分かりやすく、簡潔な安全管理マニュアルを早急に作成する。４つ目、これらの取組

を踏まえまして、園を支援するための措置としまして、全ての園の送迎用バスの安全装置

の改修支援、安全管理マニュアルの動画配信や研修の実施、登園管理システム等の普及な

ど、財政措置を含めまして、具体策を取りまとめるよう御指示を受けたところでございま

す。 
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 １ページ戻りまして、５ページでございます。今後の予定のところで書かせていただい

ているところでございます。10月上中旬に第４回の関係府省会議を開催しまして、この緊

急対策を取りまとめる予定でございます。また、今地方自治体におきまして進めていただ

いています実地調査に関しまして、それがまとまりましたら、12月下旬以降、第５回関係

府省会議におきまして報告を受けるといった流れになっているところでございます。 

 説明は、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。 

 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。 

 時間の関係上、お１人様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。時間を経過した場合は、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、何とぞ時間厳守にていた

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

りお知らせいたしておりますとおり、委員、専門委員、代理出席の方の順に、それぞれ五

十音順の逆から指名させていただきます。ただし、加藤篤彦委員、古口達也委員、駒崎弘

樹委員、岡本美和子専門委員は途中御退出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。 

 最初に、加藤篤彦委員からお願い申し上げます。 

○加藤委員 全国幼児教育研究協会、加藤でございます。御配慮いただいて、ありがとう

ございます。 

 私から、まず、施設型給付に関わる請求書の標準様式の御準備、本当にありがとうござ

います。私立幼稚園に由来する幼稚園やこども園は、全国の70％以上で他区市からのお子

様が通っていらっしゃいます。そういった意味で、標準様式は大変ありがたいのですけれ

ども、市区町村の立場からすると、それを使うメリットが見えにくい。一方で、私立幼稚

園由来のところやいろいろなところから通っている施設は、業務ばかりが増えていく。そ

こで、この標準様式が統一様式になるように、国から、継続的に調査をかけるなり、改善

を図るなりして、進めていただきたいと思います。併せまして、処遇改善加算Ⅱの各園の

研修でどのように実績を書式化するかということについて、これも、このまま置いておき

ますと、市区町村独自の様式が出来上がってくることが懸念されます。早急に、標準様式、

統一様式を御準備いただきまして、お示しいただきたく、ここは本当に急いでお願いした

いと思います。 

 それから、ここdeサーチについて１年前にもお話ししまして、私立幼稚園の表示も出る

ようになりましたが、支援新制度の13事業についての表示がありません。国が示すものと

しては、どの幼児教育施設においてもどんな対応をしているのかということが公平に表示

されるように、ぜひ改善を今後もお願いしたいと思います。 

 最後に、幼保小の架け橋プログラムは、非常に重要なプログラム、事業だと思っており

ます。市区町村には様々な部署が重なり合って私たちの取組に関与していただいているの
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で、教育委員会だけが分かっているとかということがなく、全ての部署が我が事として市

区町村の教育として一貫してつないでいくということについて、働きかけをお願いしたい

と思います。 

 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、古口達也委員、お願いいたします。 

○古口委員 栃木県茂木町長の古口でございます。御配慮いただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 今回は、行政の最前線にいる町の現場から何か発言をというお話をいただきましたので、

担当の職員等を集めていろいろと話をまとめさせていただきました。 

 まず、１点目なのですが、先ほどから出ていますように、こども家庭庁の設置に対する

期待は大変大きいものがあります。ぜひ、行政の面において、子供に対する様々な問題が

一本化されて、スムーズに物事が運ぶようにお願いしたいと思います。 

 ２点目なのですが、国の支援については、このところ、大変充実してきているのではな

いかという話がありました。それにもかかわらず、後から後からいろいろな問題が出てく

る。その中の一つには、行政側の問題もあるでしょうけれども、昔から家庭教育の充実な

どと言われていますが、最近の親御さんの抱える問題、この辺りについても我々行政とし

てもしっかりと取り組んでいかないと、子供が健やかに育っていく環境づくりについては、

行政だけでできないことは当然ですので、もっとしっかりやっていかなければならないの

かなと。親御さんへの支援、また、これから親となる世代へのいろいろな行政としての取

組が重要ではないかという話が出ました。 

 最後は、先ほど加藤さんからありましたように、子供の問題はいろいろありますけれど

も、一口に子供の問題と言いましても、その背景には様々なことが隠れています。具体的

な事案をやればやるほど、行政としての横の連携が非常に大事だ、単に担当部署だけの問

題ではないということを痛切に最近は感じています。行政としては、その辺りをしっかり

とこれからやっていかなければならないなと再確認したというか、私も、その話を聞きな

がら、ともかく子供のためには行政として何でもしてあげたいという思いでいますが、縦

割りの部署にならないように我々の町も気をつけていかなければならないというところを

話した次第です。 

 現場からの意見ということで、聞いていただければと思いました。 

 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、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の駒崎と申します。順番の御配慮をありがとうご

ざいます。 

 最初に、通園バスの置き去り防止装置の設置・導入・運用に関して、迅速に決定してい
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ただいて、誠にありがとうございました。政府の皆様が本当に寝ずに頑張ってくださった

その御厚意に対して、改めて感謝を申し上げたいと思います。その上で、感謝を基礎とし

ながら、この置き去り防止装置を義務化したわけですので、ぜひその導入・運用にかかる

コストを全額公費負担としていただけたらと思います。全国の幼稚園やこども園の方々が

義務化で装置を導入しようと思ったときに、自腹を切ってかなり大きな額を払うというこ

とだと、なかなか進みづらくなってしまって、負担感が強いと思いますので、そこの支援

をお願いしたいと思います。そもそもバスの運行はかなり大変なので、そこに対する公的

支援を強化していただきたいですし、さらに、その設置義務化で障害児の特別支援学校や

障害児の施設がのけものにならないようにお願いしたいと思います。アメリカで置き去り

事件が起きたのですけれども、置き去りにされてしまった子は18歳の障害児でした。そう

いったところもぜひお忘れなきようお願いしたいと思います。 

 障害児の話が出ましたが、医ケア児に関して、まだ受入先が少ないですので、充実させ

てください。１つは、企業主導型保育です。障害児保育加算は全然足りません。企業主導

型保育は、今、存在意義が問われてきていると思います。待機児童がいなくなってきた次

の企業主導型保育のありようは、これまでこぼれていた子たちを支えるということではな

いかと思いますので、ぜひそこを、リニューアル、バージョンアップしてほしい。あと、

居宅訪問型保育を強くしていくということで、これはうちの現場ですけれども、居宅訪問

型保育で医療的ケア児を預かろうと思うと、全然足りないという状況があります。ここに

きちんと加算をつけていただきたいと思っている次第でございます。さらには、この居宅

訪問型保育で医療的ケア児を扱っているのですけれども、医ケア児はよく入院するのです

よ。でも、入院したときに、居宅訪問型保育で行ってあげようと思うのですが、病院は「居

宅ではないので駄目ですよ」みたいなことを言われるのですね。そんな馬鹿なと。医ケア

児が、２か月とか、入院する中で、独りぼっちで、でも、幼児教育を必要とする、保育を

必要とする、そんなときに、居宅ではないからみたいなロジックではねのけられてしまう。

全然「こどもまんなか社会」ではないのですよね。そういったところで、ぜひ居宅という

ことの狭過ぎる定義は変えていただいて、医療的ケア児は、ただでさえ本当に大変な状況

にある中、入院してしまう、独りぼっち、親御さんが付き添わなければいけない、そんな

ときに保育者がちゃんと付き添えるような仕組みにバージョンアップをしていただきたい

と思いますので、ぜひ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した。 

 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す。御配慮いただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 資料を拝見しました。資料の中のこども家庭庁関連予算の基本姿勢案を拝見し、支援を

求める者にしっかり届けるというこども家庭庁の姿勢を強く感じました。包括的な切れ目
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のない支援では、妊娠期からの産後ケアを含む妊産婦支援の充実が示されています。親へ

の移行期は、出産を境に心身に急激な変化が起こるとともに、親としての新たな役割と責

任を担うことから、精神的な負担感が増す時期でもあります。不安や強いストレスの持続

といったメンタルヘルスの不調は、本人の問題のみならず、子供の心身の発達にも影響を

強く及ぼし、場合によっては養育不全等のリスクにもなります。専門職による産前産後ケ

アは、親への移行期全般にわたり包括的な切れ目のない支援を担っている大事な事業と言

えます。令和５年度の概算要求において、国としてその推進に尽力されている状況ではあ

ると考えますが、産後ケア事業をさらに推進し、母親が気軽に利用することができる事業

にするためには、産後ケア事業の利用率が高い地域において実施されているようなクーポ

ンで利用できる仕組みなどがつくられることも必須かと思います。妊産婦健康診査の補助

券のように産前産後ケアにおいても補助券制度の創設を要望するとともに、全国において

里帰り先でも利用が可能となるような制度とすること、さらにはより気軽に申請できるよ

う電子申請の導入なども御検討いただけたらと思います。 

 また、多胎児とその家族が継続的に産後ケアを受けられる体制づくりも希望します。各

自治体では多胎児家庭における利用可能回数を増やすなどの措置をしていますが、生後１

年を通して助産師をはじめとする看護職の支援を継続的に受けることが困難な状態です。

多胎児を持つ母親とその家族が定期的なアウトリーチ型の産後ケアを受けることができる

など、継続ケアの実施に向けた体制づくりにつきましてもお願いいたします。 

 ありがとうございます。以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、森田信司委員、お願いいたします。 

○森田委員 ありがとうございます。森田です。 

 設備の関係で参加が遅くなり、申し訳ございませんでした。それと、今、大阪府の社協

におるのですけれども、隣の部屋で別の会議をしておるものですから、発言を終え次第、

退席させていただくこと、申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 まずは、静岡の通園バスでの置き去りの事故でございますが、大変痛ましく、残念でな

りません。仲間としても、このようなことを二度と起こさないためにも、余裕のある人材

の配置や財政支援をお願いいたしたいと思っております。また、ヒューマンエラーを防ぐ

ための方法として、機械等による予防策を御検討いただいていることに感謝を申し上げ、

一刻も早い設置をお願いいたします。 

 先日の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の予算で4000億円が増額され

ましたことに感謝申し上げます。また、６月には給食材料費などの負担軽減に充てられる

旨の通知や、７月には光熱水費の高騰が生じている場合にも充てられる旨の通知が出され

ていますが、都道府県や市区町村によって取組に差がございます。自治体にさらに働きか

けていただくとともに、今では給食材料費や光熱水費に加えて子供たちが直接使う絵本や
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おもちゃ等も高騰の波をかぶっています。この増額分におきましても、公定価格の中で広

く子供たちに使うことができるよう御配慮をお願いいたしたいと思います。 

 本日の資料、17ページにあります「（３）認定こども園向け補助金の一元化」で、こど

も政策の新たな推進体制に関する基本方針について（令和３年12月閣議決定）に基づき、

認定こども園に対する施設整備の一元化等を行い、事務のふくそうや縦割りの問題の改善

を図るとあります。しかし、34ページ、私立幼稚園施設整備費補助金とあり、保育所や認

定こども園にあるものもありますが、エコ改修事業等、幼稚園にしかないものもございま

す。このように一元化等を行うという閣議決定をされていることであるならば、整合性の

ある予算をお願いいたしたいと思っております。 

 また、児童福祉法改正により、令和６年４月から市町村が設置に努めることとされてい

る身近な相談機関、いわゆるかかりつけ相談機関ですが、本年度、子ども・子育て支援推

進調査研究事業において、その内容等について研究が進められると伺っております。保育

所、認定こども園が積極的に取り組むことができるような仕組みとしていただくためにも、

在り方検討会の取りまとめにもありましたように、インセンティブ関係について御検討い

ただければと思います。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、望月昌幸委員、お願いいたします。 

○望月委員 全私保連の望月です。 

 私からは、令和４年２月に始まった保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業、３％、

9,000円が、本年10月より公定価格の処遇改善等加算Ⅲとなり、恒久的な位置づけとなった

ことを感謝いたします。引き続き、全産業平均賃金との格差是正のための処遇改善をお願

いするとともに、令和５年度からの対応については、適切な利用定員が設定されていない

場合、１人当たりの配分額がかなり減額されると予想されます。いまだローカルルールに

よって利用定員の変更が認めてもらえないとの保育事業者からの声も多数上がっておりま

す。全国の現状に合った利用定員の変更を可能とするよう、再度徹底をお願いいたします。 

 令和５年度概算要求では、保育士宿舎借り上げ支援事業について、来年度も見直しが行

われる予定となっております。いろいろな議論があることは承知しておりますが、保育士

確保に悩む保育事業者にとっては必要不可欠な事業であることをお伝えいただくとともに、

これ以上の事業見直しは行わないでください。 

 令和４年10月より、最低賃金が3,000円程度引き上げられます。公定価格の中に位置づい

ている非常勤職員については、過去の引上げに伴う単価改正が行われているのか明確にさ

れておりません。加重平均額が、過去５年間、約87円上昇しておりますので、過去の分も

含めて公定価格にしっかりと反映していただけるようお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における追加支援額4000億円、特に

私たち保育施設を支援対象と明記していただき、ありがとうございます。しかしながら、
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交付金としての性質上、どのように配分するかは自治体の判断で分かれ、現在も自治体間

での格差が見られます。全国各地の保育事業者へしっかりと支援が届くよう、国としての

配慮をお願いいたします。 

 最後、令和５年４月より、こども家庭庁が創設されることとなります。全私保連として

は、今までの縦割り行政になりがちな政策など、切れ目なく、全ての子供たちのために、

司令塔として御尽力をお願いするとともに、0.3兆円超の職員配置の改善等を早急に実現し

ていただくよう、お願いいたします。 

 以上でございます。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、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。 

 私から、２点、申し上げます。 

 まず、資料１の概算要求の状況についてです。この点は以前から申し上げておりますが、

保育の質の向上に必要な0.3兆円については、早急かつ確実に確保をお願いいたします。

2015年の子ども・子育て支援法スタートから一度も確保されないまま現在に至っておりま

す。よろしくお願いいたします。また、保育現場の職員からは、職員配置基準の見直しを

強く求める声が上がっております。人材確保や安心して働くことができる職場づくりとい

った観点からも、早い対応をお願いします。さらに、子ども・子育てに関わる財源をどう

確保していくのかという議論は不十分です。子ども関連予算の倍増に向けて、丁寧な議論

を通じて、国民合意を得た上で、安定的な税財源を確保していただくようお願いいたしま

す。 

 次に、資料５の送迎バスの関係でございます。子どもを預ける保護者の立場からすれば、

送迎バスの乗降時、保育施設での出欠確認、児童不在時の保護者への連絡など、当たり前

のことで、防げたにもかかわらず、こういった事故が起こるということは、大変痛ましく、

また、残念に思います。保育施設職員の皆さんによる確認の徹底を行っていただきたいと

思いますし、その上で人的ミスを補完するための安全装置の設置を進めていただくようお

願いいたします。また、送迎バスを有する施設に対する実地調査は、今回に限定せず、今

後も抜き打ちで継続して実施をお願いします。さらに、小学校や放課後児童クラブなどで

の送迎も含め、安全管理体制の強化をお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、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理事・政策委員長の宮田でございます。 

 まず、静岡県牧之原市にある認定こども園で、去る９月５日、送迎バスに取り残された

園児が死亡するという誠に痛ましい事件が起こりました。死亡された園児の御冥福をお祈

りするとともに、御遺族の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げます。本会として、会員園に
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対し、会報や研修会等を通し、日常の安全管理全般に対する注意喚起を行い、より一層の

事故防止に努めていく所存であります。 

 さて、９月20日付で、内閣府より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の取扱い等に

ついて」が発出されました。認定こども園等においても物価高騰で財政が逼迫している状

況ですので、引き続き交付金や公定価格の見直し等で物価高騰に対する財政支援をお願い

いたします。 

 次に、来年度より認定こども園に対する施設整備費補助金の一元化が図られることは大

変ありがたく、感謝を申し上げます。しかし、特別支援教育における加配補助金は、１号

認定と２・３号認定では、仕組み、財源、単価が異なり、認定区分により子供が分断され

ている状況であります。また、処遇改善加算も３種類となり、現場の事務負担が多くなり

ました。さらには、毎年同様の調査が、内閣府、文部科学省、厚生労働省から実施されて

おります。こども家庭庁の創設に伴い、以上のようなものを整理いただき、事務のふくそ

うや縦割りの問題の改善を図っていただくようお願いいたします。 

 最後に、来年度予算では、子供の居場所づくり支援モデル事業や、子育て支援における

未就園児の定期預かりモデル事業等が予定されております。居場所づくりや未就園児の定

期預かり等は、全国に存在する地域の基幹施設である既存の認定こども園等の活用が有効

であり、その活用を強力に推進していただくとともに、これらを推進する際には、既存の

施設や人員の規制緩和など、認定こども園等が地域の子供の最善の利益に資する取組がで

きるよう、柔軟な対応をお願いいたします。 

 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・こども園長会の箕輪でございます。 

 私からは、３点、申し上げます。 

 まず、１点目が、こども家庭庁の資料にある処遇改善についてです。処遇改善について

は、公立幼稚園教諭が、条例改正が必要なせいか、なかなか進んでいないように聞いてお

ります。公立幼稚園教諭も、地域の幼児教育のために本当に力を尽くして頑張っておりま

すので、ぜひ処遇改善の実現をよろしくお願いいたします。 

 ２点目は、文部科学省の各種事業についてです。まず、幼保小の架け橋プログラムは大

変大事な取組と考えております。本会の会員園では、モデル地域、園だけではなく、全て

の園で架け橋期の充実に向けて取り組むということを進めております。いろいろな地域、

園、学校によって、取り組み方は様々にあることをお示しできればと考えております。ま

た、幼児教育の質を支える教育環境の整備として、令和５年度もICT環境整備や感染症対策

等の予算を組んでいただき、大変ありがたく思います。感染症対策の予算については、利

用する自治体が一定数あり、各園も大変助かっております。ただ、ICT環境整備は公立園で
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はまだ未整備園が多く、このままではICT環境の格差が教育の質の格差にもつながりかねな

いのではないかと危惧しております。こちらの予算が有効に使われて、全国で整備が着実

に進むよう、ぜひ強く働きかけをお願いいたします。 

 最後に、バス送迎の安全管理についてです。今回のような痛ましい事故が二度と起きな

いように、安全管理を促進する機器の導入だけではなく、教育に携わるにふさわしい人材

の雇用、教職員の計画的な資質向上により一層力を入れて、事故の再発を防いでいければ

と考えます。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、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。 

 私から、３点、お伝えさせていただきます。 

 まず、１点目です。資料１の４ページでございます。「②地域子ども・子育て支援事業」

の中の子ども・子育て支援施設整備交付金として、放課後児童クラブの施設整備の御支援、

誠にありがとうございます。待機児童解消のために、学校内の放課後児童クラブの整備や

放課後子供教室との一体型も進んでおりますが、小学校によっては、35人学級になったこ

とや特別支援学級のクラス増などもあり、校内の余裕教室が少なくなっております。先日、

９月28日に開催されました放課後児童対策に関する専門委員会の中で文科省から提出され

た資料におきましても、現在、公立小・中学校の余裕教室のうち98.7％が既に活用されて

いることが御説明されておりました。このようなことから、学校の敷地内に緊急的に移設

をする、新たに場所を探して郊外に移転することなどについても、支援することが期待さ

れるのではないかと思っております。 

 ２点目です。資料１の８ページ、参考資料ではありますけれども、こども家庭庁関連予

算の基本姿勢の下の図でございます。切れ目のない包括的な支援ということですけれども、

この図では、子供の居場所の枠として学齢期以降に位置づいている児童館ですが、児童館

は０歳から18歳未満の児童を対象としている施設です。また、妊産婦への支援を行ってい

る児童館もあり、生まれる前から保健センターなどと連携をした切れ目のない支援を行っ

ている児童館もございます。学齢期以降のみならず、妊娠期からの継続した枠として位置

づけられるのではないでしょうか。また、放課後児童クラブにおきましても、幼保小の架

け橋プログラムのように、保育所等との連携が必要ですので、図の中で切れ目があるよう

に見えてしまうことを今後の検討の中で御調整いただければと存じます。また、一番下に

ある乳幼児期からの枠には「こどもの意見聴取と政策への反映」とございます。こちらは、

乳児さんは別ですけれども、特に幼児につきましては、子供自身の気持ちを伝えることも

できますので、とても重要な視点かと思っております。 

 ３点目です。資料３の１ページ、「今後の取組方針」の３つ目の○に、保育所の多機能

化を進める記載がございます。空き定員、空き保育室の活用として、放課後児童クラブの
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待機児童対策として、小学校低学年を中心とした預かりの機能も期待されるのではないで

しょうか。 

 以上となります。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、水谷豊三委員、お願いいたします。 

○水谷委員 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、資料１の26ページ、幼保小の架け橋プログラム事業について、教育の質向上は幼

稚園だけでなく保育所や認定こども園等においても重要な課題ですので、全ての施設にお

いて取組が進められるよう、今後もさらなる予算の充実をよろしくお願いいたします。 

 次に、資料３の待機児童について、今や3,000人を下回り、待機児童がいない自治体も増

えています。このような状況の中で、今年度だけでも７万人以上の受皿を拡大するのは、

今後の見込みはあるものの、過剰ではないかと感じます。なぜこれだけの拡大が必要なの

か、また、どのような拡大をする予定なのかについて、お聞かせいただければと思います。 

 また、私どもの意見書につけている表４は、幼稚園が多様な就業形態に対応し待機児童

対策にも貢献していることを実証するものです。既存の施設を有効に活用することで、施

設の過剰な供給を防ぎ、施設整備に必要な経費を抑制することも可能となります。待機児

童解消に当たっては、満３歳児の新３号認定など、高い潜在能力を持つ幼稚園の活用も含

め、一体的に進めていただくようお願いいたします。 

 さらに、本日、認定こども園の調査を御説明いただきましたが、諸施策を検討するに当

たって、園児数につきましては、幼稚園も含む全ての施設種別の園児全数を把握した上で

進めることが合理的であると思われますので、全体園児数が見える施策づくりをよろしく

お願いいたします。 

 次に、資料１の17ページ、保育所の空き定員を活用して未就園児を定期的に預かるモデ

ル事業につきまして、意見書の表５をつけておりますが、そこに見られますように、幼稚

園は既に多様な未就園児の事業を補助なく実施していますので、保育所にとどまらず、幼

稚園も含めた全ての施設を一体的に捉えて未就園児を抱える家庭の支援を進めていただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、今まで、施設の呼称として「保育所等」という表記が使用されてい

ますが、こども家庭庁の創設に併せて、例えば、「保育所、幼稚園、認定こども園等」と

いった、国民がイメージしやすい呼称及び表記に統一することも御検討ください。 

 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、松村淳子委員、お願いいたします。 

○松村委員 宇治市長の松村です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、３点ほどお願いをしたいと思っています。 

 まず、資料２、そういう意味では、請求書等の標準的な様式の関係の部分です。この間、
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前回も少しお話ししましたけれども、保育士のそういう意味での就業改善が公定価格に加

算という形でこの10月からスタートするということに対して、大変ありがたく思っていま

す。そういった観点からも、この標準様式は、保育所、認定こども園のところでの事務作

業を大変効率化できる一歩かと思っておりますので、改めてこれに対しての御礼を申し上

げたいと思っています。ただ、もう一方で、各園そのものが、そういう意味では、この標

準様式に寄り添っていくための支援も必要かと思っておりますので、そういう点について

も御配慮いただきますようお願い申し上げます。 

 ２点目として、今回、いろいろな令和５年度の予算が出されたところなのですけれども、

特に８ページの資料の中で、こども家庭庁関係予算の基本姿勢の中に、新規事業として新

たに何点か項目が入れられているものがございます。特に、例えば、「いじめ・不登校」

の中でいきますと、つい、学校、文科相のところかなと思うところの文が、地域における

いじめ防止策の体制構築という形の中で、こども家庭庁のところになる。これは大変重要

なことだと思うのですけれども、文科省との連携、私どもでいきますと市長部局と教育委

員会との情報共有を含めて、大変やるべき課題が多いかと思いますので、こども家庭庁に

おかれても、しっかり情報の共有の在り方の考え方についても整理をお願いしたいと思い

ます。 

 ３点目として、就学前の観点の部分になります。資料でいきますと、幼保小の架け橋プ

ログラム事業の観点になるのですけれども、この間、宇治市において就学前保育・教育の

在り方について議論をしてまいりました。先ほど御説明の中でもいろいろあったところか

と思うのですけれども、文科省だけではなくて、保育園、認定こども園との連携も大変重

要になっていくところでございますので、そういう意味では、さらなる予算の拡充も含め

てなのですけれども、お願いは、幼児教育の質の保障に関する調査研究という形になって

いるのですけれども、ここは連携ということから考えますと、保育・幼児教育の質の保障

という形で、常に文科省でも保育についても念頭に置きながら展開いただけたらありがた

いと思っております。 

 私からは、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、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。保護者の観点からと

いうことで、この会議に出席させていただいております。 

 大きく、２点です。 

 各委員からお話がありましたけれども、バスでの痛ましい事故という点は、事業者や各

種団体の皆さんも確かに非常に深刻に受け止められておられますけれども、保護者の観点

からすると、到底信じられないケースでございます。これはこの会議でも御報告がありま

したけれども、昨年の死亡事故は全国で５件あると。骨折を含めた重傷を負った事例でも、

2,300件以上あると。施設も増えてきて、様々な報告事案も増えてきている中で、こういう



19 

事案をどう生かしながら予防していただくのか。未然にどう予防できるのか。実際、こう

いう事故が起こってから、事件が起こってから、通達があり、指導が入りということで、

その子が救われるわけではない。それをどう防いでいくのかということが、まさに親の役

目であり、また、各施設の責任であるかと思います。保護者ができる部分とできない部分

ももちろんありますけれども、どう防いでいくのかというところを集中的に考えていく時

期に来ているかと思います。構造的に人手が不足してきている、例えば、人員の年齢や性

別によって得意・不得意が出てくるというものは想定できる事案ですので、限られた予算、

限られた人員の中ではありますけれども、工夫に工夫を重ねて、命を健やかに守っていく

という原点に立ち返って議論をしていただき、今回のように早急に動いていただいて様々

な手はずが整うということは非常にありがたいことなのですけれども、それをどう起こさ

ないかという点をいま一度組み込んでいただいて、皆さんとこの部分を共有させていただ

きたいと思います。 

 ２点目が、待機児童数も徐々に減ってきて、この部分で解消できているのかといいます

と、部分にはよるのですけれども、第１、第２、第３希望になかなか入っていけないケー

スが見えてきています。ここの部分で見ていくと、入居要件について何が変わってきてい

るのかというと、利用調整基準の中で、居宅外、自営、内職のように、分けて点数化をし

ている市区町村があります。これを、今、いろいろ働きかける中で、就労しているかどう

かということで一本化して変えてくださっている自治体なども増えてきています。コロナ

があって多様化した働き方がある中において、働き方の制限によって点数があって望むべ

きところに入れる・入れないというところは、保護者として非常につらいものがあります

ので、こういう部分があるのだということも、ぜひ国から全国の自治体に発信していただ

ければと思います。 

 以上になります。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 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１及び３に関連し、意見を申し上げます。 

 資料１の８ページ、基本姿勢において、安定財源を確実に確保との記述があります。前

回も申し上げましたが、安定財源については、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

ると考えます。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、予算

規模7000億円を超える事業主拠出金を負担しております。こうした現状も踏まえて、慎重

に検討いただきたいと思います。 

 次に、資料３について申し上げます。１ページにあるとおり、今年４月時点の待機児童

数は2,944人と、昨年から大きく減少し、待機児童の解消の実現が近づいています。就学前

人口の減少や利用控えの要因等も考えられますが、受皿整備が着実に進んだ成果でもある
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と受け止めております。同じく１ページの「③今後の見込み」において、今後保育ニーズ

も再び増加する可能性があるとの記述があります。国においては、エピソードベースでは

なく、女性就業率、保育所申込み率、就学前人口等の具体的なエビデンスに基づき、国全

体として受皿拡大を必要とする地域において適切な量の整備が行われるようにしていただ

きたいと思います。また、令和３年度から令和６年度までの受皿拡大量見込みがふだんの

14万人を下回る13万人へ変更されており、各自治体が直近の保育ニーズの増減に沿って対

応した結果であると受け止めています。引き続き、地域の実情に応じた対応をしていただ

きたいと思います。 

 私からは、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、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。よろしくお願いいたします。 

 私からは、２点ほど、意見を述べさせていただきます。 

 １つ目は、保育所以外の幼稚園等でも、多様な保育の充実やその他の子育て支援の充実

を促進できる予算化をお願いいたします。こども家庭庁の令和５年度予算概算要求のポン

チ絵を見ると、多様な保育の充実を図るための方策として、保育所の空き定員等を活用し

未就園児を定期的に預かるためのモデル事業を実施するとの記載があります。私ども全日

私幼PTA連合会の会員の多くが、３歳未満の子供を家庭で養育しています。自らの選択で園

を決めて幼児教育を受けさせたい、スムーズに就園につなげたいといった思いから、幼稚

園の入園を待っています。幸いにも、全日私幼の加盟園では、充実した子育て支援が実施

されています。未就園児の保育、定期的な保育も充実しています。また、子育て相談、カ

ウンセラー等の外部導入も含め、園庭・園舎の開放、子育てサークル等の支援、子育て情

報提供、子育て講座、父親に重点を置いた保育参加を充実しています。未就園児を家庭に

おいて保育されている各家庭の背景は多様で、育児の不安やストレスの解消は、施設での

一時保育だけでは解決できないものもあります。それは親同士のつながりです。特にコロ

ナで孤立した親同士のつながりも強く望まれています。この事情を解決するための子育て

支援も大変重要です。しかし、残念ながら、例えば、文部科学省の調査では、私立幼稚園

等が子育て支援の活動を実施するに当たっては、地域差はあるものの、子育て支援を実施

する人材が確保できず、一部の先生方の負担になっている、経費の確保が困難であるなど

の理由から、十分に取り組むことが難しい園があることが分かっています。未就園児やそ

の家庭の支援に積極的に取り組める施設が増えるよう、保育所だけでなく、同様の取組を

実施する幼稚園も支援の対象にしていただけるようお願いいたします。 

 ２つ目は、父親向け両親教育の充実をお願いします。父親が積極的に子育てに関われる

よう、今月から財政の新たな育児休業と制度がスタートしました。他方で、残念ながら、

育児休業制度を取得した父親の在り方について、母親たちの不満を呼んでいるケースもあ

ります。家にいるだけで、どのように育児参加したらよいのかわからず、かえって母親の
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負担になっていることもあります。現在、まずは男性が育児休業を取得できるよう取り組

んでいただいているところかと思いますが、併せて、育児休業を取得した男性がどのよう

に育児に参画できるかといった内容面でのサポートも充実させていく必要があります。父

親を対象とした両親教育についても、子育て支援の一つのメニューとして支援いただくよ

う、お願いいたします。 

 私からは、以上です。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 続きまして、鈴木みゆき委員、お願いいたします。 

○鈴木委員 御丁寧な御説明をありがとうございました。 

 こども家庭庁の概算要求の基本姿勢を拝読させていただきました。長期的な視点や子供

の視点はとても大切だと思っています。 

 その中で、私から、２点、お願いと質問をさせてください。 

 一つは、子供政策に関するデータ統計とEBPMの充実ということで、事項要求を出されて

います。その中で、17ページにある「保育の受け皿整備・保育人材の確保等」の中で、保

育士養成施設を卒業する学生の地元の就職内定の割合に応じて就職促進の取組に必要な経

費を支給するという文言がございますけれども、これは具体的にどのようなことをイメー

ジなさっているのかということを教えていただけたらありがたいです。 

 もう一つは、認可外保育施設の質の向上ということが書いてありますけれども、こども

家庭庁になったときに、保育に関わる全ての方、幼児教育、保育、全てに関わる、私たち

は「保育者」と呼んでおりますけれども、保育者の質の向上は欠かせない視点だと思って

います。EBPMにもつながると思いますので、ここでぜひ研修の充実を改めてお願いしてい

きたいと思っています。質の向上は研修なくしては成り立たないと思いますので、ここに

関しては、ぜひ改めてきちんとした予算を執行していただけたらと思っております。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、佐藤好美委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 産経新聞、佐藤好美です。ありがとうございます。 

 私から、２つ、申し上げます。 

 １つ目は、保育所の待機児童数についてです。資料３です。調査開始以来、過去最少に

なったことは喜ばしいことです。残念なことは、最も待機児童数が少ない４月の調査であ

ることです。最も待機児童が多い３月の調査に変更することも含めて検討してもらいたい

と思います。年度途中で入所できず、４月に泣く泣く０歳児入園を選ぶケースがあること

も考えると、ささいな問題ではないと考えています。全世代型社会保障構築会議では、予

約制の提案があったと聞いています。空床補償のような仕組みも検討してはどうかと思い

ます。併せて、保育所の多機能化も重要課題です。保育所やこども園がこれまで引き受け
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たことのない子供を安心して受けられるようにすることが重要だと考えています。障害の

あるお子さんが保育所などでの集団生活ができるよう、児童発達支援センターから専門家

が巡回する仕組みがあると承知しています。親子関係の難しい虐待未満のお子さんなどを

受け入れられるような間口が広がるよう、様々な職種の専門家が園を巡回するような仕組

みも考えていただければと思います。保育の質の向上にも資すると思います。 

 ２つ目です。資料５でしたでしょうか。認定こども園のバス送迎事故についてです。大

変痛ましい事故でした。毎年発表される教育・保育施設などでの事故報告は、一定以上の

重篤な事故を対象としており、公園などへの散歩中の置き去りなどは調べていないものと

理解しています。何を置き去りと言うかは定義が難しいところですが、ヒヤリ・ハット事

例を調査して共有することは意味があるのではないかと思います。安全確保のためにも意

味があると思いますし、園が安心して戸外に子供を連れて出られるようにするためにも、

こうした事例を調査して、共有することが大事ではないかと思います。 

 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、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。よろしくお願いいたします。 

 私からは、２点、意見を申し上げたいと思います。 

 参考資料のこども家庭庁関連予算概算要求、スライド９、基本姿勢に関連して、そこに

あるとおり、現在、国では、子供食堂など新しい子供の居場所に関する指針づくりの検討

が進められております。また、それに類似するものとしては、厚生労働省で私が関わって

いる放課後児童対策の専門委員会における、放課後児童クラブ、放課後子供教室、児童館

に関する議論も併せて進められております。それらの仕切りについては国によって行われ

ており、その違いについてはそれぞれの委員も理解しているところではありますけれども、

話を聞いてみますと、自治体関係者にとっては分かりにくいものとなっているように思い

ます。なぜ２つの放課後の居場所づくりの議論が同時に進められているのかといった率直

な疑問や戸惑いなども聞かれるところです。今後は、２つの議論の取りまとめがしっかり

と整合化され、こども家庭庁に引き継がれて、最終的な指針として形づくられていくこと

を心より願っております。また、自治体に対する丁寧な説明も必要かと思います。 

 続いて、第２番目ですが、保育政策について、待機児童問題の取組と同時に保育サービ

スの存続問題も非常に大きくなっておりまして、全国的に地域における保育問題が非常に

多様になってきております。特に、後者、つまり、保育サービスの存続問題については、

一部の地域で非常に先鋭化しており、強力でスピーディーな対策が求められている実情に

あるかと思います。待機児童問題がいまだ深刻な自治体と保育の存続そのものが危機に瀕

している自治体とが、全国的に、言わばまだら模様のように存在し、それにコロナ禍の影

響による少子化あるいは保育サービスの利用控えなども拍車をかけておりまして、非常に

迅速な対応が求められる事態になっていると思います。このような保育課題の急変に対応
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していくためには、全国画一的な施策ではなくて、地域の実情に応じて柔軟な対応が取れ

る、使い勝手のよい対策も必要ではないかと思います。そうしたことが現在のシステムで

取り得るのか、または、国レベルでそうした検討がなされているのか、例えば、自治体が

自由に使える基金のような施策などがあるのかどうか、質問にもなりますけれども、実情

について、それらについてお聞きしたいと思います。自治体のみに委ねる、保育サービス

の存続のための支援に委ねるという対応では限界があるように思っております。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した。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、奥山千鶴子委員、お願いいたします。 

○奥山委員 ありがとうございます。子育てひろば全国連絡協議会、奥山です。 

 意見書も出させていただいております。 

 私から、３点ほどあります。 

 １つは、妊娠期からの切れ目ない支援の体制整備についてです。意見書にも書かせてい

ただいておりますが、保健分野、福祉分野、子育て支援の分野の連携強化がさらに求めら

れていると思っております。また、地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業といった13

事業の部分と子育て世代包括支援センターの母子保健型との連携により、妊娠期からの切

れ目ない支援をさらに強化していく必要があると思います。岡本委員からも御指摘があり

ましたが、産後ケア事業の充実が非常に大事になってくると思います。この時期は保護者

の負担感も高く、自分の体、お子さんのケア、保育所等の就園、復職・復帰に向けての準

備等もあります。いろいろな課題がある中で、ストレスをためてしまいがちな産後の支援

は非常に重要だと思っています。なかなか、今、産後ケア事業が当事者の皆さんの元に届

かないという自治体もございます。その中で、産前産後のヘルパーという地域の人材の方々

が家庭に訪問して家事支援をするという事業に取り組んでいる自治体が一定数ございます。

ぜひこういったところにも着目していただいて、産後の支援を充実させていただきたいと

思います。 

 ２点目は、年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援ということが資料１の８ペ

ージと９ページにございます。私どももポンチ絵を見せていただいたのですけれども、13

事業のうち、ファミリー・サポート・センター事業や利用者支援事業は、学齢期まで、大

体、小学校の高学年、６年生ぐらいまで対応しておりますので、このポンチ絵の中でも何

か工夫してみていただければと思います。利用者支援事業も外に行って地域連携をする事

業ですし、ファミリー・サポート・センター事業もアウトリーチの事業でこれから非常に

重要な事業だと思いますので、その辺りへの御配慮をお願いいたします。就学前の家庭に

ついての支援、就園前の家庭についての支援が多分強化されてくると思いますが、それは

地域子育て支援拠点でこれまでやってきた事業として非常に期待している部分です。次の

ページに利用者支援事業や拠点事業のデータなども示させていただきましたので、御覧い
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ただければと思っております。 

 最後に、３つ目、子ども・子育ての３期目の事業計画に向けて、来年、ニーズ調査にな

ると思うのですけれども、こども家庭庁のスタートに当たり、市町村についての依頼がい

つぐらいになるのか、もし分かれば教えていただければと思います。 

 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、大下英和委員、お願いいたします。 

○大下委員 日本商工会議所、大下です。 

 私から、３点、申し上げたいと思います。 

 初めに、資料１の概算要求について、こども家庭庁のスタートもある中で、まずは安定

的な財源確保、加えて、待機児童の減少などの状況変化をしっかりと踏まえて、戦略的・

重点的な予算編成や財政支出がより一層求められると思っております。特に子育て世代が

安心して産み育てて仕事との両立を図れるように、保育の量の確保から質の向上へのシフ

トについて、具体的な取組を進めていく必要があると考えています。 

 ２点目は、資料３、待機児童数についてです。４年連続で最少ということで、これは新

子育て安心プランによる量の確保が着実に進んでいる成果と評価をしております。予算と

の兼ね合いも踏まえまして、今後は、保育所の多機能化など、質の向上につながる効率的・

効果的な施設活用・運営をお願いしたいと思います。 

 最後、３点目、バス送迎の安全管理についてです。痛ましい事案の再発を大変残念に思

っています。保育の質の向上の第一は、働く人が安心して子供を預けられる、この１点だ

と思っています。事案の検証、再発の防止徹底はもちろん重要ですけれども、根底にある

課題の一つは現場の人手不足ではないかと思っています。IT活用等による負担の軽減、保

育士の皆さんの処遇の改善、能力開発等による十分な人手の確保こそ最優先ではないかと

思っております。くれぐれも再発防止策が現場のさらなる負担増となってかえって質の向

上や安全確保の妨げになるようなことがないよう、お願いしたいと思います。 

 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、続きまして山内五百子委員、お願いいたします。 

○山内委員 よろしくお願いします。 

 先ほどから皆さんも御発言されていますように、通園バスの件につきましては、本当に

私たちも非常に残念で、大変なショックを受けております。通園バスへの安全装置の義務

化の方向について国からお示しいただいたことについては、非常に安心して、ありがたく

思っております。それにしても、ヒューマンエラーはなかなか防ぎ切れないものですが、

絶対に起こさないという意識の下に、二重三重の確認についての改めての決意をいたした

いと思います。私の園でも、園児の出欠の管理をするシステム導入をいたしておりますが、

それに頼らず必ず保育者のダブルチェックをして、ヒューマンエラーが発生しないような
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ことをするという意味で、最大限、安全対策に対する確保をする形で、研修をこれからも

行ってまいりたいと思います。早朝、お子さんを受け入れる時点で、子供たちの状況につ

いて保護者の方としっかりと連絡を取り合うためにも、人手は確かに要ります。そういう

意味でも、今後については、配置基準についても見直していただき、少しは余分に保護者

の方とお話ができるような保育環境をつくっていただきたいと望む次第であります。 

 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、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ございます。 

 資料１と資料３について、意見を述べたいと思います。 

 資料１の９ページに、概算要求の内容が書いてございます。児童相談所の職員の採用活

動への支援の強化は、非常に重要なところであり、期待するところであります。マンパワ

ーが少ないことが課題の一つだと思っております。まずは職員の配置が図れるような支援

を期待しておりますが、児相の職員は経験値が必要であるということが重要なところで、

非常勤職員等を増やして数だけ増やすということではなくて、ぜひ、常勤職員として雇用

し、経験が積めるような安定した職場にしていただきたいと思っております。また、研修

制度も非常に重要なことだと思います。児童発達支援センターや医療的ケア児の支援セン

ターの設置に関しまして、設置がどこにされてどういう活動をされているかというフォロ

ーをお願いしたいと思います。まだ37都道府県しか設置されていないということでござい

ますけれども、今後、どんどん設置された場合に、どこでどうしているか、例えば、病院

内に設置したり、大学の寄附講座で対応したり、様々な課題があると把握しておりますけ

れども、その情報の共有化ができるように御配慮いただきたいと思います。また、医療的

ケア児の総数は、一応国も出しておられますけれども、都道府県が行っている数字と異な

る場所もございますので、できれば統一した方法を示していただければありがたいと思い

ます。また、ヤングケアラーや障害児の支援制度、児童虐待などは、文科省との連携を非

常に期待したいと思います。一番難しいことは、ヤングケアラーということに関して、学

校保健から考えると、なかなか対処しにくいところがございますので、その辺りはおのお

のがどういう形で関与できるかということをぜひ文科と調整していただければと思います。 

 最後に、資料３に関して、待機児童が減少したという非常に結構なことでございますけ

れども、箱物をつくるように推奨しておいて、数が減ったからということは、設置された

経営者の方々には大変御負担になると思います。今、モデル事業を行っておられるという

ことでございますけれども、この効果を検証していただくとともに、利用対象の拡大に向

けた取組、例えば、対応できるところであれば障害者のレスパイトケアの対応をするとか、

様々な対応策を御検討いただきたいと思います。 

 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。 
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 それでは、水嶋昌子専門委員、お願いいたします。 

○水嶋専門委員 ありがとうございます。家庭的保育全国連絡協議会の水嶋です。 

 こども基本法は、全てのこどもを対象にしていて、こども政策の基本理念の一つに、成

育環境にかかわらず、誰一人取り残すことなく、健やかな成長を保障するとあります。最

近、子ども虐待と社会的養護についての研修を受講する機会がありました。日頃私たちが

目にするのは子ども虐待相談件数やニュースになるほどの痛ましい事件についてですが、

子ども虐待の実態や子どもへの影響について、もっと知る必要があると思います。地域の

つながりが希薄化している現代は、より関係機関が連携し合って成果を上げていかなけれ

ばならない。そのために、地域に根差し、地域をよく知っている家庭的保育ができること

をもっと考えていきたいと思います。 

 次に、参考資料の令和５年度予算概算要求の概要、17ページの「（２）保育の受け皿整

備・保育人材の確保等」について、ポツ２の「この他」からなのですが、園外活動などに

おける園児見落としなどの発生防止のため、園外活動時の見守りを含む周辺業務を行う者

（保育支援者）の補助対象に家庭的保育が追加されたこと、とてもありがたく、感謝いた

します。子どもが３人のときでも、園外活動では保育者１人で０歳児を含む子どもを外に

連れて行くのはかなり難しいです。また、最近では、コロナの感染などで急に保育補助者

が出勤できないということもありますので、追加となる支援はとてもありがたいと思って

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、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、児童養護施設の対象児童の自立支援の充実についてです。児童手当の支給延長を

お願いしたいと思います。児童養護施設に幼少時から入所している児童につきましては、

児童手当を貯金しておりますので、18歳で退所するときに、ある程度、安心して出て行く

ことができるようになっています。しかし、最近では、高校生など高年齢になって施設に

入所する児童が増えています。数年で施設を退所するようなことになりますので、その際

に貯金がほとんどない状態で社会に出て行くことになります。児童養護施設の入所児童に

つきましては、児童手当の支給の延長をお願いしたいと思います。 

 また、ハイティーンの子供や20代の若者への支援の仕組みはいまだ脆弱です。児童養護

施設の退所児童のみならず、一般家庭で過酷な環境下で生活しているユースや社会的養護

につながらなかったようなユースも利用できるような、ユース支援の仕組みづくりをお願

いしたいと思います。 

 また、来年４月にこども家庭庁が創設されることに期待しております。社会的養護の分

野もしっかりとした政策を打ち出していただけるとありがたいです。昨今でいいますと、

物価高騰という波が押し寄せてきております。来年度の措置費等の予算においては、その
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分について反映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、戸巻聖専門委員、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です。よろしくお願いいたします。 

 意見書を提出させていただいております。そちらで、２点ほど、提出させていただいて

おります。 

 皆さんも口をそろえて言っていただいています、バスの痛ましい事故が起きてしまいま

した。子供たちの命です。日本の宝です。大事にしていきたいと思います。こういったハ

ードの部分について、先ほど、駒崎さん、少子化担当大臣のほうで、ハードの整備という

ことでお話しいただきましたが、ソフトとハードという両面できちんと整備していくこと

がすごく大事だと思っております。どんなにハードを整備しても、それを使う者がしっか

りした意識を持っていなければ、同じことを繰り返してしまうことが十分に考えられると

僕は考えておりますので、職員の研修といったものをしっかり進めていけたらと当協議会

では考えております。よろしくお願いいたします。 

 今回、予算について、大きなウエートが占められている事例を説明いただきました。そ

の中で私からお話ししたいことが、地方自治体の財政体力や子育て施策の優先度合いによ

って、国につくっていただいた補助メニュー等を使えていない自治体があります。これは

日本中の全ての子供たちには平等に受ける権利があると僕は考えています。例えば、事故

防止の補助金も同様だと思います。自治体によっては、事故防止の補助金が使えない。自

治体の４分の１の負担があるがゆえに、事故防止補助金をやっていない自治体が存在して

います。これについては、ある意味、今回のような事故も含めて、日本の子供たちを大切

に育てていくということを考えた場合には、国にしっかり責任を持ってやっていただいて、

自治体の４分の１の持ち出しがなくても補助ができるような形を予算の中で考えていく。

来年のこども家庭庁に合わせて、岸田総理も、子供に関する予算を倍増していくとおっし

ゃっております。そういった部分で、国が面倒を見ていく、この国は子供を守っていくと、

この辺をしっかりやっていったほうがいいのではないかと私は考えております。自治体に

よって、道路を挟んだ向かいの市では子供たちが補助金の上でできる取組があるのに、こ

ちらではできないといったことが起きている事実は、考えていかなければならない。日本

中、どこにいても、同じ国の施策を子供たちが享受できる、権利を享受できる、保育内容

を享受できることはすごく大事なことかと思っております。よろしくお願いいたします。 

 ２つ目です。こども家庭庁の創設に合わせまして、0.3兆円のメニューについては、再度、

ここの場面でもう一度お伝えさせていただきたいと思っております。子ども・子育てにお

いて、職員の処遇、１歳児、４・５歳児の職員配置の改善も含まれております。これは職

員の数を改善することで質が向上するというところではないのかもしれませんが、しっか

りと子供たちと向き合う時間、先生が一人一人の子供たちに向き合う大切さ、日本は１人
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の人が見なければならない子供の数は世界で見ても多い状況になっておりますので、この

辺の検討を進めていただきたいと思っております。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、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。 

 先月、小倉大臣との懇談で、当協議会からも意見を発表しましたので、その内容を中心

にお話しさせていただきます。 

 病児保育は、子供が病気のときの就労支援と捉えられることが多いです。実際、子供中

心の病児保育を行うことによりまして、結果として、保護者は安心して就労することがで

きます。しかし、病児保育の目的を就労支援としているだけでは、少子化対策にはなかな

かならないと思います。病気のときでも子供の健全な育ちを支えるとともに、保護者のボ

ランティア活動や文化事業への参画など、社会活動全般への参加を可能とする制度として

活用すべきと考えております。つまり、就労だけでなく、社会に貢献する活動が可能とな

り、男女共同参画社会の実現につながります。子育てをする喜びと、さらに、社会活動を

行うことによる、自己肯定感、満足感を生み出すことが大切です。これらは、子供を産み

育てる意識の改善と出生率の改善に寄与すると考えております。 

 病児保育では、感染症や外傷などの病児の病気の安定期から保育園に復帰するまでの保

育を行っております。未就学児、特に３歳以下の児童にとりましては、病気は一時的なも

のではございません。病的な状態から健康へと連続し、また、その逆もあります。必ずし

も子供にとって一時的な状態ではないことを考慮しますと、病児保育は通常の保育園と同

様の役割を果たしていることになります。保育と病児保育は、お互いに補完し合い、その

結果、完全な保育体制が完成すると考えます。こども家庭庁では、病児保育の機能を包括

的に捉えることにより、一時事業ではなく、一般の保育事業の中に分類していただきたい

と思います。 

 最後に、現在行われています企業主導型保育における病児保育では、補助金や処遇面で

の差が見られます。この実態を調査していただき、制度の一本化をお願いしたいと思いま

す。さらに、小児医療はこども家庭庁に移行することはないとのことでございますが、保

育と小児医療は一体であります。ともに成長・発育を支えています。小児科医の多くは病

児保育を行っておりますので、十分な連携が必要と考えております。 

 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。 

 今回お示しいただきました資料１の17ページになりますが、こども家庭庁関連の概算要
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求の第３「全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する」、「（２）

保育の受け皿整備・保育人材の確保等」のうち、認可外保育施設の質の確保・向上という

項目に、ベビーシッターの研修機会を増加させることによりさらなる質の向上を図ると入

れていただきましたことに感謝を申し上げます。ベビーシッターの研修については、前回

も少し触れさせていただいておりますが、オンラインでの研修実施が可能になったことに

より、私どもの団体で実施する研修には全国から参加されています。その中でも特に受講

者に好評なものは、ブレークアウトルームなどを使いながらグループで話し合う時間が持

てることです。ベビーシッターはそれぞれ自宅から依頼のあった家庭に直接訪問すること

が多く、他の保育者と顔を合わせ、話をする機会も非常に少ないです。子供の保育や様々

な家庭との関わりの中で、保育者が迷ったり悩んだりすることも多いと思います。もちろ

ん所属する事業者単位での研修が行われ、事業者に配置されているコーディネーターが保

育者の様々な相談に乗ることもできますが、全国を見渡したときに、その体制が整ってい

るところばかりではないですし、最近は個人で届出をして個人事業主として働く方や、そ

もそもその地域に事業者がない方たちもいます。そのため、従事要件となる基本的な研修

を修了した後に受講できる現任者向けの研修の充実が今後は必要と考えておりますが、専

門的な学びとともに、日頃は他の保育者と交流が持ちにくい保育者の情報交換や事例検討

を交えながら、訪問型保育の特性を考慮し、保育者の倫理感を高めることも含めた質の向

上を図っていきたいと考えております。 

 以上になります。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。 

 それでは、大岡紳浩、三日月委員代理、よろしくお願いいたします。 

○大岡代理 滋賀県健康医療福祉部理事の大岡でございます。 

 委員の三日月知事は他の公務により出席がかなわないため、代わりに発言をさせていた

だきます。 

 意見書を提出させていただいておりますので、ページの11と12でございますが、それに

沿って、大きく、３点、申し上げたいと思います。 

 １点目は、保育の充実であります。まずは、保育士の着実な処遇の改善をありがとうご

ざいます。今回特に申し上げたいことは、人口減少地域の問題であります。本県では、３

分の２の保育所で定員割れが生じておりまして、将来の施設運営を不安視する声を聞いて

おります。そのため、利用児童が減少している施設の運営に支障が生じないような公定価

格等の設定、あるいは、保育施設の多機能化を図るための公立園も含めました整備費用へ

の支援をお願いするものでございます。特にこれは少子化の進展に伴う大きな課題でござ

いますので、ぜひとも御対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目は、多くの委員からも御意見をいただいておりましたが、保育所等における児童

の安全確保であります。先般の痛ましい通園バスの事故の発生を受けまして、本日の資料

でも対策の取りまとめ作業を加速するという記載がございましたけれども、地方としまし
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ては、一刻も早く安全対策を講じたいと考えておりまして、資料にありますとおり、対応

策の早期明示と必要な財源の確保をお願いするものでございます。その他、県内の保育所

からは、現行の職員配置では子供の安全を十分に確保することができないといった声もお

聞きしております。ぜひとも、質の確保として、職員配置の見直しに関しまして、事項要

求となっております0.3兆円の財源確保をお願いするものでございます。 

 最後に、児童相談所等におけます子供の意見表明支援についてでございます。令和５年

早々にガイドラインをお示しいただくと伺っているところでございますけれども、本取組

を令和６年度から円滑に開始するためには、人材確保、養成など、早急に準備に着手する

必要がございます。このため、業務内容や資格要件など、この取組の基本となります事項

につきまして、できる限り早期にお示ししていただきたいとお願いするものでございます。 

 以上、３点をお願いするものでございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からの御質問に対して、事務局から回答をお願いいたします。 

○丸山参事官 内閣府子ども・子育て支援担当参事官でございます。 

 まず、駒崎委員から、企業主導型保育事業における医療的ケア児の受入れ等々について

御意見を頂戴いたしました。企業型保育事業における医療的ケア児の受入れ方策等につき

ましては、現在、調査研究を行っているところでございまして、その調査研究などを踏ま

えまして検討してまいりたいと考えてございます。 

 駒崎委員から、居宅訪問型保育事業への障害児加算の新設等々について御意見を頂戴い

たしました。居宅訪問型保育事業につきましては、派遣対象の拡大や対象となる子供の状

態による事業類型の創設など、子ども・子育て支援新制度施行後５年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るところでございまして、引き続き検討してまいりた

いと考えてございます。 

 加藤委員から、ここdeサーチについて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、前回も御説明を申し上げましたけれども、令和２年９月の運用開始以降、閲覧

できる施設の数自体を増やすことにまずは重点を置いて情報の入力を促してまいりました。

委員の御指摘のとおり、知りたい情報が保護者に届くことは大変重要な課題であると考え

ておりますので、利用者の選択に資する情報を充実させることができるよう、引き続き検

討してまいりたいと考えております。 

 標準様式の普及の関係で、加藤委員、松村委員から、御意見を頂戴いたしました。標準

様式の普及に、今後、努めてまいりたいと考えております。 

 宮田委員、森田委員、望月委員をはじめ、複数の委員から、地方創生臨時交付金の関係

で御意見を頂戴いたしました。こちらにつきましては、同交付金の活用を各自治体に働き

かけをしておるところでございますけれども、引き続きそうした取組を進めていきたいと

考えてございます。 

 奥山委員から、子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査の手引きの発出時期について
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お尋ねがございましたけれども、そちらにつきましては、現在、検討しておりますので、

いつ頃発出できるかというめどは、今、申し上げられる段階にはございませんけれども、

各自治体の取組、各自治体におけるニーズ調査がしっかり行えるよう、私どもも手引きの

作成等には時期をしっかりと検討してまいりたいと考えております。 

 村上委員、山内委員、戸巻専門委員、三日月委員代理の大岡様より、0.3兆円超のメニュ

ー、配置基準の改善、安定財源の確保について、御意見を頂戴いたしました。いわゆる0.3

兆円超の質の向上項目に含まれます、１歳児、４・５歳児の配置改善等については、引き

続き必要な安定財源の確保に努めてまいりたいと考えてございます。 

 三日月委員の代理の大岡様より御意見を頂戴いたしました、利用児童減少施設の運営に

支障が生じない公定価格の設定につきましては、昨年、厚生労働省の有識者会議におきま

して、人口減少地域での保育所の運営の在り方について言及をされているところでござい

ますので、今後、厚生労働省をはじめ、関係省庁と連携して、必要な財源確保と併せて検

討を進めてまいりたいと考えてございます。 

 最後に、今回の大変痛ましいバスの事故の関係で、ほぼ全ての委員から様々な御意見を

頂戴いたしました。私どもといたしましては、冒頭の説明の中で御説明を申し上げました

けれども、実際にこうした事故が起きてしまったことを踏まえまして、緊急対策を10月の

上中旬にも取りまとめるべく、現在、作業しておるところでございますので、緊急対策の

取りまとめに向けて、まずは全力で取り組んでいきたいと考えてございます。 

 私からは、以上でございます。 

○佐藤保育課課長補佐 続きまして、厚生労働省の保育課でございます。 

 駒崎委員から御意見をいただきました入院中の医ケア児にも居宅訪問型保育事業を提供

するようにという御意見でございます。こちらは、問題意識として受け止めさせていただ

きます。現状の児童福祉法上の居宅の定義や医療保険制度にも関係することですので、こ

ういった課題も踏まえて、問題意識として受け止めさせていただこうと思います。 

 続きまして、待機児童の関係につきまして、水谷委員や手島委員ほかに御意見をいただ

いております。今後の受け皿の整備につきましては、各自治体にそれぞれ計画を出してい

ただいた状況を踏まえて設定しているものでございますが、必要になる受け皿を積んでは

いるところでございますけれども、引き続き整備を進めてまいりたいと考えております。 

 水谷委員、月本委員ほかから、未就園児の定期預かりのモデル事業についてコメントを

いただいたところでございます。こちらは、対象など、今後の予算編成過程の中で具体化

をしていくものでございますけれども、現時点で幼稚園を対象としていないということで

はございませんので、具体的な実施方法などについては、引き続き各自治体とも連携しな

がら取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、鈴木委員から、保育の養成施設について御質問をいただきました。現在、

就職率に応じて補助を出してきているところではございますけれども、今後、地方の都道

府県の保育所への就職率を踏まえて対応していくこととしております。 
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 続きまして、佐藤委員から、待機児童の調査を３月にしてはどうかというコメントをい

ただいているところでございます。こちらにつきましては、４月に新年度が始まるために、

４月１日の需要、申込みが多いということも一方で事実でございますので、４月に調査を

していくことが適切ではないかと考えております。 

 また、保育所の多機能化につきまして、障害の関係の事業とも連携をしていくべきとい

うコメントもいただいておりまして、こちらはまさにおっしゃるとおりだと思っておりま

す。モデル事業も始まりますので、その中でしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 最後、柏女委員から、保育所の存続問題についてどうするのかという御意見もいただい

ているところでございます。基金はあるのかという御質問もいただいておりまして、現状、

基金があるわけではないのですけれども、今後の保育所の在り方を考えていく中で、様々

な取組を考えてまいりたいと考えております。 

 私からは、以上でございます。 

○尾崎総務課長 厚生労働省子ども家庭局の総務課長でございます。様々な御意見をあり

がとうございました。 

 私から、何点かお話しさせていただければと思います。 

 まず、岡本専門委員や奥山委員から、産後ケアの充実について御指摘をいただきました。

産後ケアにつきましては、大変重要な事業と思っておりまして、全国でしっかり広げてい

きたいと思ってございます。委員の御指摘のように、心身の不調のある方、育児に不安の

ある方、その他特に支援が必要と認められる方、幅広く対象としている事業でございます

が、自治体によって取組に濃淡があるということは事実だと思ってございます。メニュー

的には様々な方が対象者になると申し上げましたが、やり方についても、通所していただ

くものや短期間入所していただくもの以外にも、アウトリーチという形で御利用者のお宅

に伺うような形もできるようになってございます。自治体の状況なり課題なりをしっかり

把握しながら、産後ケアの充実に努めていきたいと思ってございます。 

 また、月本委員からも御意見を幾つかいただいてございます。１つは、幼稚園における

いわゆるひろば事業の実施の関係です。この事業につきましては、幼稚園も含めまして様々

な場所で実施することが可能となってございますが、実施主体そのものが自治体でござい

ますので、実施に当たっては自治体とよく御相談いただけるとありがたいと思います。 

 もう１点、男性、父親が育児に参画できるように、両親学級、両親教育のようなものを

しっかりやるべきではないかと、このような御指摘もいただいたところでございます。御

指摘のように、安心して妊娠・出産・子育てができるようにするためには、父親も含めた

支援は大事だと思ってございまして、自治体においては、両親学級という形で、父親・母

親が共に参加できるような取組を、特に両者が参加できやすいということで、土日に開催

するなどの工夫をしているところもあると承知してございます。また、厚労省の取組とい

たしましても、両親学級などをオンラインで実施できるように、そういったことに対する
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補助事業も、今年度、創設したところでございます。このような取組を引き続きしっかり

進めていくことによって、妊娠・出産・子育てを安心して実施できるように努めてまいり

たいと思ってございます。 

 そのほか、渡辺専門委員からは、児童相談所のマンパワーの確保が大事だと、その中で

も特に経験値を持った方が必要なので研修なども必要だという御指摘もいただいておりま

すし、ヤングケアラーの取組については文科省との連携などもしっかりやっていくべきだ

という御指摘もいただいたところでございます。 

 また、則武専門委員からは、児童養護施設の退所者についての支援も、しっかりとやっ

ていくべき、充実していくべき、さらには養護施設の措置費などについても配慮を行うべ

きだという御指摘などもいただいたところでございます。方向としてはどれもしっかりや

っていきたいと思っていますし、既存の予算なども含めて取り組んでいきたいと思ってご

ざいますが、課題もあるとは思ってございます。できるものとできないものがどうしても

出てきてしまうと思いますが、しっかりと支援を充実できるように努めていきたいと思っ

てございます。 

 そのほかにも御指摘いただいている点があったと思いますが、それらについても予算の

編成過程なり今後の取組の際にしっかりと頭に置きながら取組を進めさせていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは、以上になります。 

○横田幼児教育企画官 文部科学省幼児教育課でございます。 

 架け橋プログラムにつきまして、加藤先生、箕輪先生、水谷先生、松村先生から御意見

をいただきまして、ありがとうございます。架け橋プログラムにつきましては、幼稚園、

保育所、認定こども園、施設類型を超えた連携を現在は進めておりまして、地域の一体的

な幼児教育の質向上に取り組んでいるところでございます。このため、当然ながら、自治

体内の教育委員会、子育て部局、関係部局の連携も併せて進めていきたいと考えておりま

す。この事業費は調査研究事業費になっておりますけれども、十分な実証が行えるように、

引き続き予算の確保に努めていきたいと考えております。 

 また、御意見をいただきました幼児教育の質保障に関する調査研究ですけれども、こち

らの対象といたしましては、幼稚園のみならず、保育園や認定こども園における幼児教育

につきましても対象とすることを念頭に、現在、要求しているところでございます。 

 以上でございます。 

○漆畑参事官 内閣官房こども家庭庁設立準備室でございます。 

 今回、多くの方々から、こども家庭庁設立に当たっての御意見、御要望、激励、期待に

至るまで、いただいたかと思ってございます。我々も、しっかりと御意見を踏まえて準備

を進めてまいりたいと思ってございます。 

 一つ一つ、お答えさせていただきますと、初めに、古口委員から、こども家庭庁に対す

る期待、縦割り打破、行政の一本化、スムーズに進むように、これを契機にということで、
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お話があったところでございます。我々は、しっかりと取り組んでまいりたいと思ってご

ざいます。 

 岡本専門委員から、資料１の８ページ、５つの基本姿勢のところで、支援をしっかり届

けてほしいというところを取り上げていただきまして、これは、前の大臣の野田大臣から

５つの基本姿勢でしっかり取り組むようにと言われたものをまとめたものでございまして

は、我々は意識して進めてまいりたいと思います。しっかり取り組んでまいりたいと思っ

てございます。 

 村上委員から、財源のこと、安定的な税財源確保をしっかり検討していくようにという

お話がございました。関係各機関と一緒に、こういうものに取り組んでいきたいと思って

ございます。 

 宮田委員から、同じような話かもしれませんが、縦割り、事務のふくそうのような話が

ございましたので、こういうものはこども家庭庁設立を契機に意識してなくしていきたい

と思ってございます。 

 併せて、宮田委員から、新しくこども家庭庁で立ち上げる居場所の指針みたいな話、未

就園児の話がございました。先ほどの資料１の８ページにもございますけれども、居場所、

未就園児は、大きな柱として、こども家庭庁直轄ででも取り組んでいくようなテーマでご

ざいますので、しっかり進めてまいりたいと思ってございます。 

 水野委員から、同じ資料１の８ページ、下のほう、ポンチ絵で少し御指摘がございまし

た。児童館のところがもうちょっと前からという話もございまして、これは分かりやすさ

と正確性との両方を考えながらつくっているところでございますので、またいろいろと工

夫できるところがあれば工夫してまいりたいと思ってございます。 

 同じ資料で、奥山委員から、ファミリー・サポートの辺りだと思いますけれども、これ

はもうちょっと学齢期のほうという話もございまして、同じように、正確性と分かりやす

さを考えながら、資料は工夫できるところがあれば工夫していきたいと思ってございます。 

 松村委員から、同じイメージ図のいじめのところです。本来というか、もともと文科省

には学内のいじめなどはしっかりやっていただいていたのでしょうけれども、今回、こど

も家庭庁ということで、学外も含めての地域におけるいじめの防止対策にしっかり取り組

んでいきたいと思ってございまして、そこは赤書きになってございます。首長さんの部局

と教育委員会の部局の連携がみそだという話をいただきましたが、我々も非常にそう思っ

てございますので、その辺を意識しながらしっかり取り組んでまいりたいと思ってござい

います。 

 柏女委員から、居場所のところ、放課後のところで２系統があるので、こども家庭庁が

できた後はそのような形でというお話がございましたので、先ほども申し上げましたけれ

ども、今回、居場所の指針を策定して包括的に取り組んでいきたいと思ってございます。 

 則武専門委員から、こども家庭庁ができた後も社会養護をしっかりとということでござ

いましたので、当然しっかり取り組んでまいりたいと思ってございます。 
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 私からは、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62回「子ども・子育て会議」をこれにて終了い

たします。 

 ありがとうございました。御参加に御礼申し上げます。 


