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○秋田会長 おはようございます。それでは、定刻となりましたので、第63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、よろしくお願いいたします。 

○小倉大臣 皆さん、おはようございます。少子化対策・こども政策を担当しております、

内閣府特命担当大臣の小倉將信です。 

 本会議の委員の皆様方におかれましては、秋田先生をはじめ、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たいと思います。 

 この場をお借りいたしまして、私から大きく３点ほど御紹介をさせていただきたいと思

います。 

 まず１点目でありますけれども、本年の９月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大変痛ましい事故を受けまして、私を議長と

する関係府省会議において、10月12日に緊急対策を取りまとめて、スピード感を持ってこ

れを着実に推進しているところであります。 

 本緊急対策の一環といたしまして、12月２日に成立した第二次補正予算に「こどもの安

心・安全対策支援パッケージ」の推進に要する所要の経費を計上させていただきました。

各自治体、施設においても、送迎用バスの安全装置改修や登園管理システム、こどもの見

守りタグの導入の支援等、とりわけ安全装置の改修につきましては、施設側の負担を実質

ゼロとさせていただきましたので、これらを御活用いただきながら、二度とこのような痛

ましい事故が起きないように取り組んでいただくようお願い申し上げます。 

 こうした中で、先般、大阪府岸和田市で起きた２歳の女児の置き去り事案におきまして、

11月15日の閣議後記者会見での記者とのやり取りのごく一部が切り出されておりました。

具体的に言えば、私の「園の責任もある」との発言でありますが、この発言の意図が正確

に伝わっていない可能性がありますので、改めて私の考えをこの場をお借りいたしまして

申し上げたいと思います。 

 本件は、間違いなく保護者の管理下で起きた事案でありまして、一義的には保護者が適

切に子供の所在の確認を行うべきものだったということを記者会見の場で申し上げました。

その上で、こどもの登園日に当該こどもが連絡なく欠席していたにもかかわらず、保育所

においても本来行われるべきであった保護者への出欠確認の連絡が漏れ、救えたかもしれ

ない命を救う機会を逸したという点で大変遺憾であるということも同時に申し上げました。 

 ただ、記者からの保育園の責任を問われた際の応答での、私の「園にも責任がある」と

の発言が報道の中心となってしまったことが、日々重責を担ってらっしゃる保育士の方々、

園の皆様方にさらなる責任と負担を感じさせる印象を与えてしまった点は否めないと考え

ております。今後、発言には一層注意をしてまいりたいと思っております。 

 続きまして、２点目に移ります。先般、静岡県裾野市の保育所等において、不適切な保
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育が行われていた事案が発生しております。こどもの安全・安心が最も配慮されるべき保

育所等においてこのような事案はあってはならず、これについても誠に遺憾に感じており

ます。同時に、一生懸命真面目に働いてくださっている全国の保育士、保育教諭等の皆様

方にとってもこれは大変失礼な話だと感じております。 

 今回の事案を受けまして、厚生労働省とともに保育所等に対しまして、12月７日に注意

喚起を行ったところであります。 

 あわせて、各施設における実態や自治体における対応を把握するための調査を行う予定

でありますので、各自治体、施設におきましては重ねての御負担となり大変恐縮でありま

すが、御協力をお願い申し上げたいと思います。 

 こどもの安心・安全の確保に向けて、引き続き関係府省が連携してしっかりと対応して

まいりますので、委員の皆様方におかれましても、御理解、御協力をお願いいたします。 

 最後の３点目であります。今回の経済対策においては、妊娠届出時から全ての妊婦や子

育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実と、その実効性を高める

ための合計10万円相当の経済的支援を一体的に実施する事業を盛り込みまして、令和４年

度第２次補正予算で出産・子育て応援交付金を創設し、これを継続的に実施することとし

たところであります。 

 本事業によりまして、全ての妊婦、子育て家庭の不安感や孤立感を取り払い、安心して

出産、子育てができる環境整備につなげていけるよう、引き続き地方自治体等との連携を

しながら円滑な実施に努めてまいります。 

 このほか、本日は公定価格に関する検討をはじめ、子ども・子育て支援に関する議題に

ついて広く御議論いただくと承知いたしております。来年の４月にはこども家庭庁が発足

いたします。こどもまんなか社会の実現に向けて、委員の皆様方から様々な御意見をいた

だくよう御期待を申し上げております。 

 今日も私は最後まで同席させていただきまして、委員の皆様方の現場の声にきちんと耳

を傾けさせていただきます。今後とも、こども政策の推進に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、引き続きの御指導、御協力のほど、よろしくお願

いを申し上げまして、冒頭の挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 ありがとうございました。 

○秋田会長 小倉大臣、ありがとうございました。 

 それでは、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 会議を再開いたします。 

 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。12月８日付で村上陽子

委員が退任され、佐保昌一委員が就任されましたので、御紹介いたします。 

 それでは、新たに就任されました委員から一言いただけますでしょうか。佐保委員、お

願いいたします。 
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○佐保委員 連合で社会保障を担当しております、総合政策推進局長の佐保といいます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 次に、本日の委員の御出欠について、事務局より報告をお願いいたします。 

○丸山参事官 委員の御出欠について御報告いたします。三日月大造委員、水谷豊三委員

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、水谷豊三委員におかれましては、濱名浩代理人に御出席をいただ

いております。また、徳倉委員におかれましては、所用により途中から出席、もしくは欠

席と伺ってございます。 

 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。 

○秋田会長 どうも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、公定価格等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 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でございます。 

 資料１を御覧いただけますでしょうか。「公定価格の検討について」と題する資料の１

ページ目、１ポツの１つ目の〇でございますけれども、「令和４年人事院勧告に伴う国家

公務員給与改定に伴う対応について」ということで、先般、成立をいただきました令和４

年補正予算におきまして措置がされた内容でございますが、今年の夏の令和４年人事院勧

告に伴って、国家公務員給与の改定がなされることになりまして、その内容を反映いたし

まして、教育・保育給付の公定価格につきましても、その内容を反映した改定を令和４年

４月分に遡って実施いたします。 

 具体的な人事院勧告の内容と、それに伴いまして公定価格にどのような引上げがなされ

るのかというところは【参考】というところに付しておりますけれども、公定価格の関係

では2.1％のプラス改定ということでございます。 

 ２つ目の〇でございますけれども、公定価格の令和３年人事院勧告に伴う対応といたし

まして、令和４年４月から９月までの半年間でございますけれども、公定価格は減額でご

ざいまして、これは人件費0.9％の減額でございましたが、こちらにつきましては、今年２

月から実施させていただいております３％、9,000円相当の処遇改善に当たりまして、その

３％という水準が達成できるように、このマイナス0.9％分につきまして、国家公務員給与

改定対応部分ということで補助をいたしておりました。こちらにつきましては、上の○に

ありますとおり、令和４年の人事院勧告に伴う公定価格の改定で４月に遡って改定をされ

ますので、この国家公務員給改定対応部分につきましては、これを受けた施設については
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公定価格において年度末に調整をさせていただくということでございます。 

 続きまして、２ポツでございます。令和５年度の公定価格における検討ということで、

今、まさに最終的な予算編成過程で詰めを行っておるところでございますけれども、（１）

といたしまして、処遇改善等加算Ⅲの平年度化ということで、今年の補正予算から引き続

き実施をしております処遇改善が10月から公定価格で半年分を当初予算で措置をしており

ますけれども、令和４年度は半年分であったものが令和５年度には平年度化をして12か月

実施になりますので、その分に必要な経費について計上することを予定してございます。 

 （２）でございますけれども、様々皆様方から御要請・御要望いただいております事項

等を含めまして、教育・保育の質の向上等について、安定的な財源の確保と併せて検討を

してございます。 

 資料１については以上でございます。 

○高木参事官 続きまして、資料２を御説明させていただきます。認定こども園担当参事

官の高木でございます。よろしくお願いいたします。 

 お時間も限られておりますので、資料２の５ページから御覧ください。今回、９月５日

に静岡県牧之原市で事故が起きまして、その後、早急に各園での緊急点検及び自治体によ

る実地調査についてお願いしたところでございます。この場をお借りして、御協力につい

て感謝申し上げます。 

 この牧之原市の事案でございますけれども、５ページに書かせていただきましたが、誰

が何をするかという業務内容が手続、ルール化がされていなかった。実態としましては、

運転者、乗務員の２名体制で運行しておったのですけれども、最後の降車確認を運転者が

毎回やっておったのですが、業務内容として明記されているものではなかったということ

で、乗務員の業務内容にも明記されていないといった形でやられていた。その日は通常の

運転者でない方が運行されたのですけれども、引き継ぎ等はなされなかったので、降車時

のこどもがいないかといった確認ができなかったということと、出欠確認もルール化され

ていなかった。誰がどう確認して誰に報告するか、保護者に誰が連絡するかといったこと

が明確になっていなかった。 

 こういった点などを含めまして、６ページでございます。国が行うべき緊急対策として

４点を整理させていただきまして、実際今、動いているところでございます。 

 １つ目が、所在確認と安全装置の装備の義務付け。 

 ２つ目が、安全装置の技術的な仕様に関するガイドラインを作成します。 

 ３つ目が、バス運行上の安全管理マニュアルを国として作成して、各園に提示させてい

ただくこと。 

 ４つ目が、財政的支援になります。 

 具体的な中身につきまして、まず７ページに義務付け関係でございます。園外活動も含

めまして、自動車、バス等で移動する場合には、乗車時・降車時に関し、点呼等によりま

して、園児、幼児の所在を確認することを義務付けましょうというのが１点目。 
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 ２点目としまして、通園時に送迎用バスを使う場合に関しては、安全装置を装備しまし

ょうといった２つについて義務付けします。関係府省令の改正で義務付けていくことを考

えています。これによりまして、各自治体が園に対して指導監査等でしっかり見ていただ

くことになります。 

 現在、パブリックコメントをしている最中でございまして、できれば今月中に公布でき

ればと考えています。来年４月から施行ということになりますが、まだ安全措置はどうい

ったものが市場に流通するか、見えていないところもございますので、１年間は経過措置

期間ということで、代替措置でも義務違反にはなりませんといった規定を設けようとして

います。 

 然は然りながら、今回の静岡県の案件及び１年前に福岡県でも似たような事案があり、

いずれも夏に熱中症でお亡くなりなったことですので、来年６月末までにはできる限り全

ての送迎用バスに安全装置が装備できるよう促していければと考えています。 

 ９ページでございます。具体的な安全装置の技術的な仕様について、今、国土交通省が

ガイドラインを検討中でございます。ポイントとしては２点ございまして、あくまで実際

にこどもたちがバスの中に残っていないかといった確認というのは人間が行うものではあ

りますけれども、然は然りながら、ヒューマンエラーというのはどうしても発生してしま

うといった観点から、ヒューマンエラーを補完するような安全装置にすることと、今は何

万台といった台数のバスが運行されているところでございますので、既存の今走っている

バスに追加的に後付けも可能な安全装置にしましょうといったところです。 

 国土交通省では、今、２つのパターンを中心に御検討されています。 

 １つ目は、例えばエンジンを切った後に、バスの後部のところから音声なり光なりが発

することによりまして、まずは点検しなくてはいけないということを運転者に促す。音な

り光なりを消すためのボタンを押さないと、しばらく経った後に大きな音が出るといった

装置、降車時にしっかり人が確認できることを促すような装置というパターンと、自動的

にセンサーなどによって感知するようなパターンの２つのパターンを中心に御検討いただ

いているところです。こちらは12月中旬にガイドラインの作成と書かせていただいていま

すけれども、年内いっぱいかかるのではといった状況でございます。 

 このガイドラインができましたら、ガイドラインにのっとった製品がどういったものか

というのを推奨リストという形で示していきます。こちらは内閣府で対応します。 

 各園、自治体におかれましては、その推奨リストに掲載された製品を参考にして御購入

して、装置の装備、取付工事等を行っていただければと考えています。 

 10ページでございます。国が作成した安全管理マニュアルでございます。各園でお使い

いただけるような形で、できるだけ簡素なものとして作らせていただきました。具体的に

は参考資料３として御用意させていただいています。こちらは実際の運行の動きに合わせ

て書かいているもの以外にも、例えばヒヤリハット事例の共有でありましたり、今回の静

岡県の事案ですと、側面にラッピングやスモークガラスが全面的に使用されており、スモ
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ークガラス、ラッピングというのは、外からバスの中が不審者に見られないといったこと

や日光を遮断するといった効用もあるかもしれませんけれども、全面的に使用することは

こどもの安全管理からいかがなものかといったことも示させていただいています。 

 11ページ、財政的支援でございます。先ほど大臣からもありましたとおり、今般の補正

予算で通していただきました。送迎用バスに関しては、就学前の施設は、標準的な装置の

装備は園の負担が実質ゼロになるような定額措置をしていきます。 

 それ以外にも、２つ目、３つ目に書かせていただきましたけれども、登園管理システム

の導入費用でありましたり、園外活動などでこどもたちがどこにいるのかといったことが

把握できるような見守りタグの導入費用といったところも支援していきます。 

 いずれも導入費用の支援になりまして、かつ、通常の設備費の支援の場合は園の負担額

は４分の１程度といったところですけれども、今回は緊急事態の対応といったことで、園

の負担が５分の１という形で整理させていただいています。 

 その他、安全管理マニュアルに基づきました研修を自治体で実施していただく場合に補

助する仕組みを設けています。 

 最後の18ページでございます。10月12日にこのプランを出していただいたのですけれど

も、その後も小学校や特別支援学校のスクールバスで置き去りがあったり、また、先ほど

大臣からありましたとおり、大阪府岸和田市で自家用車の送迎時の事故もあったことです

ので、11月14日に改めて事務連絡を流させていただきました。各園で改めて確認作業をし

っかりいただきたいし、バス送迎を行っていない園に関しましても、今回の岸和田市の事

案は、一義的には保護者に責任がありますけれども、園の出欠確認の連絡もなされていな

かったので、バス送迎を行う・行わないにかかわらず、１ポツで書かせていただきました

けれども、出欠確認をしっかりやっていただきたいです。 

 私からは以上でございます。 

○藤岡幼児教育課長 失礼いたします。文部科学省幼児教育課長の藤岡でございます。 

 引き続きまして、資料３「令和４年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行

状況等調査の結果」について、概要を御説明させていただきます。 

 まず、１ページでございますが、この調査の概要の説明をさせていただいております。

私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度の円滑な移行等に資するよう、その状況や一時預

かり事業の実施状況を把握するものでございます。本年４月１日時点での私立幼稚園の移

行状況、市町村の一時預かり事業の実施状況等について調査を行ったものでございます。 

 ２ページでございますが、上段にある表の右端、太い黒線の枠で囲まれているところで

ございますが、新制度に移行した幼稚園、そして幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定

こども園に移行した園は、令和４年４月１日時点で4,471園となっております。全ての私立

幼稚園や幼稚園から認定こども園に移行した園のうち、58.2％となっております。 

 なお、さらにその右側にありますが、令和５年度末までに移行見込みまで含めますと、

全体の63.8％ということになります。施設類型といたしましては、幼保連携型認定こども
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園が一番多くなっているという状況でございます。 

 続いて、３ページは、各都道府県の移行状況を示したものでございます。 

 続いて、４ページでございますが、施設型給付を受ける園が感じている移行のメリット

についてです。「職員の処遇改善を図ることができた」「経営が安定した」という回答が

多くなっております。 

 続いて、５ページにつきましては、新制度に移行していない私立幼稚園における新制度

への移行に係る懸案となっております。こちらにつきましては、やはり事務の変更や増大

等に関する不安が66.2％ということで、最も多い状況となっております。 

 続いて、６ページでございます。こちらは在園児の預かり保育のための事業である一時

預かり事業（幼稚園型Ⅰ）についての状況でございます。59.6％の自治体が実施しており

まして、園数という点では全体の５割近い園で実施されているところでございます。 

 なお、私学助成による預かり保育補助を活用しているところも多くあるところでござい

まして、そちらは６ページ下の表の右側に記載されているところでございます。 

 ７ページから10ページにつきましては、この一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）に関しての

単価や加算の状況、事務負担軽減などの状況となってございます。 

 11ページでございますが、こちらは０～２歳児を幼稚園で預かるための一時預かり事業

（幼稚園型Ⅱ）の状況や課題となっております。新子育て安心プラン実施計画の採択を受

けた市町村が実施することができ、既に実施しているところ、今後実施予定、または検討

中と回答した地区町村は、全体の20.5％となっているところでございます。 

 簡単ではございますが、以上が資料３の説明でございます。 

○東少子化総合対策室長 失礼いたします。 

 それでは、資料４「出産・子育て応援交付金の概要について」、御説明させていただき

ます。厚生労働省子ども家庭局の少子化総合対策室長でございます。 

 １ページ目を御覧ください。先ほども小倉大臣の御挨拶のほうで御紹介させていただい

たものになります。まず、「事業の目的」の箱を御覧いただきますと、核家族化が進み、

地域のつながりも希薄となる中で孤立感、不安感を抱く妊婦さん、それから小さいお子さ

んを抱える子育て家庭の皆様は少なくないということも踏まえまして、先般の経済対策の

中で妊娠から出産・子育てまでの身近な伴走型の相談支援と経済的な支援をパッケージで

一体として実施することが盛り込まれ、令和４年度第２次補正予算において、出産・子育

て応援交付金というものを新たに予算事業で創設いたしまして、さらには真ん中の米印に

書いてあるとおり、これを来年度以降も継続的に実施していくということが決まっており

ます。 

 この中で、イメージ図を御覧いただきますと、真ん中の矢羽根が「伴走型相談支援」と

いうことになっておりますけれども、その箱の中に書いてありますとおり、こちらの実施

主体は市町村の子育て世代包括支援センター、これもまた後で御紹介しますが、地域で身

近な相談機関としての機能・役割を果たしていらっしゃるNPO等がやる子育てひろば、それ
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から保育園、幼稚園、認定こども園といったところの機能も、市町村と密に連携してこの

伴走型相談支援を担っていただくことにしたいと思っております。 

 やるべき話としては、全ての妊婦さん、子育て家庭さんに対しまして、この図にありま

すとおり、一番左側の妊娠届出時、妊娠後期の妊娠８か月頃、さらには出生届出を行った

直後のところのタイミングでアンケートや子育てガイドを活用しながら、出産・育児等の

見通しを一緒に確認する面談を実施いただきまして、さらにはそこで終わりではなくて、

その後もプッシュ型で子育てに関する情報をお届けし、随時相談を受け付けていくという

ことを通じまして、黄色い矢印の下にありますような両親学級、産後ケア、一時預かり、

家事支援サービスといった必要な支援につなげるということを描いているところでござい

ます。 

 また、この伴走型相談支援とパッケージで、一番下に妊娠届出時（５万円相当）、それ

から出生届出後（５万円相当）の経済的支援を実施することとしておりまして、対象者に

つきましては、左下にあります令和４年４月以降に出産された方ということになります。 

 令和４年度の２次補正予算としましては、右上に書いてありますとおり、国費で1267億

円の規模、補助率としては右下にありますとおり国３分の２、都道府県６分の１、市町村

６分の１としておりまして、経済的支援を始めるに当たってのいろいろなシステム構築等

の導入経費につきましては、国10分の10で設定しております。これは後ほど御説明いたし

ます。 

 続きまして、２ページ目を御覧いただければと思います。この一体的実施のイメージ、

それから期待される効果についてまとめた資料でございます。全体像につきましては、絵

のとおり、①、②、③と縦軸が時間軸になりますが、①が妊娠初期、②が妊娠後期の８か

月頃、③が出生直後、この段階ごとに横軸のほうで見ていただきますと、まず、左のニー

ズに対応する真ん中の相談支援を実施いたしまして、右側の支援につなげていくという流

れでございます。 

 面談時の相談支援の詳細内容を真ん中に箱でいろいろ書いてあります。こちらの詳細は

省きますけれども、ポイントといたしましては、決して従来型の指導を伴う緊張感を生む

面談ではなくて、全ての妊婦、子育て家庭の漠然とした不安やちょっとした悩みに手を差

し伸べて寄り添っていく支援を行っていきたいと考えております。 

 したがいまして、上の箱の米印を御覧いただきますと、先ほども１ページ目で御説明さ

せていただいたとおり、実施主体は市町村で行っていくわけですけれども、より身近で気

軽に相談できる機関として、地域の子育てひろば、保育園、幼稚園、認定こども園といっ

たところに市町村と密に連携いただいて、委託して請け負うという形のことも市町村には

推奨したいということで説明をしているところでございます。 

 また、左のオレンジの矢印にありますとおり、妊娠届出後の面談、それから③の出生届

出後の面談の後に、それぞれ経済的支援として５万円相当のギフトの支給を実施すること

としていますけれども、一体として行うことの意味としまして、上の箱の３行目に書いて
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ありますとおり、相談実施機関へのアクセスがしやすくなるという効果も期待しておりま

す。 

 それから、こういった経済的支援を行うことで、利用料等が発生する生まれた後の子育

て支援としての産後ケア、一時預かりといったところの利用者負担を軽減して、必要な支

援につながりやすくなる。その結果、必要な支援メニューが確実に保護者に届くというこ

ととなりまして、この伴走型支援の事業の実効性がより高まることを期待しての設計を行

っております。 

 ３ページが事業のポイントでございます。地方自治体の中には、もう既に様々な形で類

似の取組を実施していただいている自治体もありまして、そういったこともありますので、

今般、上の箱の１つ目のポツに書いてありますとおり、とにかくこれまでの自治体の創意

工夫の取組を生かしながら、地域の実情に応じて本事業に取り組んでいただけるように柔

軟な仕組みとしたいと考えております。 

 また、もう一つの主眼といたしましては、今般、経済対策で行いましたことにつきまし

て、早期に対象者に届けたいという思いがございますので、なるべく自治体のほうで早期

の事業開始に向けて準備を進めていただきたいと考えているところでございます。 

 事業全体のポイントは、左側に伴走型支援、右側に出産・子育て応援ギフトというふう

にまとめておりますが、最低限の国としてやっていただきたい条件といたしましては、伴

走型のほうは「面談実施のタイミング」の３点のポイントをやっていただくことと、一番

下にあります、面談をする際はオンライン面談を含めまして、対面を原則としたいという

ものでございます。 

 それから、経済的支援のほうの最低限の条件といたしましては、右側の一番上「支給の

タイミング・支給条件」で緑と赤で書いてありますとおり、５万円相当の出産応援ギフト、

子育て応援ギフトをそれぞれ面談実施後に支給して、一体的にやっていただくということ

でございます。それ以外の左側の「面談の実施期間・実施者」や右側の「支給形態」とい

ったところにつきましては、各自治体がそれぞれの地域の体制、あるいは実情に応じまし

て、自治体のほうで判断して対応していただくことを可能としたいと考えております。 

 ４ページにつきましては、予算執行のイメージを記載しております。今回の交付金は、

予算としては３本柱となっております。①が伴走型相談支援の体制整備とその運用に要す

る費用、②が出産・子育て応援ギフトに要する費用、③が経済的支援等をクーポンなどで

行っていただく際のシステム構築等の導入経費といったものでございまして、それぞれの

箱の中に記載の費用を念頭に予算を計上しているところでございます。 

 ５ページ、これまでの流れと今後のスケジュールでございます。11月８日が令和４年度

の第２次補正予算案が閣議決定したタイミングでございまして、これの後、地方自治体に

対しましては11月９日の事務連絡や、11月22日に自治体向けの説明会の実施をしておりま

す。先週の金曜日に補正予算が国会で成立いたしましたので、12月中旬のところの米印に

書いてありますとおり、可能な限り速やかに交付要綱、実施要綱の発出、それからQ&Aの周
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知等を行っていくこととしておりまして、先日、12月６日に、まず第１弾といたしまして、

Q&Aの第１版を自治体向けに発信させていただいたところでございます。交付要綱、実施要

項については、今現在膨大な作業を作業中でございまして、もうしばらくかかるかもしれ

ませんけれども、近々発出をしていきたいと思っております。 

 地方自治体におきましては、都道府県、市町村で12月議会、２～３月議会での提案承認

を経て事業化するということが必要になってきますので、早いところでは12月の地方議会

で予算案を議決予定というところもございますので、年度内の早期開始に向けて取り組ん

でいただいているところでございます。 

 御説明は以上になります。 

○本後保育課長 厚生労働省保育課長でございます。大臣からも御紹介いただきましたけ

れども、昨日、今回の裾野市等における事案を踏まえまして、事務連絡を発出しておりま

す。追加でお配りした資料です。５点、御紹介いたします。 

 ２ページ目ですけれども、まず、保育所等における虐待の防止について、子供の安全・

安心が最も配慮されるべき保育所等において虐待はあってはならないということ。それか

ら、厚生労働省の調査研究で作った手引、それから全国保育士会様が作成したセルフチェ

ックリストを活用して、いま一度保育の在り方を点検していただきたいということ。 

 ２点目です。保育所等において虐待が疑われる事案を把握した場合には、市町村に速や

かに情報を提供し、今後の対応について協議をすること。それから、対応として基本にな

るのは隠さない、うそをつかないという誠実な対応である。こうした対応が早期に行われ

ないことは、改善の機会を遅らせて子供に対して大きな不利益があるということ。これは

組織として対応することが重要であり、園長など、園の中でのリーダー層の意識と適切な

対応が必要不可欠であるということ。それから、事案の発見者、保育所が組織として適切

な対応を行わない場合には、１人で抱え込まず、速やかに市町村に相談することが重要で

あるといったことをお示ししております。 

 それから３番目ですけれども、行政の対応です。行政で相談を受けた場合には、市区町

村等の担当部局において迅速に対応方針を協議して方針を定めることが必要であるという

こと。 

 ４ページ目に行きまして、不適切な保育が行われた原因、組織的な課題を踏まえ、助言・

指導を継続的に行うことが必要であるというということ。それから、事案の性質、重大性

に応じ、事案の公表等の対応も判断していくことが重要であるといったことが自治体の対

応ということであります。 

 ４番目、保育士の登録の取消しについては法令上の規定がありますので、保育所等にお

いて虐待の事案があった場合には、十分に事案を確認した上で適切に対応いただきたいと

いうこと。 

 最後の５番目、実態の把握についてです。今後の対応に生かしていく観点から、改めて

保育所等における実態や各自治体における不適切な保育への対応の実態を把握することと
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しております。 

 実態把握の方法、それから項目等を整理いたしまして、できますれば、可能な限り年内

には開始したいと思っております。詳細は追ってお示ししたいと思います。 

 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たいと思います。

時間の関係上、お１人２分厳守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、御発言の順番については、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の、今日は「な」行の方から指名させてい

ただきます。ただ、駒崎弘樹委員、佐藤好美委員、岡本美和子専門委員は途中退室という

御予定とのことですので、最初に御発言いただきたいと存じます。 

 それでは、駒崎委員から御発言をお願いいたします。 

○駒崎委員 全国小規模保育協議会理事の駒崎です。主に３点、お話しさせていただきた

いと思います。 

 １つ目は、保育士等の人員配置基準を見直してくださいというものです。まず、裾野市

の虐待事件は許されることではありません。大変ショッキングでした。 

 しかし、現場を虐待に追い込むような構造があるということも我々は忘れてはいけない

と思います。具体的には、保育所の人員配置基準です。これは大臣も御案内のとおり、日

本の場合、保育士１人で30人の４歳以上の子供たちを見るという基準になっております。

これはイギリスの２倍強、ドイツの３倍の子供たちを１人で見るということを意味します。

先進国最悪の人員配置基準です。これが74年間変わっていないという状況があります。 

 これを変えていくこと、そして現場の負担を取って心理的状況というのを改善していく

ことが、虐待を防いでいく根本的な要因になると思いますので、ぜひ見直しを行っていた

だきたい。今回の虐待事件はある種のシグナルであると思って捉えていただけたらと思い

ます。 

 そして、２つ目です。保育士の働き方のしんどさというものを緩和する必要性がありま

す。そこで保育士の働き方改革というのが非常に重要になってきます。そこにおいて、現

状、実は常勤保育士というのが１日６時間週５であるということを各自治体で決められて

しまっているのですね。そうすると、週４勤務や週休３日制というのができなくなってし

まうのです。 

 これは厚労省では実は決めていないのです。常勤保育士の就業時間について定義してい

ないとおっしゃるのですけれども、自治体では、厚労省のある種の姿勢を深読みして、週

５でなければ駄目だというふうにしている。これを週４でも大丈夫だとすると、例えば10
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時間働いて週４とか、８時間働いて週４というふうにできる。そうすることによって潜在

保育士も働きやすくなるということがあるので、この常勤の定義をしっかりと、週５とか

ではなくて月120時間みたいな形で言っていただきたいなと思います。 

 最後に、保育所の多機能化ということを進めていっていただきたいのですけれども、今

は例えば保育所でこども食堂などをやろうと思っても、やらないでくださいと言われてし

まうのですよ。なぜならば、自治体で保育というものを非常に狭く考えているからで、保

育所用とこども食堂用の塩を分けてくれとか、保育所で入れている補助金をこども食堂で

は一切使ってはいけないみたいなことを言っている。 

 そうではなくて、保育所がちゃんとコミュニティーのハブになって、全ての子どもたち

に対して奉仕できるように、新しい通知として保育所の多機能化に特化したガイドライン

というのを出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、佐藤好美委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 産経新聞社の佐藤です。委員長、皆様、御配慮ありがとうございます。発言

させていただきます。 

 駒崎委員が指摘した人員配置基準の見直しには賛成です。資料１の２ポツ（２）の0.3

兆円につながる問題だと思っています。延々と資料に書いているだけではなく、実績とし

ての対処をお願いいたします。資料１については、これ以外はよいかと思います。 

 ２つ目です。静岡県裾野市の保育所で保育士３人の暴行による逮捕事案がありました。

あまりにひどい事件で、なぜこんなことが起きるのか想像もつきません。原因や対策につ

いては厚労省の調査を待ちますが、端緒が内部通報だったことはせめてもの救いでした。

現時点でも報告の遅れと隠蔽の意図は明らかです。日頃から閉じた人間関係の中で保育が

行われていた可能性があると思います。規模の小さい事業所も多いことから、自治体主導

で地域の子ども・子育てに携わる施設間が横のつながりを持って施設間・職員間の風通し

をよくすることが必要と思います。 

 また、内部通報が守られ、生かす仕組みがあるかを検証し、事業主、スタッフと共有し

ていただくことはすぐにできることかと思いました。 

 ３つ目です。全世代型会議についてです。子育てのために時短勤務をする人への現金給

付などが挙がっています。予期せぬインセンティブを生みかねず、疑問を感じました。人

生において子育てをする時期と最も仕事のできる時期は重なります。女性活躍を掲げなが

ら、一方でマミートラックを用意する、ということにならないような設計をお願いします。 

 また、全世代型会議が掲げる「働き方に中立的な社会保障制度」に違わぬ制度設計をお

願いしたいと思います。 

 ４つ目です。出産・子育て応援交付金についてです。現金給付については原則反対なの

ですけれども、これについては伴走型支援が機能することを期待しています。全ての妊婦
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を対象に寄り添い型支援を行うことはよいと思います。が、中には妊娠に悩み、母子手帳

をもらわず、０歳０か月で新生児を虐待死させてしまうようなケースも含まれることを考

えますと、面談時の声かけや関係性の構築、話しやすい雰囲気づくりのスキルは極めて重

要と思います。実施主体が手法をブラッシュアップしていけるよう、振り返りのできる体

制を組むことも重要と考えています。 

 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、岡本美和子専門委員、お願いいたします。 

○岡本専門委員 日本助産師会の岡本です。御説明ありがとうございます。本日は２点述

べさせていただきます。 

 １点目です。皆様と同様、保育所での事故報告、虐待等の報道から、今まさに児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準の、特に保育所の必要人員の最低基準について再検討す

るときではないかと私どもも考えております。 

 ２点目です。資料４にあります妊産婦への伴走型相談支援についてですが、非常に期待

される支援体制だと考えております。妊産婦の健康課題として広く知られております周産

期の鬱ですが、実は出産後の発症率と同様に、妊娠後期にも非常に高い割合で発症してい

ることが報告されています。特に妊娠８か月頃からの妊婦へのアプローチは重要で、この

支援体制のキーになると私どもは考えております。母親の精神的健康度の低下は母親本人

のみならず、子供の心身の健やかな育ちに大きな影響があります。伴走型支援により、出

産後の産後ケア、そして訪問看護等にスムーズにつなぐこともでき、切れ目のない支援の

さらなる充実につながると考えております。 

 また、参考資料２にあります産後ケア事業に係る整備費の引上げ等が提示されておりま

すが、大変ありがとうございます。ただ、本年度、全国にある助産所が市区町村の担当課

に行ったところ、いまだこの事業について十分に理解されていないという地域が複数あっ

たとの報告を受けております。助産所が持ち家でない賃貸であったために助成を断られた

などというケースもありました。産後ケア事業に係る整備について、さらなる推進をお願

いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 それでは、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。よろしくお願いいたします。私からは３点ほどお話し

させていただきます。 

 １点目は、皆様御指摘のとおりと思いますけれども、やはりそういった子供の安全・安

心に関わる事件を個人や個々の園の問題に終わらせるということではなくて、過度な業務

負担等につながる構造的要因が背後にないのかどうかということは、かなり詳細な分析が

必要ではないかと考えております。 
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 ２点目は、子供のバス送迎の安全徹底についてです。こちらももしかしたら同じような

要因が絡んでいる可能性はあるかと思っています。ただ、具体的にマニュアルが整備され

ていくということは第一歩かと思います。それが実質化するように、園内の体制の整備、

さらには研修ということが必要になってくると思います。自治体でもどのような研修を行

っていくかについて検討するとともに、自治体間でもそういった先進事例を共有するよう

な仕組みというのが必要かと思います。 

 また、安全装置に関しては、実際に有効で使えるものでないと全く意味がないと思いま

す。例えばセンサーやWi-Fi環境との兼ね合いなどもあるかと思いますので、そういったと

ころの精緻な判断につながるような情報共有はしていただければと思います。 

 ３点目は、伴走型相談支援について、やはりこちらも皆様おっしゃっているようにかな

り期待が大きいものだと思います。ただし、今、妊婦の方がどんな思いやニーズを持って

いるのか、恐らく仕事との両立はどうかとか、保活はどうかといったような、お子さんの

出産ということにかかわらず、自分の人生との兼ね合いについても悩むではないかなと思

います。 

 また、妊娠期というのは流産であったり、切迫早産などの入院とか、途中で何が起こる

かということもありますので、そういったところへの対応をどうするかということも御検

討いただければと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、松田茂樹委員、お願いいたします。 

○松田委員 中京大学の松田です。私からは３点申し上げさせてください。 

 １点目ですけれども、資料１、公定価格の今回の改正案の方針は合理的であると私は思

いました。 

 ２点目です。資料４、出産・子育て応援交付金の概要についてです。これは子育て世代

にとって大きな支援になると私は思います。できましたら、これが恒久化されることを期

待したいところです。 

 ３点目は、追加されました参考資料５の保育所等における虐待等に対する対応です。こ

の資料にある政府の対応は迅速であると私は思いました。この通達の宛先は自治体様でご

ざいますけれども、本日、保育園等の関係団体様がいらっしゃいますので、ぜひ団体様を

通じて加盟園のほうにもこのようなことが今求められていますということを周知するとい

うのが効果的ではないでしょうか。 

 そして最後ですけれども、先ほど来、配置基準の問題というのが言われていますが、私

も配置基準の適正化が必要だと思います。ただし、この事件から配置基準の問題につなげ

るのは少し慎重になるべきかと思います。それよりも、この事件というものは、外部から

状況が知ることができないところで保育士による不適切な対応がなされ、それが一時期隠

蔽されようとしていたところに非常に大きな問題があり、そこを改善すべきではないでし
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ょうか。 

 以上です。 

○秋田会長 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 松村です。よろしくお願いいたします。 

 まずもって、出産・子育て応援交付金を市町村にとって柔軟に対応できる制度にしてい

ただいたことに対して改めてお礼を申し上げたいと思います。この間、いろいろな委員の

方からもありますように、寄り添い支援や伴走型支援をしていこうと思いますと、各市町

村の状況がそれぞれちょっと異なったり、子育て世帯の方々のニーズが地域ごとに若干異

なったりしていることがありますので、地域ごとに柔軟にできる制度にしていただいたこ

とは大変ありがたいと思っておりますので、改めてこれに対して御礼を申し上げたいと思

います。 

 そうした中で、これまでの方からもありますように、保育所での虐待事案であるとか、

あるいはバスでの案件の一番の原因になるのは、保育環境や幼児教育環境の質の低下によ

り出てきているのではないかと感じています。その中で、もちろん保育研修など質を向上

するという取組はもちろんですが、先ほど来出ています、人材を確保していくことが重要

です。例えば最低基準を含めた職員の配置基準の見直し、あるいは処遇改善などです。こ

れまでの間、処遇改善をしていただいてはいるのですが、加算ではなく、人件費そのもの

の処遇改善など保育環境の従事する側の環境整備というのが改めて必要なのではないでし

ょうか。それがひいては保育の質、幼児教育の質に向上するのではないかなと思っており

ますので、幾つかの環境整備というのがあるかと思いますけれども、１点やるのではなく

て、ぜひ総合的に環境を向上していただきたいと思います。 

 私からは以上です。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、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。 

 私からは１点お伝えいたしたいと思います。資料２のこどものバス送迎・安全徹底プラ

ン等についての２ページの「緊急点検の結果の概要（１）」でございます。上から３つ目

に記載されております※印の放課後児童クラブの数字についてです。全国に２万7000か所

ある中の3,396クラブとなっており、ほとんどの放課後児童クラブは子供自身が徒歩で通う

施設となっております。 

 ただし、地方部の小学校では、子供の数の減少により、小学校の統廃合によって送迎が

必要になる場合が出てきております。その場合も、車両も大型バスではなくてワゴンタイ

プの車が多いようです。車両も大きくありませんし、放課後児童クラブは小学生を対象と

しておりますので、校舎の確認は点呼、目視確認を徹底することを基本として、子供の安

全確保に努めていくよう、今後も継続した助言、また、バスを保有する児童クラブについ
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ては、必要に応じて財政支援を引き続き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。 

 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。本会からは２点意見

を申し上げます。 

 まず１点目です。子供バス送迎の件、また、園児虐待の案件についてです。全国の多く

の園では、毎日子供の安全・安心をしっかり守って日々の教育に当たっておりますので、

今回、このような事件が立て続いて起きているということが非常に残念でなりません。こ

の先、安全装置の設置や園児のタグをつけるなど、いろいろ工夫が推進されていくと思い

ますが、最終的には人が大事になるかと思いますので、子供のことを尊重する、移動前後

の点呼をしっかり行うなど、当たり前のことが当たり前に、どこの園でも、誰でもしっか

り行っていくということが教職員の自覚と実行力を高めることで徹底できればと考えてい

ます。 

 次に、資料１にある公定価格や処遇改善についてです。公立の園では、教職員は地方公

務員に当たりますので、各区市町村において今後改定の方針が決まっていくと伺っていま

す。国の動きが各区市町村においても着実に反映されて、よりよい人材がこの処遇の改善

によって教育の現場にしっかりと集まるように、実施状況の御確認や後押しをぜひお願い

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政策委員長の宮田でございます。 

 まず、静岡県、富山県で発生いたしました、保育者による園児に対する不適切な保育の

事案につきましては、当協会としても大変深刻に受け止めております。当協会といたしま

しては、速やかに注意喚起と情報提供を行っており、12月22日には緊急セミナーを開催す

るなど、改めて子ども主体、子どもの権利擁護という保育の基本を再確認し、日々の保育

の点検を行うとともに、風通しのよい園の組織づくりに資する取組を行ってまいります。 

 また、こども家庭庁設立の際には、認定こども園等の保育の質に関する評価の実施が必

要ではないかと考えておりますので、御検討いただきますようお願いいたします。 

 さて、職員配置の抜本的な見直しについてでございます。このままの配置基準が続きま

すと、職員は疲弊し、現場から離れ、職員確保がますます困難になるという負のスパイラ

ルに陥ることを危惧しております。令和元年度の経営実態調査の結果は、現状の職員配置

では保育の維持が難しいということを物語っております。さらなる保育の質の向上、子供

たちの安心・安全の担保、そして保育者の研さんと働き方改革を実現するためにも、0.3

兆円超の質の向上メニューを早急に実施した上で、さらなる配置基準の抜本的な見直しを
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行っていただきますようお願いいたします。 

 次に、処遇改善についてでございます。現在、処遇改善Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを実施していただい

ておりますが、全産業平均との格差はいまだ大きく、職員配置基準の抜本的見直しと新た

な財政措置による処遇改善をセットで早急に実施していただきますようお願いいたします。 

 加えて、処遇改善加算事務の煩雑さに現場は悲鳴を上げております。事務の簡素化、加

算の一元化、法人裁量の拡大等を早急に実現いただきますようお願いします。 

 次に、物価高騰に対する公定価格の算定根拠の見直しについてでございます。現在の物

価高騰は大変深刻な状態であり、今後ますますの高騰が予想されます。異例な措置である

ことは承知しておりますが、令和５年度の公定価格の基本分単価に令和４年度の物価上昇

分を反映していただけないでしょうか。御検討をよろしくお願いいたします。 

 最後に、秋田会長におかれましては、全世代型社会保障構築会議や公的価格評価検討委

員会の構成員として、職員配置基準の見直しや現場職員の処遇改善に御尽力をいただきま

すよう、お願いいたします。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、望月昌幸委員、お願いいたします。 

○望月委員 全私保連の望月でございます。 

 既に大きく報道されているとおり、静岡県裾野市の認可保育園において引き起こされま

した事件について、同じ保育現場で預かる立場として、決して許すことはできません。全

私保連としても、こども基本法が成立し、子供の人権についてしっかりと向き合うことと

された矢先の出来事に、本当に残念でなりません。 

 私たち全ての保育事業者は、いま一度しっかり足元を見直し、施設内での子供の育ちを

安心して営むことができるよう、会員へ周知し、今後、具体的な運動展開を早急に検討さ

せていただき、このような事案が起こることのないよう努めてまいりたいと思います。 

 さて、処遇改善加算Ⅲが本年10月より公定価格に位置づけられ、令和５年度から平年度

化されたことに感謝申し上げます。引き続き、保育従事者の処遇改善の向上のため、さら

なる改善の御検討をいただきたいと思います。 

 令和５年４月よりこども家庭庁の発足が決まり、来年度予算編成過程ではかなり流動的

であるような報道を耳にします。未来を支える子育て関連予算については、社会への投資

でもあると考えますので、こども家庭庁の具体的な事業内容が実施可能な予算の確保を切

に願います。 

 また、こども家庭庁関連の検討会や委員会に保育団体からの参画が要請されていないの

が非常に残念です。保育現場の意見、また、子供の代弁者として政策決定に参画できるよ

う、御配慮願いたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○秋田会長 ありがとうございます。 
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 続きまして、森田信司委員、お願いいたします。 

○森田委員 全国保育協議会副会長を仰せつかっております、森田でございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 まず、本日は御説明をありがとうございました。送迎バスの安全管理については、大阪

府が12月２日に過去５年間における調査を公表したのですが、この11月にも２件、１～２

分の時間ではありましたけれども、うっかりというところでの見落とし等の事案がござい

ました。改めて、全保協といたしましても、会員施設において自らを振り返り、このよう

なことは決して起こさぬよう努めてまいりたいと思っております。 

 また、静岡県や富山県での児童虐待事案、不適切な事案について、我々は子供の安心と

安全を最優先に、また、子供の最善の利益を守っていかなければならない保育所、認定こ

ども園であります。決してあってはならないことが起こってしまいました。 

 これを受けて、18ページに資料提供させていただいておりますとおり、全国保育協議会

会長奥村尚三会長と、全国保育士会村松幹子会長より、全会員に向けていま一度自らの倫

理性、専門性、役割等を振り返り、自己点検と再確認を行っていただくことを発信いたし

ております。 

 また、全国保育協議会と全国保育士会共同で、このようなことを二度と起こさないため

に、緊急セミナーをできるだけ早く、12月中には開催させていただきたいと思っておりま

す。 

 また、本日御説明をいただきました昨日付の事務連絡のところに、全国保育士会が作成

した保育所、認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリストも御活用い

ただくこと、また、我々もこうしたものを活用しながら、何よりもまず施設長である我々

が不適切な保育や虐待を起こさないよう、自らを振り返り、職員が働きやすい職場づくり

に努めてまいるとともに、職員の研修を行ってまいりたいと考えております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 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。 

 今回の虐待の件につきましては、非常に私たち現場の者としてもショックを受けており

ますし、襟を正していかなければならないと思っております。園児さんと親御さんに対し

て大変申し訳ないと思っており、あってはならないことです。 

 資料にありますように、不適切な保育を生じる背景の整理、保育士の認識及び職場環境

にも記載されておりますように、園児に対する日々の職員の態度、言葉がけなどの関わり

方について、職員の意識の涵養と振り返りを怠りなく続けていく所存です。 

 日保協といたしましても、全国の会員に対して、園長以下全ての職員に対して注意喚起

を行い、もう一度足元を見つめてしっかりとやっていって、安全・安心を感じていただけ
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る保育所としてこれからもう一度やり直してまいりたいと思います。 

 こども基本法が今度の４月には新たに施行されることと思います。それについて、既に

京都市では、キャリアパスにプラスして人権に関する研修を行ってまいりました。これか

らもさらに全職員がこの研さんを続け、これらの意識を高めてまいりたいと思います。 

 ただ、やはり今度のコロナ対策について、かなり職員の労働環境については疲弊をして

いる点が指摘されていると思います。こういう点につきまして、将来の子供たちの幸福の

ためにも、人員配置をさらなる形で続けていっていただきたいと望むところであります。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、大下英和委員、お願いいたします。 

○大下委員 日本商工会議所の大下でございます。ありがとうございます。 

 資料４の出産・子育て応援交付金を中心に申し上げたいと思います。資料では、伴走型

相談支援に約200億、ギフト支援に約1500億、それからシステム構築費等に約90億の予算を

見込んでおられます。物価高騰もあって、ギフト支援にも一定の意義があると考えますけ

れども、やはり働く人が安心して出産・子育てと仕事の両立をできる環境整備といった観

点から、特に今回の中で伴走型相談支援には大いに期待をしているところでございます。 

 冒頭御説明がございました公定価格の見直しと、保育の現場を支える方の待遇の改善、

職員配置の見直し等をはじめとします保育の質と量の改善とともに、今般の伴走型相談支

援、各自治体での取組推進を期待しております。 

 他方、出産・子育て応援ギフトにつきましては、支給する以上、ぜひ真に必要な方々に

着実かつ直接的に届き、また、伴走型相談支援との一体的実施が効果的に行われる仕組み

の構築をぜひお願いしたいと思いますし、例えばクーポン等の支給について、都道府県の

垣根を越えて共通したシステムを導入するなど、間接経費についてはできる限り抑えた効

率的な取組もお願いしたいと思っております。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、奥山千鶴子委員、お願いいたします。 

○奥山委員 子育てひろば全国連絡協議会の奥山です。私からは出産・子育て応援交付金

について述べさせていただきたいと思います。意見書のほうも出させていただいておりま

す。 

 今回、経済的支援にプラスして伴走型相談支援がセットであるというところが非常に重

要だと思っております。また、岡本委員からも御指摘があったとおり、３回の面談のうち

２回目の妊娠後期、８か月頃の面談が非常にキーになると思っております。 

 ただ、１回目と３回目に経済的な支援が届けられるということですので、その２回目の

面談が希望者に限定されているというところなどの辺りは、取組が３回できるような支援

につながるような工夫をぜひお願いできればと思います。 
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 意見書のほうに幾つか書かせていただいております自治体の創意工夫といった点は、横

展開が図れるようバックアップをお願いしたいと思います。それから、多様な産前産後の

ケア事業やヘルパー派遣事業、一時預かり事業等、多くの利用者に届くように、サービス

が増えるという展開に期待しております。 

 また、こういった事業に関して、十分な運営費等の確保がないと質の高い支援ができな

いと思いますので、研修機会も含めてお願いしたいと思います。また、継続して実施する

ということであれば、安定的な財源確保が必要だと思っております。 

 また、冒頭申し上げましたとおり、伴走型支援と経済的支援のかみ合わせというか、連

携が非常に大事だと思っております。資料のほうで１と２の図で示させていただいており

ますが、里帰りもなかなかできなくなっている状況です。各自治体で母子保健と子育て支

援を連携させていくことが求められると思います。そういった意味で、母子保健と地域子

ども・子育て支援の連携、協働といったことをしっかり進めていただくよう、御支援をお

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、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。 

 まず、公定価格についてですが、最終的な目標は保育等々に携わっている方々の処遇改

善ですので、そこにしっかりと貢献しているかということを事後的にチェックしていただ

きたいと思います。これが一つです。それから、伴走型の相談の仕組みも非常に重要な仕

組みで、私も大いに期待しているところです。 

 そこでちょっと確認したい点があります。一つは面談が３回と設定されているのですが、

むしろ私は常に相談できるような体制が必要ではないかなと思います。節目節目に面談す

るというのは重要なのですが、ニーズに応じて常に誰か支えてくれる、助けてくれるとい

う仕組みが必要なので、そういうことを想定されているのかというのが一つです。 

 ２つ目は、妊娠したときに、１回目の面談に行くのですが、結婚しているかどうかとい

うのは問わないということでしょうか。シングルマザー、あるいは若い女性の支援が重要

だと思います。既婚カップルですら、第一子のうちできちゃった婚で生まれたお子さんが

４割ぐらいいます。そういうことを考えると、既婚かどうかというのは問わないというの

が筋だと思うし、そうなっていると思うのですが、それを確認したいと思います。 

 ３点目はお金の件なのですが、妊娠したときに５万円のクーポンが第１弾でもらえます

ね。それから出産したときに５万円もらえる。でも、人によっては妊娠してから出産する

までそんなにお金がかからない、それ以降にお金がかかるという人も多いと思うのですが、

ここでは時限というものがあるのですか。第１弾のクーポンは出産するまでに使い切ると

か、使い切らなかったらあとは無効になるといった制限があるのでしょうか。テクニカル

な質問で恐縮なのですが、それについても回答いただきたいと思います。 
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 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。御質問に関しましては、最後にまとめて事務方から

御回答をお願いしたいと思います。 

 続きまして、柏女霊峰委員、お願いいたします。 

○柏女委員 ありがとうございます。淑徳大学の柏女です。 

 私からは、ちょっと皆様方とは別の観点から、特に今後の子ども・子育て会議が取り組

むべき課題について１点お願いを申し上げたいと思います。 

 令和５年度から、子ども・子育て会議はこども家庭庁の審議会に機能統合されていきま

す。この子ども・子育て会議では、令和元年度に制度施行後５年の見直し対応方針を取り

まとめております。これは、子ども・子育て会議が自ら取りまとめた唯一と言ってよい報

告書だと思っております。 

 その中では、制度全般に対する見直しを５年後をめどとして行うべきとして、その際の

中長期的課題として、第44回子ども・子育て会議に事務局が提示した中間まとめにおける

課題を踏まえるべきだと報告書の中で述べられております。 

 その中では、出産及び育児休業に係る給付と子ども・子育て支援給付の統合、その他新

たな財源問題、都道府県と市町村の連携強化など、地域包括的子育て支援体制の構築、イ

ンクルーシブ保育の在り方、幼稚園教諭免許・保育士資格の一本化、地域共生社会実現の

ための保育士資格と他の専門職との共通資格課程の検討といったことが取り上げられてお

ります。 

 こうした問題は、現在のところ、どこまで検討され、どこまでできたのか、この子ども・

子育て会議の中に報告がなく、不明です。ぜひ最終回には報告をお願いしたいと思います。 

 この中にはこども家庭庁だけではやり切れない課題も含まれておりまして、引き続き他

省庁との連携の下で検討しなければならない事項も含まれています。例えばヤングケアラ

ー問題一つ取っても、教育、障害者福祉、高齢者福祉との連携なくしては包括的な対策は

取り得ないと思います。 

 子供虐待死亡事例を生み続ける都道府県と市町村の切れ目問題の克服も大事な課題だと

思います。さらに、今日話題になっている施設内虐待も、都道府県では20年前から既に取

り組まれ、この間、国における年次報告も毎年出されており、今年には対応ガイドライン

も大幅改定されたりしております。 

 このように、都道府県レベルではノウハウも集積されておりますが、市町村所管の特定

教育・保育施設にはこうした制度はなく、ノウハウは全く持っていないという状況になり

ます。また、人口減少時代における特定教育・保育施設の突然の閉鎖問題への対応などは、

早急に進めるべき課題となっております。 

 こうした点について、これまでの取組状況について、事務局からも可能な範囲でいいの

で御報告をしていただければと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 
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○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、加藤篤彦委員、お願いします。 

○加藤委員 全国幼児教育研究協会の加藤でございます。２点お伝えいたします。 

 一つは資料３、移行調査の件です。基礎自治体が園に求めているデータの書式や内容の

統一がまだ十分になされていないということは、皆様も一定御理解をいただいていること

と思います。これは移行前、後に関係なく、学校法人等で様々な市区町村からお子様を受

け入れている施設においては、基礎自治体におけるそれぞれのデータの取り方の違いとい

うことが事務作業の煩雑さを招くという課題になっています。先ほどもその話題がありま

した。 

 今後、移行調査に加えて、３の（３）というのを新設して、例えば移行後の課題などと

して、現状の課題をデータとして把握し、可視化して、それに対してどのように対応すべ

きかを検討することが必要ではないかと思います。 

 ２点目、急激な出生数の減少に関わって、安心して産み、育てられる環境構築のための

この伴走型子育て支援には大変価値があると思っております。 

 一方で、家庭における子供への思いやニーズについては様々あるという前提において、

家庭での保育から幼稚園に入りたいというニーズがきちんと途切れることなく続いていか

れるような支援というものも考えていただきたいと思います。３歳からの幼児教育の実績

と環境という資源を持っている幼稚園やそれに関わるこども園というものを絶やすことが

あってはならないと考えております。 

 子供同士のつながり合いから小学校につながっていくということを、公的な支援の場で

きちんとつなぐということは大事で、まず国からの市区町村への説明においては十分な配

慮をし、そういうことが一定考えられるのだという前提にたって、表記や伝え方に十分な

配慮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す。全国町村会を代表して御意見を申し上げます。 

 まず、出産・子育て応援交付金についてでありますが、不安を抱く妊婦、子育て世帯に

とっては大変心強い取組であり、少子化対策にも寄与するものと期待をしております。 

 ２点目なのですが、先ほどから出ておりますように、ここのところ保育所内、あるいは

保育士さんによる不祥事や事件が数多く報道されております。二度とあってはならないこ

とと全国の保育園等も真剣に再発防止に取り組んでいることと思います。 

 そこで、今心配していることが１つあるのですが、これらの事件によって保育士という

職のイメージダウンが広がり、それでなくても現場では今、慢性的な人手不足に陥ってい

るところでありますのに、さらに苦しい状況に追い込まれるのではないかと危惧をしてお

ります。地方でも、現場でも、もちろんしっかりとした対応を取っていかなければなりま
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せんが、国におかれましても、こういった再発防止に取り組みながらも、人材の確保の件

について、共に取り組んでいただきますようにお願いを申し上げます。 

 最後なのですが、いつも申し上げておりますが、こども政策につきましては、本来全国

どこでも同等の子育て支援が行われるべきであると思っておりますが、残念なことに、現

実的には各自治体の財政力に影響され、格差が生じているのではないかと懸念されており

ます。日本のどこに住んでいても、子供たちが安全・安心な環境の下で、同質・同等の上

質な保育が受けられるよう、国におかれましても配慮をお願いしたいと思います。 

 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。 

 続きまして、佐保昌一委員、お願いいたします。 

○佐保委員 連合の佐保です。よろしくお願いいたします。 

 私からは資料２と資料４、参考資料５について意見を申し上げます。 

 まず、こどものバス送迎・安全徹底プラン等について、保護者への連絡、乗降時の人数

や名前の確認、降車時情報と出欠情報の突合せのいずれも、マニュアルや様式を使って実

施していると答えた施設が30～40％と低く、職員によって確認方法に差が生じ、確認漏れ

につながる恐れがあります。子どもが危険にさらされることがないよう、送迎バスだけで

はなく保育中の散歩などの置き去り事故防止も含めたマニュアルを国が作成・提供し、安

全対策を徹底いただくのがよいのではないかと考えます。 

 また、人員不足の影響も大きいと考えます。職員配置基準の見直しなど、さらなる処遇

改善を早期に行い、長く安心して働ける環境を整え、人材を確保できるようにしていただ

くようお願いいたします。 

 次に、出産・子育て応援交付金について、妊娠期から産後まで切れ目のない支援を提供

する方針には賛成です。その上で、様々な事情によって妊娠の届出ができない女性もいら

っしゃいます。女性の保護などを行っているNPO法人との連携も含め、適切な支援につなげ

られるような工夫をお願いいたします。 

 また、子育て世帯包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点が一体化されるため、職

員の業務負担が重くなることが予想されます。事業運営に必要な職員が確保できるよう、

処遇改善や職務の環境整備に向けた支援をお願いいたします。 

 最後に、保育所等における虐待等に関する対応について、虐待という言葉では片付けら

れないほど子どもの心身を傷つける行為が行われていたことや、施設管理者の管理不足な

どを踏まえれば、実地監査の重要性や監査の頻度の見直しについて必要性が高まったもの

と思います。子どもの最善の利益、権利擁護、さらに子どもを第一に考えた保育を行う職

員や施設のためにも、実地監査の強化について検討を行う必要があると考えます。 

 また、兵庫県川西市の、子どもの人権オンブズパーソンをはじめ、幾つかの自治体で取

り組まれている、子どもの人権を擁護し救済を図るための第三者機関といったものの設置

についても、国として推進を図っていただきたいと考えております。 
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 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、鈴木みゆき委員、お願いいたします。 

○鈴木委員 よろしくお願いいたします。御丁寧な説明をありがとうございました。國學

院大学の鈴木みゆきです。私からは２点申し上げたいと思います。 

 保育所等の園児虐待については、長年保育者養成に携わってきた者として非常に残念で

悲しいニュースでした。人は子供の育ちにとっては最大の環境と言ってもいいと思います。

私は保育士の配置基準の見直しには賛成でございますけれども、虐待を防ぐという視点だ

けではなくて、もっと様々な視点からの検討が今こそ求められるのではないかと思ってい

ます。例えば現行、１歳児は６対１ですが、日本というのは災害大国です。これだけいつ

どこで何が起こってもおかしくないような状況で、防災・減災の観点から考えると、１歳

の発達を知っていれば、保育環境を知っていれば、６人を同時に避難させられるのかとい

う観点からも、もう一回の検討が今こそ必要なのではないかと思います。配置基準の見直

しには、幅広い視点からのしっかりとした検討が今後求められると考えております。 

 ２つ目は、伴走型の相談支援は本当にすばらしい、ぜひしっかりとやっていただきたい

と思います。特に相談の部分です。地域で人の生活だったり、暮らしの姿を知っている人

たち、日常的に見ている人たちを巻き込んでの支援をしていただけるといいなと思うので、

そこに関しましては、特に０歳は虐待死が多いということも踏まえて、生まれた後も情報

を共有し、応答的に、継続的に関わっていくという観点が必要だと思っています。ハイリ

スクな妊産婦の方に対しても丁寧に、個人情報に配慮しながらも情報を共有し、そのため

の研修をきちんと積んでいくことが大事だと考えております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、月本喜久委員、お願いします。 

○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。 

 こどものバス送迎・安全徹底プランに関して、バスにクラス担任などの保護者がローテ

ーションで乗務している園が多いと思われますが、バス添乗の専任者を配置していただく

ことが、乗務の間違いを防ぎ、かつ、保育者の業務を重ねて増やさないことにつながると

思います。専任者が配置できるようにしてください。 

 こどもの見守りタグ、GPS等の導入支援について、園児の動きは多様で変則的な場合もあ

ります。子供の所在確認は通園バスの乗降時だけではなく、常時必要なことであると思い

ますので、GPSタグの活用はぜひ進めてください。また、この費用は導入時の初期費用だけ

でなく、月々の運用に関わる費用が保護者の負担にならないように御配慮ください。 

 ３歳未満児の在宅乳幼児の子育て支援について、一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の市町

村導入促進だけでなく、３歳未満児の在宅乳幼児の子育て支援は私学助成幼稚園と支出型
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給付幼稚園も含め、認定こども園や保育園等、全てに展開していただきたい。そして、無

園児と言われる家庭の利用がしやすくなるようにしてください。在宅の３歳未満児家庭は、

子供とともに幼稚園に行くことを望むケースも多く、かつ、いわゆるママ友などの子育て

家庭の絆づくりにも効果的ですので、全ての乳幼児施設の利用ができるようにしてくださ

い。 

 ３歳未満児の在宅乳幼児の子育て支援は、幼稚園、認定こども園、保育所等、どの施設

においても広く行われていることが望ましいです。在宅の３歳未満児家庭は、子供ととも

に登園することを希望するケースも多いです。また、ママ友など、子育て家庭同士の絆づ

くりは、各家庭の孤立化を防ぐことにもなります。施設類型にかかわらず、すぐ近くの園

がそういった活動を実施しているということが重要であり、国におかれては、各園の子育

て支援活動に下支えするような施策をお願いいたします。 

 出産・子育て応援交付金の伴走型相談支援について、出産前から自宅の近所に相談でき

る場所として幼稚園や保育園、認定こども園等があることは大変ありがたいことです。伴

走型の子育て支援は、自宅に近い場所が大変助かり、かつ、いずれ就園する施設であれば、

一貫性を持って子育てを支えていただけるものと感じます。幼稚園、保育園、認定こども

園等が利用できる体制づくりとともに、伴走型相談支援ができるスタッフの育成プログラ

ムも充実していただきたいと思います。 

 「保育所等」という表記について、前回、水谷豊三委員からの意見にもありましたが、

「保育所等」という表現は、私たち一般市民には施設の全体像が見えにくい表記です。「幼

稚園、保育園、認定こども園等」という表記に変えていただきたい。利用する子育て家庭

側として、それぞれの支援やサービスがどの施設を対象としているか明確であることによ

り、アクセスがしやすくなりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、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２点意見を申し上げます。 

 まず、資料１の令和５年度公定価格における検討に関連する事項について申し上げます。

資料には、処遇改善等加算Ⅲの平年度化について記述がございます。２月の子ども・子育

て会議においても、私から処遇改善の実績に関わる事後的な検証・報告をお願いしたい旨

を発言いたしました。実施状況の報告・検証を改めてお願いいたします。 

 次に、資料４に関連する事項について申し上げます。出産・子育て応援交付金ですが、

政府の全世代型社会保障構築会議の中間整理や骨太方針2022での検討項目が具体化された

取組の一つと受け止めています。本日の資料にはございませんが、全世代型社会保障構築

会議では、この交付金のほかにも子ども・子育て分野における様々な給付拡充が提起され

ています。 

 一方で、これら給付拡充策の財源をどうするのかという負担の問題への具体的な言及が
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見当たりません。子ども・子育て支援策の充実に当たっては、給付と負担セットで全体像

を提示いただくことをまずお願いしたいと思います。その上で、広く国民に説明、理解を

得る努力をし、社会全体で支えるべく、税財源を確保するべきであると考えます。 

 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、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。 

 １点目は、職員の配置基準の見直しについてです。児童養護施設は24時間365日、子供の

養育を行っている場所です。配置基準は少しずつ改善されてはいますが、さらなる改善を

お願いしたいです。 

 ２点目は、妊娠期・子育て期の支援サービスについてです。多くの乳児院や児童養護施

設では、ショートステイ事業を実施しています。ハイリスクの家庭への支援には、早めに

施設につながっておくという視点を持つことも効果的ではないかと思いました。 

 ３点目は、児童養護施設入所児童への児童手当の支給延長についてです。昨日の朝日新

聞で、兵庫県明石市が令和５年度から独自に18歳まで児童手当を延長するという報道があ

りました。児童養護施設では、ほとんどの子供が18歳で施設を出て自立することになりま

すが、児童は一人暮らしを前提に就職や進学をしていきます。退所するときの支度金とい

うものがありますが、それはほんのわずかの額で、アパートを借りるにも不足しています。 

 児童養護施設の子供につきましても、18歳までの児童手当の支給延長をしていただき、

自立支援の後押しをしていただければありがたいと思います。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、藤迫稔専門委員、お願いいたします。 

○藤迫専門委員 市教育委員会の藤迫です。私からは３点。 

 まず１点目は公定価格の件ですが、少し処遇改善とは違う観点なのですが、今、コロナ

影響での利用控えや少子化によって、保育園によっては年度当初から０歳が３人を下回る

という保育園が増えております。何が言いたいかといいますと、これにより公定価格によ

る主任保育士専任加算などの加算要件を満たすことができず、結果として保育士を配置し

ているにもかかわらず減収になり、経営が苦しくなる保育園があります。これは全国的に

同じような傾向だと思うので、ぜひこういった加算要件の緩和をぜひ見直してほしいなと

思っています。 

 ２点目はバスの件ですけれども、我々も11月までに全部の園の調査を終えました。その

中で小規模園がありまして、安全装置の設置義務と補助に関してはバスという言葉が使わ

れていますけれども、実は８人乗りの車なども使われており、かつ、それがリースである

という状況です。これが今回の補助の対象になるのかどうかはちょっと分かっていません

が、もし入っていないならば、目的は１つでどれも一緒ですので、ぜひ入れていただきた
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いなと思っています。 

 ３点目が出産・子育て応援交付金の概要ですけれども、我々は妊産婦の面談のフォロー

については、妊娠届出や出生届のときから乳児家庭全戸訪問まで、助産師、保育士等によ

って実施しております。その中間点であります８か月に、希望者だけですけれども、今回

こういう支援を行うというのはとても大事なことだなと思いますが、少しここで課題だけ

共有しておきたいと思うのですが、まず一つはマンパワーがどうも不足してしんどいのか

な。一般事務職員でもいいよとか、民間の委託でもいいよとは言うものの、やはり本来の

目的を達成しようと思うと、直営でと思っているのですが、マンパワーが厳しいなという

のと、支援が必要なところを浮き彫りにしたときに、その支援先の充実がどうなのかと思

っておりますので、その辺も課題かなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、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。１点申

し上げます。 

 委員の方々もおっしゃっていましたが、裾野市や富山市の虐待など、不適切な保育は大

変衝撃を受けました。あってはならないことです。家庭的保育も子供の最善の利益を考慮

し、日々安心で安全な保育の提供を目指しています。そのために、人的環境である保育者

が心身ともに健全であることが大前提です。当協議会では新情報連絡会という名称で、ほ

ぼ毎月家庭的保育者が何でも困ったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、どんなことでも

自由に話せる会を設けています。参加者が少ないときもあるのですが、毎回新しい方が参

加されます。そういった窓口は、家庭的保育に限らず必要ではないかと考えます。 

 また、不適切な保育を防ぐためにも、研修の受講が大切だと思います。研修は自己研さ

んにつながり、保育を見直したり、新しい学びもあり、保育者としての精神的な支えにも

なります。家庭的保育は常に保育の場にいるので、土曜保育をしている保育者は休みが日

曜日だけで、翌週の保育計画や事務処理だけでいっぱいです。研修を受講したくても、平

日にある研修は連携施設の代替保育を利用しないと不可能です。現在はオンライン研修も

増えて、個人的な研修は受講しやすくなってきましたが、最近はオンラインの活用によっ

て、保育形態が違っても、地域の保育所などが集まって共に語り合い、学び合う合同研修

も増えてきました。こういった研修の計画はとてもありがたいのですが、参加できること

が大切なので、研修については開催日時の配慮や受けやすい体制づくりが必要と考えます。

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、渡辺弘司専門委員、お願いいたします。 
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○渡辺専門委員 日本医師会の渡辺です。２点意見を述べさせていただきます。 

 一点は、安全管理に関してでございます。バスの送迎に関して、安全対策を徹底するこ

とは望ましいと思います。ただ、参考資料３にお示しのような安全徹底マニュアルに関し

て、本来ならこれまで行われているべき内容ではないかという気もいたします。対策に安

全装置の設置や安全管理システムの導入というのが強調されておりますが、機械を設置す

るのが目的であってはならないと思います。これらの管理をするのは人間であるというこ

とが大事だと思うのです。 

 医療事故の対策に対する有名な言葉に「To err is human」というのがあります。つまり

人は間違えるものだということを前提として、機器を過信しない管理体制が必要だという

ことです。保母も、今回の虐待対応などを含めて、この機会に園の安全管理計画の見直し

や管理体制全体の再構築を求めるべきではないかと考えます。 

 ２つ目は、こども家庭庁への移行に関してでございます。先日、母子保健手帳、母子保

健情報に係る検討会がございまして、年度末までに２～３回の会議で情報管理の意見を取

りまとめる予定と言われました。とても課題が多くて無理ではないかと申し上げたところ、

来年４月からのこども家庭庁の全体会議が移行するまでに意見を取りまとめたいという意

見でございます。 

 別の審議会ですけれども、いじめ対応の主体というのも、今回、こども家庭庁にもでき

ますが、文科省とどこまで接点があって、どちらが主体かも明確ではないし、それから、

厚生労働科学研究費の補助金の公募研究事業が188課題から184課題に削減されましたが、

その４件はいずれも健やか次世代育成総合研究事業でありまして、子ども家庭総合研究事

業への移管に伴う予算の関係で４つだけ削減されることになっております。 

 こども家庭庁が設置されることで、これまでの議論の継承がなされずにゼロからの議論

を始めるようなことがなく、これまでの議論が踏襲された対応を望むとともに、こども家

庭庁に移管することにより子供に対する事業や研究に対する支出が削減されないように、

むしろ増額していただくような御配慮をぜひお願いしたいと思います。 

 資料２のバスの送迎に関して、最初の御挨拶のときに園に負担がないようにしたいとお

っしゃったと思うのですけれども、どういうシステムを導入しても、上限なく補助金でカ

バーされるのかということを、もし時間があったら教えていただければと思います。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。質問は後でまとめてお答えさせていただきます。 

 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。２点申し上げます。 

 まず、出産・子育て応援交付金についてですが、妊娠期も含め、子育てのスタート時期

に面談・相談の機会や地域資源の活用につながることが期待される施策であり、有効に活

用されることを期待しております。 

 もう一点ですが、不適切保育について多くの委員が意見を出されましたが、私は保育者
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には何が不適切な保育なのかということが具体的な行動として明確に意識化されていない

ところがあると考えています。「このくらいは大丈夫だろう」であったり、「これは虐待

ではないだろう」という判断がまちまちな状況にあると思いますし、ある施設では日常的

に行われていることの中にも不適切保育と捉えられることが行われていることも考えられ

ると思っています。 

 そこで、自治体や施設長等への指導も必要ですが、個々の保育者への人権意識の教育を

さらに充実させることが必要ではないかと思います。全国保育士会のセルフチェックリス

トもよくできていますが、例えばこれを基に双方向性のある動画を作成するなど、活用し

やすいものとして用意して、保育現場で働く保育士が毎年これを受講することを義務化す

ることなども検討してはどうかと思っています。もちろん内容は毎年毎年更新したりする

必要があると思います。 

 また、職場内で不適切な保育が見られたときに、それを伝えにくい職場環境があること

も確かです。私は保育士資格を持たない方の研修に関わる機会が多いですが、研修で学ん

だことが現場では行われていないことがある。しかし、それが常勤職や上司が行っている

ことである場合、言っていく先がないという意見もよく聞かれます。だから仕方ないとい

うことでは決してなくて、子供への虐待に気づいていながら通告しないことはネグレクト

に該当すると思います。そういったことも含めて、保育現場における子供の権利擁護や何

が権利侵害、不適切保育に該当するのかということについての教育や研修を施設任せにす

るのではなく、伝えるべき内容や方法についても国のほうでさらに検討していただき、こ

れをどのような体制で実施していくか検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、木野稔専門委員、お願いいたします。 

○木野専門委員 よろしくお願いいたします。全国病児保育協議会常任理事の木野でござ

います。 

 病児保育は、地域子ども・子育て支援事業の一つに入っており、クリニックに併設され

ている病児保育室勤務の保育士には、公定価格における待遇の優遇策が適用されません。

残念ながらそういうことになっておりますので、できれば病児保育士のための手当を新設

するなどの配慮をお願いしたいと思います。 

 さて、病児保育事業は、病気にかかった子供に最適な空間を提供し、本来の成長を妨げ

ないように保育する制度です。その結果として、仕事と子育ての両立支援という効果もあ

り、少子化を防ぐ有効な子育て支援策です。 

 本年６月に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針2022」においても、病

児保育サービスの推進に取り組むと記載していただいております。ところが、現在、まだ

一般の子育て家庭において病児保育が正しく認識され、利用されやすくなっているかとい

うと、そうではありません。病児保育の事業内容が複雑なこと、施設数が少なくニーズに
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合っていないことが原因と思われます。 

 例えば厚労省の病児・病後児保育事業は、令和２年度、全国で3,562か所の稼働があるこ

とになっていますが、その約半数の1,477は体調不良児型であり、病児型と病後児型がその

ほか４分の１ずつです。 

 体調不良児型は2008年に創設されましたが、当初は各保育施設に看護師を配置するため

の方策であると聞いておりました。いまだに看護師の人件費を補うために体調不良型を利

用する自治体があるのも事実です。また、企業型あるいは各大学や施設での職員のための

病児保育などがあり、施設基準や利用方法が異なり、統制が取れていない状態です。こど

も家庭庁が創設された後には、病児保育が有効に機能するために、体調不良児型を事業か

ら外し、子育て世代が利用しやすい統一した方策をお願いしたいと思います。 

 医師や看護師など専門家のいる病児保育事業は、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に最適な資源と考えております。 

 こども家庭庁創設を期に、ぜひこれらの点について御考慮いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 続きまして、戸巻聖専門委員、お願いいたします。 

○戸巻専門委員 御説明ありがとうございます。しんがりを私でいいのかと思いながらお

話をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 ２点ほどお話をさせていただきたいのですけれども、皆様お話しされているように、連

日の虐待の報道を、一義的に例えば職員配置基準だったりとか、何か１つの原因にフォー

カスを当てて解決することは僕は危険ではないかなと思っております。 

 そこで、今は警察等の取調べ等もあるのかもしれませんが、この先生たちがそうなって

しまった背景というところで、例えばどのような背景があってそこにたどり着いたのか、

そういったことになってしまったのかという原因究明については、警察はするのでしょう

けれども、厚生労働省であったり、内閣府であったり、我々も含めて原因究明を行うとい

うことがすごく大事で、その原因について我々が共有することで、どこの部分に力を入れ

ていくことが大切なのか、子供たちを守ることになるのかというのを一緒に考えていくこ

とが必要だなと僕は思っています。 

 ずっと皆様のお話を伺っていたのですけれども、職員配置基準であったり、処遇改善で

あったり、いろいろ原因はあるのでしょう。研修もあるのかもしれません。コロナもある

かもしれません。ただ、本当に正確に何かということを僕らは分析しないと、一部分だけ

改善しても、これは本当に氷山の一角になってしまうと思いますので、皆さんと一緒に原

因究明について尽力したいなと思っております。よろしくお願いします。 

 様々な補助メニューについて、前回の会議で私のほうで話をしたのですけれども、自治

体の体力によって補助ができる・できないに差異が生まれております。自治体に４分の１

程度の負担を強いることで、国がつくっていただいた補助メニューを使えない場面が見受
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けられます。これについては、保育に関しては実施するという責任があるために自治体の

費用負担を免れることは難しいのかとは思いますが、自治体の費用負担を下げることで子

供たちが安心・安全な環境で生活して、日本のどこにいても平等に質の高い保育教育を受

けることができるように検討いただきたいと思っております。 

 この先、自治体ごとの体力の差がもちろんついてくるかと思うのですけれども、その場

であっても子供たちが育つ環境というのは日本のどこにいても同じであるべきなのではな

いかなと私は考えております。 

 意見書にはほかにも何点か、職員配置基準の0.3兆円超メニューの早期実現であったり、

建築費等の高騰に伴う施設整備の対応についてお願いをしておりますが、その辺はお目通

しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 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、大岡紳浩三日月委員代理、お願いいたします。 

○大岡代理 滋賀県でございます。委員の三日月知事は公務で出席できませんので、代理

で発言をさせていただきます。 

 ３点申し上げます。資料につきましては、11ページからでございますけれども、１点目

は公定価格でございます。人勧によりまして、令和元年以来増額改定がされましたが、そ

もそも保育士が将来に希望を持って定着できるためには、仕事の内容にして適正な水準ま

で処遇改善が行われることがぜひとも必要であります。 

 あわせまして、処遇改善加算Ⅰの基礎分の上限見直しがございますけれども、これにつ

いても御検討いただきたいと思います。 

 ２点目でございます。今回の議題にはございませんでしたけれども、地域区分につきま

しては、国家公務員の地域設定のない市町村だけではなくて、設定のある市町村に対して

も一定の措置がなされたところではございますけれども、依然としてやはり周辺地域との

格差が大きい地域がございます。そのために、隣接する市町村との間で運営収入に大きな

差が生じ、保育人材の確保に支障を来しているという事例もあります。 

 こうしたことから、その在り方につきましては、地域間の物価水準等を考慮するなど、

引き続き地方の声をお聞きいただきながら、検討を進めていただきたいと思っております。 

 ３点目でございます。出産・子育て応援交付金についてでございます。先ほど国のほう

からも今後も継続してという御説明もございましたが、まずは若い世代にとって将来の安

心につながるよう、恒常的で安定的な制度としていただきたいと思います。 

 その上で、安定的な制度とするためにも、地方に過度な負担を生じさせることなく、国

において財源確保の方策を検討いただくとともに、また、目玉の事業でございます伴走型

相談支援につきましても、特に人材育成につきまして、各自治体の市町村からも保健師の

確保が困難だという多くの声をお聞きしております。こういった観点からも、人材の確保・

育成につきまして、地方への取組の支援をお願いしたいと思います。 
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 以上３点でございます。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す。 

 続きまして、濱名浩水谷委員代理、お願いいたします。 

○濱名代理 全日本私立幼稚園連合会水谷委員の代理でございます、認定こども委員会委

員長の濱名でございます。意見を申し上げます。 

 まず、公正価格の見直しについて申し上げます。先ほど藤迫専門委員もおっしゃってい

ましたが、主任保育士専任加算についてでございます。本年度より、育児休業制度も整備

され、その結果、保育ニーズも変化しています。現在、主任保育士専任加算の要件の一つ

に乳児が３人以上入所している施設が挙げられています。しかしながら、育児休暇制度も

確立し、政府としても育児休暇を促進しており、要件を満たすことは難しくなりました。 

 乳児の要件を緩和し、現在、施設が実際に取り組んでいる子育て支援を新たな要件に組

み入れて、支援の充実を図っていただきたいと思っています。 

 ２点目でございます。２号、３号の同じく公定価格の見直しでございまして、２号、３

号単価の分離のお願いでございます。この数年、認定こども園の１号、２号、３号児の認

定希望者の比率が大幅に変化しております。１号児数が大変減少しておりまして、その分

２号児が増え、そして３号児の利用希望者が増加しております。 

 認定こども園、中規模、大規模園では、２号利用定員を見直して上げますと、単価が下

がりまして、施設全体の収入が下がる園があります。同時に、２号の利用定員が増えると、

３号の認定の単価も下がっていくということで、二重、三重に厳しくなってまいります。 

 給付額が減少しますと、その差額を賄うために特別徴収などという保護者負担を求めざ

るを得なくなるところもあるかと思います。保育の質を一番に考えていただきまして、公

定価格を見直す際に多様な施設規模にも御配慮いただき、現在の２号、３号の総数の公定

価格の組立てから、２号と３号別々の公定価格の仕組みを考えていただきたいということ

でございます。 

 ３点目、一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の促進についてですが、導入自治体が非常に少

のうございます。質問に回答されました643自治体の約80％が導入の予定なしと答えておら

れます。１～２歳を主とした無園児対策は、今後の子育て支援で保育ニーズが高まると思

いますし、そういう意味で、国から特に基礎自治体に事業の再度の説明と導入の積極的な

働きかけ、啓発をお願いしたいと思います。 

 また、この事業の実施上の課題に補助額が不十分で運営費が賄えない、あるいは０～２

歳児を預かるための保育室等の改修が金銭的に困難であるという回答が上位に上がってお

りますので、一時預かり（幼稚園型Ⅱ）の開設費用の補助の増額もお願いしたいところで

ございます。 

 最後に、伴走型相談支援についてです。この考え方は大変すばらしいと考えております。

保護者の目線でいきますと、保護者にとって気軽に面談等を近くで親しみやすい施設や場

所で展開できることも大切だと考えております。前回、月本委員の御発言にもあり、今回
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もありましたが、子育て相談、あるいは情報交換、あるいはママ友づくり、あるいは父親

の参画、両親の交流等は、そういう形で子供と一緒にというところでもある幼稚園が今ま

で地域の実情に合わせて支援を担ってまいりました。また、その長い歴史と実績もござい

ます。幼稚園も含めた実施している全ての施設が伴走型相談支援の場や担い手として保護

者目線に立った必要な支援サポート・サービスをできるように、施設ごとで偏らない施策

と予算をお願いいたします。 

 また、その実施に当たっては、担い手の育成プログラムも必要かと思います。質の高い

子育て支援が実施できるようにサポートをお願いしたいと思います。時間の関係ですが、

意見書にこどものバス送迎・安全徹底プランについて、安全管理マニュアルに沿った人員

配置の検討、あるいはクラクションの活用のこと、あるいはこどもの見守りタグの導入の

ことについても明記させていただきましたので、御参考いただきたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○秋田会長 ありがとうございました。 

 それでは、委員からの御質問に対して、事務局から手短に回答をお願いしたいと思いま

す。 

 また、委員の皆様におかれましては、誠に恐縮ですが、若干時間を延長することになる

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○丸山参事官 それでは、内閣府子ども・子育て本部子ども・子育て支援担当参事官より、

私の担当部分について回答させていただきます。 

 大変多くの委員の皆様から人員配置基準の見直しについて御指摘・コメントを頂戴いた

しました。いわゆる0.3兆円超の質の向上事項に含まれます、未実施となっております１歳

児や４・５歳児の配置改善につきましては、安定的な財源の確保と併せて検討が必要とな

りますけれども、引き続き幼児教育・保育の質の向上に努めるべく検討をしてまいりたい

と考えてございます。 

 あわせまして、現場職員の皆様の負担軽減ということは大変重要なことで、お子さんの

安全を守るためにも大変重要だと思っておりますので、厚生労働省をはじめ関係府省と連

携をいたしまして、業務負担軽減に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 また、多くの委員の皆様方から処遇改善の関係で御意見を頂戴いたしました。これまで

処遇改善Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとやってきたわけでございますけれども、これらを含むさらなる処遇

改善につきましては、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえつつ、見える化を行い

ながら、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減について関係省庁と連携し

て検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、大岡代理人から、処遇改善等加算Ⅰの基礎分について御指摘を頂戴いたしました。

基礎分につきましては、経験年数や勤続年数に応じた取組がキャリアラダーの形成等につ

ながるということで、現場の実態も踏まえた改善を図ることが重要であるということは認

識してございます。 
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 また、宮田委員から、処遇改善加算に係る事務負担が非常に過重であるという御指摘を

頂戴いたしました。処遇改善等加算に係る事務負担の軽減につきましては、これまでも申

請手続における参考様式の提示でございますとか、FAQの充実に取り組んできたところでご

ざいますけれども、今般、処遇改善加算Ⅱの研修修了要件の確認に係る標準様式を近日中

にも発出したいということで作業を進めておりますので、そうした取組をはじめ、各自治

体や施設の皆様の御意見を伺いながら引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 また、濱名代理人、藤迫専門委員から、主任保育士専任加算の要件の見直しについて御

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して、厚生労働省

と連携しながら、必要な財源の確保とともに検討してまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、手島委員から、処遇改善の実績の報告をという御意見を頂戴いたしました。

今年の２月から始めました処遇改善３％、9,000円相当という処遇改善でございますけれど

も、10月から公定価格に移行して実施いたしております。この実施状況、実際どれぐらい

の施設がそれを受け取って、その結果、施設で働いている方々のお給料がどのように上が

ったかということについて調査研究等を実施してまいりたいと考えておりますので、今後、

そういった調査をしてまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、濱名代理人から２号、３号の公定価格の単価の分離について御意見を頂戴

いたしました。現在、園長の先生の人件費や管理経費などの共通経費を踏まえまして、２

号、３号について一体的に設定しておりますけれども、引き続き経営実態の把握を行いな

がら、在り方を検討してまいりたいと考えてございます。 

 また、大岡代理人から地域区分の改善について御指摘を頂戴いたしました。これまで地

域区分の在り方につきましては、子ども・子育て会議においても御検討いただき、基本的

な姿というのは今後も維持すべきという御意見も頂戴したところでございますけれども、

引き続き他の社会保障分野の状況も踏まえながら、また、自治体や事業者関係団体の皆様

の御意見も伺いながら、子ども・子育て会議において御検討していただきたいと考えてご

ざいます。 

 最後に、柏女委員から、子ども・子育て会議の事務が令和５年度からこども家庭庁にな

るということに関してコメントを頂戴いたしました。子ども・子育て会議においてお取り

まとめいただきました子ども・子育て新制度の施行後５年後の見直しに係る対応方針にお

いて引き続き検討とされた事項など、子ども・子育て会議で御議論いただいてきた事項に

つきましては、全てこども家庭庁に置かれるこども家庭審議会に引き継いで御議論いただ

いていくことになると考えておりますので、その点の引き続きの議論が遺漏なく行われる

よう、我々事務局も努めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○高木参事官 続きまして、認定こども園担当参事官でございます。送迎用バスの緊急対

策につきまして、御回答させていただきます。 
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 まず、安全装置に関することとしまして、野澤委員、水野委員、藤迫専門委員、渡辺専

門委員からお話があったところです。あくまでも人がきちんと降車確認をするということ

が大前提であります。その上でヒューマンエラーを補完するという形で安全装置の検討を

進めているところでございます。今のところの検討状況ですけれども、３列シートのワゴ

ン車みたいなものも義務の対象、支援の対象に検討を進めています。 

 その上で、放課後児童クラブに関しますと、義務化はしないのですけれども、支援対象

としていまして、義務化される施設の定額補助の半額程度と考えています。 

 その定額補助がどういった額になるかとなりますと、今、国交省が検討していますガイ

ドラインが公表されると、大体の実勢価格というものが分かってきます。そこにおきまし

て、その標準的な装置というのがどれぐらいの額かということが、取付費用も含めて分か

ってきますので、そこを上限額としまして、そこの範囲内であれば定額で補助します。そ

れ以上によりよいものを購入される園に関しましては、自己負担が発生します。 

 ２つ目、マニュアル関係で野澤委員、箕輪委員、佐保委員、渡辺専門委員から御指摘、

御質問等があったところでございます。 

 参考資料２の３ページで書かれているとおり、上の３段なのですけれども、いろいろな

ことを常にやっていますという回答は多いのですけれども、然は然りながら、マニュアル

等が整備されていますかという質問の回答が括弧書きなのですけれども、３割から４割程

度といったことで、実態としてはなかなかマニュアル等が園で整備されているといった状

況ではない。 

 ですので、国として新たにマニュアルを作成させていただきましたので、これを御参考

いただければと思っています。 

 降車確認後の出欠確認につながるところに関しましても、参考資料３にマニュアルをつ

けさせていただいていますけれども、６ページの上段にこういう手続で、降車後、担任職

員に情報をどう伝えて、担任職員が管理責任者にどう伝えるかといったことも例として提

示させていただいています。こちらで対応できると思っていますけれども、このマニュア

ルを金科玉条のごとく続けていこうとは考えていません。園の実態でありましたり、地方

の実態によって変わってくるところもありますし、もしくはそういったところの御意見を

踏まえてマニュアルを改正しなくてはいけないところもあると思います。それに関しまし

ては、柔軟に対応していくことを考えています。 

 最後に、月本委員から、GPS、タグにつきまして、整備費だけではなくて運用費もという

御指摘がありましたけれども、あくまで環境整備のために支援していきましょうといった

ことですので、設置費に関する支援ということで御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○本後保育課長 保育課長でございます。大きく４点、お話ししたいと思います。 

 まず、駒崎委員から指摘いただきました２点、保育士の常勤の定義については、既に紹

介いただきましたような記事にもありますような企業さんの動きも始まっております。ま
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た、規制改革の流れの中でも、短時間保育士の活用の見直しということも言われておりま

すので、そういった中で問題意識を持ちながら併せて検討していきたいと思います。 

 それから、駒崎委員の２点目、保育所でこども食堂等をできるようにというお話でござ

います。保育所の多機能化という観点からは、こうした地域の活動と連携していくという

ことが重要だと考えております。現場の課題をよく考えながら、必要に応じて対応を取っ

ていきたいと思います。 

 ２点目です。これは様々御指摘いただきました本件裾野市等の事案についてでございま

す。まず、松田委員から御指摘いただきました、団体を通じた各園への情報提供というこ

とは、既に保育関係の団体からも我々の事務連絡に先立って周知の徹底をされております。

今回の事務連絡についても、団体のほうからしっかりとお伝えいただければと思っており

ます。 

 それから、今後、実態の調査を行いまして、今後の必要な対応を検討していくわけです

けれども、その際、尾木委員から御指摘いただきました不適切保育、虐待の関係や通報の

位置づけといったものについても意識を持ちながら検討していきたいと思います。 

 それから、保育士の関係で、古口委員からイメージダウンにつながるのではないか、あ

るいは水嶋専門委員から、保育士の相談を受け付けているという御紹介をいただきました。

保育士は非常に多忙な中で働いておられる中でのメンタルケアが必要ではないかというこ

とではないかと思います。そういった点も含めて検討していきたいと思います。 

 戸巻専門委員からは原因をしっかり把握した上でという御指摘がありました。これは今、

県と裾野市のほうで特別監査を行っております。そういった状況をよく連携して把握しな

がら進めてまいりたいと思います。 

 ３点目です。月本委員から「保育所等」という用語について御指摘をいただきました。

分かりやすい情報提供という意味で、御意見として承りたいと思います。 

 最後の４点目、木野専門委員から病児保育の充実について御指摘がございました。これ

までも累次進めてきておりますけれども、重要な事業でございますので、引き続き対応を

考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○東少子化総合対策室長 資料４の出産・子育て応援交付金について、厚生労働省からお

答えさせていただきます。大変多くの委員からこの事業に対しまして期待の声をお寄せい

ただきまして、本日、改めて身を引き締めたところでございます。その中でいただいた御

質問に対しましてお答えしたいと思います。 

 まず佐藤委員、奥山委員、鈴木委員、月本委員、三日月委員代理、それから水谷委員代

理の方から、まず面談をしていくということに関する人材の問題で育成をしてほしいとい

う御意見を多々いただきました。出産・子育て応援交付金の面談実施者につきましては、

先ほども御説明した資料にありますとおり、寄り添ってお声を聞いていくということで、

必ずしも母子保健の専門性は要らないまでも、面談対応時の話の聞き方や対応の仕方、妊



39 

婦さんたちと関係性を構築していくということについては一定の学びを持って専門性が求

められるものと考えています。 

 そこで、資料３に記載の、例えば市町村の面談実施者が一般事務職員とか、会計年度の

任用職員、あるいは身近で相談できる地域子育て支援拠点、保育園、幼稚園、認定こども

園といったところでの職員さんが面談実施者となる場合には、やはり一定の研修を受けた

方というものを要件としたいと考えておりまして、既に11月22日の自治体説明会の資料で

は、その点も明示しまして説明もしております。 

 さらには、一昨日、12月６日付で発出いたしましたQ&Aにおいても、一定の研修とはこう

いうものだということをお示ししておりまして、例えば既に利用者支援事業の基本形を実

施する利用者支援専門員というものになるために受講が必要な研修があったり、あるいは

子育て支援拠点で子育て支援員になるための受講が必要な研修がありますので、そういっ

た枠組みを活用して研修を受講していただくことを想定している旨を明確に提示して、そ

のような対応を自治体に依頼しているところでございます。 

 それから、大下委員から、出産・子育て応援ギフトについて、ちゃんと子育てに回るよ

うにという話と、支援が必要な方に支援がちゃんと効率的に届くように、システム導入経

費についても効率的に使ってほしいというお話をいただいております。出産・子育て応援

ギフトにつきましては、例えば産後ケアや家事支援サービスなどに利用料が発生しますの

で、そういったものの利用料減免や育児関連用品の商品券の支給といったクーポン支給の

形でやったり、幅広い支給方法を選択することを可能にしております。 

 クーポンの発行については、準備に時間がかかることもあるということもありますので、

現金給付もオプションとして排除はしていないところです。ただ、本事業は、先ほども御

説明させていただいたとおり、来年度以降も継続的に実施するものであるところ、早期の

事業実施の観点から市町村単位で現金給付で事業を開始される市町村があると思っており

まして、そういったところでもできるだけ早期に電子クーポン等の電子的な方法の活用や

都道府県による広域的な連携を含めて、応援ギフトの支給に関して効率的な事業の実施に

移行できるように、並行して国としての取組を進めていくことを考えております。 

 具体的には子育てアプリや電子クーポンによる子育て支援といったものを自治体等と意

見交換しつつ、デジタル化の課題抽出やそれを踏まえた普及方法の検討、そのための国の

支援といったものを引き続き議論していく予定でありまして、一昨日のQ&Aでもそちらにつ

いてお示しをしているところでございます。 

 それから、奥山委員から、意見書のほうで多数の御意見をいただきました。地方自治体

の創意工夫が横展開できるようにバックアップをということでございまして、先ほども申

し上げたとおり、自治体説明会やQ&Aなどでお示ししているのですけれども、今後も年内に

交付要綱、実施要綱の発出、それからQ&Aも自治体のほうから寄せられた多数の御質問に対

しての回答を並行して作成しておりまして、そのQ&Aの第２版の発出、あるいは自治体説明

会も年末に２回目の開催を予定しておりまして、順次あらゆる機会を捕らえて、その都度
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丁寧に情報発信していきたいと思いますし、来年以降、事業が始まる自治体もございます

ので、そういった自治体の創意工夫の取組もフォローアップをしながら、好事例の横展開、

必要な情報発信に努めていきたいと考えているところでございます。 

 奥山委員と藤迫専門委員から、サービスの支援をつなぐ先の量的拡充、それからそうい

ったところの質を確保するための研修機会の確保というお話もいただいております。こち

らは伴走型相談支援を全国に普及させることと併せて重要な課題であると考えておりまし

て、出産・子育て応援交付金の受け皿になりますので、地方自治体や事業者の取組を支援

できるように、御指摘のとおり必要な安定財源の確保も含めまして、今後、あらゆる事業、

補助事業に必要な予算をしっかり確保していくということで対応していきたいと考えてお

ります。 

 それから、経済的支援と伴走型支援がしっかりかみ合うようにということで、先ほど御

指摘もありましたし、母子保健と地域子育て支援事業の連携・協働を進めてほしいという

話もございました。こちらについては、伴走型相談支援の体制整備もそうですし、令和６

年４月施行の改正児童福祉法に位置づけた子ども家庭センターの設置に向けた体制整備の

中で、連携・協働のより一層の強化を図っていきたいと考えております。 

 それから、小塩委員、藤迫専門委員から御質問がありました、シングルマザー、若い女

性でも対象になるのか、未婚の女性も対象になるのかということですが、基本的には全て

の妊婦ということで、若年妊婦さん、結婚していない方も全て対象ということでこの事業

は考えているところでございます。 

 それから、月本委員、水谷委員代理の濱名代理人から、幼稚園、認定こども園もこの事

業に参画するべき対象だというお話をいただいております。御説明申し上げているとおり、

市町村の判断によりまして、幼稚園、認定こども園も受託することが可能であります。そ

ういったことを説明会やQ&Aにも既に明示しておりますので、厚労省ホームページに掲載し

ておりますので、後ほどお時間があれば、御確認をいただきたいと考えております。 

 最後でございます。三日月委員代理の大岡代理人、松田委員、手島委員から、制度の恒

久化、税財源の確保のお話をいただいております。本事業の恒久的な制度化、これは法整

備もそうですけれども、こちらについては現時点では未定ではございますが、子ども・子

育て支援の充実は、手島委員からもありましたような全世代型の社会保障構築本部のほう

で総理からの検討指示の下、議論を進めておりまして、こちらの事業はその検討項目の一

つになっておりますので、今後議論が進められるものと考えています。 

 いずれにしましても、この事業の来年度以降の継続的な実施に向けた安定財源の確保に

ついては、年末までの予算編成過程で引き続きの調整ということになりますので、御理解

いただければと思っております。 

 以上でございます。 

○藤岡幼児教育課長 文部科学省幼児教育課長の藤岡でございます。２点、御意見をいた

だきました。 
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 まず１点目、加藤委員から、一時預かり事業の調査項目に関する追加についての御意見

をいただきました。御指摘を踏まえて、各園の事務負担軽減に資するよう、今後とも検討

してまいりたいと思っております。 

 続いて、代理出席の濱名様より御意見をいただきました。域内の幼稚園を活用した待機

児童の解消に取り組もうとする市町村が一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を円滑に活用でき

るよう、引き続き必要な支援の実施に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 閉会前に、小倉大臣から一言いただきたいと思います。大臣、よろしくお願いいたしま

す。 

○小倉大臣 委員の皆様、長時間お疲れさまでございました。また、短い時間ではありま

したけれども、皆様方から端的に大変有意義な御意見を頂戴したことを感謝申し上げたい

と思います。 

 まず、こどもの安心・安全に関わる事件・事故の発生を受けまして、委員をはじめとす

る関係者の皆様方がこれらを深刻に受け止めて、既に迅速にそれぞれが対応してくださっ

ておりますこと、感謝を申し上げたいなと思います。 

 また、現場が多忙を極めているとの御意見も同時に多数頂戴いたしました。現場の職員

の方々がゆとりを持ってこどもと向き合える環境整備に引き続き担当大臣として努めてま

いりたいなと思っております。 

 また、伴走型支援に関しまして、大変好意的に御評価をいただきましてありがとうござ

います。いただいた意見を参考にして、この事業が柔軟にかつ真に利用者に資する事業に

なりますようにしっかり実施してまいりたいと思いますし、重要なのは自治体とのコミュ

ニケーションだと思っております。しっかりと自治体にこの事業の概要を御理解いただけ

るように努力をしてまいります。 

 これは来年の３月までは厚労省ですけれども、４月からはこども家庭庁に移管されます。

継続的な取組ということでありますので、こども家庭庁にスムーズに移行されるように努

力をしてまいりたいと思います。 

 また、こども家庭庁の座組に関しても御指摘をいただきました。こども家庭庁発足後も、

ただいまの様々な議論の場でのプロセスをスムーズに受け取るだけではなくて、少なくと

も今までと同じか、あるいはそれ以上の関係者の皆様方から、多くの皆様方から丁寧に御

意見をいただけるようなこども家庭庁にしてまいりたいと思っております。 

 最後に、来年度のこども家庭庁発足後に、こども家庭審議会におきまして、こども大綱

の策定は大きな事業になると思います。それと同時にやはりやらなければいけないのは、

こども予算の話でございます。総理もかねてよりこども予算に関しては、こども家庭庁の

下で、まずはこどもにとってこども目線で必要な予算というものは何かを議論した上でこ

れを取りまとめ、社会的な費用負担の在り方と併せて検討していくということを申し上げ
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ておりますし、さらに言えば、こども予算の将来的な倍増に関しましては、来年度の骨太

の方針までにその道筋をお示しするということも併せて申し上げております。この件につ

いてもしっかり広く多くの皆様方の御意見を聞きながら議論を進めてまいりたいと思って

おりますので、本会議の委員の皆様方に引き続き御協力をお願い申し上げたいということ

を最後に申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○秋田会長 小倉大臣、御発言どうもありがとうございました。そして、皆様、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。 

 かなり時間が長くなりましたことをお詫び申し上げますとともに、これで第63回「子ど

も・子育て会議」を終了いたします。どうもありがとうございました。 


