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○秋田会長 皆様、こんにちは。 

 それでは、定刻となりましたので、第64回「子ども・子育て会議」を開始いたします。 

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

 初めに、本日の委員の御出欠について、事務局より報告をお願いいたします。 

○丸山参事官 事務局でございます。 

 委員の御出欠について、御報告申し上げます。 

 駒崎弘樹委員、三日月大造委員、水谷豊三委員、箕輪恵美委員におかれましては、所用

により、御欠席です。 

 また、駒崎弘樹委員におかれましては、齋藤祐善代理人、三日月大造委員におかれまし

ては、大杉住子代理人、水谷豊三委員におかれましては、濱名浩代理人に御出席いただき

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 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日は、子ども・子育て支援新制度に関する予算案等についてを議題としたいと思いま

す。 

 それでは、事務局から、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 

 内閣府子ども・子育て本部子ども・子育て支援担当参事官でございます。 

 資料１－１「令和５年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況につ

いて」でございます。 

 １ページ目でございます。一番上、年金特別会計の予算としまして、令和５年度予算案、

３兆3317億円を計上しておりまして、前年度から700～800億の増でございます。そのうち、

子どものための教育・保育給付等、認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費や地域型

保育給付に係る運営費の関係が、１兆7008億円になってございまして、公定価格の関係で

ございますけれども、主な拡充内容につきましては、後ほど御説明を申し上げます。 

 ２ページでございます。②地域子ども・子育て支援事業が、2019億円となってございま

す。こちらの主な充実事項といたしましては、１つ目は、放課後児童健全育成事業の関係

でございますが、待機児童の解消に向けた緊急的な対応といたしまして、学校敷地内にお

いてプレハブを設置する際の費用についても、賃借料補助の対象に追加するですとか、３

ページ目でございますが、放課後児童クラブの利用ができなかった児童等に対して、他の

放課後児童クラブ等の利用をあっせんする等々、連絡調整の実施といった拡充を図ること

にしております。また、病児保育事業の関係でございますが、当日キャンセルに対する受
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入体制を維持していることを一定程度評価するための加算を試行的に実施するといたして

おります。続きまして、企業主導型保育、多様な保育の支援の関係でございますけれども、

2090億円になってございまして、前年より240億円程度増加となってございますが、増加に

なっておりますところは、企業主導型保育事業のところで1838億円が2079億円となってお

るところが主要なところでございます。こちらにつきましては、企業主導型保育事業の利

用の進展を踏まえまして、令和４年度の補正予算で補助事業の補助金を少し増額いたしま

したけれども、その令和４年度補正予算で追加した分を令和５年度も追加しておるという

ことでございます。企業主導型保育事業の主な充実事項といたしましては、医療的ケア児

保育加算の創設をすることにしてございます。また、企業主導型ベビーシッター利用者支

援事業でございますけれども、6.3億円が9.7億円という増加になってございます。一番下

でございますが、児童手当、１兆2199億円は、出生数の動向等を踏まえまして、自然減で

減額になってございます。 

 ４ページ目以降、令和５年度以降はこども家庭庁に移管をされますので、こども家庭庁

の全体像が示されております。 

 ５ページでございます。令和５年度の当初予算におきましては、先ほど申し上げました

年金特別会計の３兆3000億余りを含めまして、全体で４兆8000億余りになってございます。

その他、個別の参考資料をつけさせていただいております。また御参照いただければと思

います。 

 資料の23ページ以降、こども家庭庁の組織体制の概要についても参考資料をおつけいた

しておりますので、御参照いただければと存じます。 

 資料１－１は、以上でございます。 

 続きまして、資料１－２でございます。「令和５年度における公定価格の見直しについ

て」という１枚にまとめてございます。 

 まず、１つ目でございます。チーム保育推進加算の充実ということで、令和５年度予算

で講じた措置でございますけれども、比較的規模の大きな保育所につきまして、25対１の

配置が実現可能となるよう、現在は保育所の規模にかかわらず加配される保育士の数は１

人となってございますところ、比較的規模の大きな保育所につきましては２人まで加配を

可能とする措置を講じてございます。２番目でございます。処遇改善等加算Ⅲの加算額の

算定方法の見直しでございます。処遇改善等加算Ⅲは、令和４年10月から実施をしており

ますけれども、もともと、令和４年９月まで、令和３年度補正予算で措置をされました補

助事業で、３％、9,000円程度の処遇改善を実施しておりましたけれども、その加算額の算

定の基礎となる職員数につきまして、従来は各種加算の平均取得率により一律に算定をし

ておりましたけれども、令和５年度以降につきましては、他の公的価格におけます処遇改

善の仕組みと同様に、各施設における加算の取得状況に応じて職員数を算定する仕組みと

することにしております。３番目でございます。主任保育士専任加算等の要件についての

特例の創設でございます。主任保育士専任加算を取得する際の要件の一つにございます、
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０歳児・３人以上の利用に係る要件につきまして、そこにございますとおり、０歳児の利

用定員が３人以上であり、かつ、０歳児保育を実施する職員体制を維持している場合には、

令和５年度に限りまして、前年度に要件を満たしていた月については、引き続き、要件を

満たすものとして取り扱うという特例を、令和５年度に限って、設けることとしておりま

す。４番目でございます。処遇改善等加算Ⅱの他の施設への配分に関する期限の延長でご

ざいます。こちらの期限は、令和４年度末までとされておる期限を令和６年度末まで延長

するものでございます。５番目でございます。定員を超過している場合の減算調整の対応

で、一定期間を超えて定員を超過している場合に、現在、公定価格につきまして、減算を

適用することにしております。その減算の仕方でございますが、現在のところ、定員超過

の程度にかかわらず一律の調整率を適用してございますが、令和５年度以降につきまして

は、定員超過の程度に応じて調整率を設定するという見直しを行うことにしております。

６番目でございます。公定価格の適切な算定に向けた取組といたしまして、配置される職

員数を正確に把握し、その把握した職員数に基づいて適切に公定価格をお支払いするよう

にということで、職員の専任・兼務の状況につきましても、各事業所から頂戴することと

しております。 

 資料１－２は、以上でございます。 

○本後保育課長 保育課長でございます。 

 続いて、資料２について御説明いたします。 

 「虐待等の不適切な保育への対応について」ということで、前回のこの会議のときに、

下段の２．の１つ目のポツ、周知・徹底についてお話しいたしました。その後、最後のポ

ツですけれども、保育施設、市町村等に対して、全国的な実態調査を12月27日から開始し

ております。 

 次のページです。調査主旨の２つ目のポツ、この調査は、個別事案を把握して行政指導

につなげることに主眼を置くものではございません。この調査結果を踏まえて、不適切な

保育が施設内外への相談を通じて早い段階で改善される、不適切な保育を未然に防止でき

る、そういった環境体制づくりにつなげていくものと考えております。保育現場において

安心して保育士の皆さんが保育に臨むことができるように、そういった保育実践における

不安にも寄り添えるような支援に取り組んでいくことを目指しております。回答の締切り

は、２月３日です。この回答の状況を踏まえて、必要な対応を考えていきたいと思います。 

 続きまして、資料３「保育所等における使用済みおむつの処分について」でございます。 

 先日、１月23日に、事務連絡を発出いたしました。保育士や保護者の負担軽減につなが

るということで、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨する、保管ス

ペースの確保等が課題になる場合には、既存の補助事業ですけれども、保育環境改善等事

業の中で、おむつの保管用のごみ箱の購入などが可能であることも、併せて周知をいたし

ました。 

 次のページです。これは、調査に基づいて行っております。公立保育所でおむつの持ち
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帰りがない700余の自治体、取組が進んでいる自治体に対して、聞いたものでございます。

その結果、官民問わず、90％超の園でおむつを廃棄していること、その隣ですけれども、

処分費用は、園の運営費で負担しているケース、実費を徴収しているケース、自治体から

の補助を活用しているケース、それぞれ、記載の割合のとおりでございました。実費を徴

収している場合については、右下ですけれども、保護者の月額の負担額は300円台が最多で、

200～300円台という形になってございます。一番左ですけれども、園で廃棄していない園

に聞いてみますと、保管スペースという課題が浮かび上がってきますので、これを踏まえ

て先ほどのごみ箱等に対する補助を改めて周知したということでございます。こういった

通知を受けまして、各自治体で取組が進んでいくことを期待したいと考えております。 

 以上です。 

○丸山参事官 続きまして、資料４でございます。こども政策の強化、現状について、御

報告をさせていただきたいと思います。 

 １ページに、今年の１月６日に総理から小倉大臣になされました検討の指示のペーパー

をおつけしております。そこにございますとおり、こども政策の強化について検討を加速

するため、小倉大臣の下で、３つの総理が示された基本的方向性に沿って検討を進めて、

３月末をめどに具体的なたたき台を取りまとめるようにとの指示が総理からございました。 

 ２ページ目でございます。その総理指示を踏まえまして、１月19日に第１回目を開催い

たしましたが、こども政策の強化に関する関係府省会議を開催してございます。 

 構成員につきましては、３ページのとおりでございますけれども、こども政策担当大臣

を座長といたしまして、各府省から局長級の職員が参集して、検討を進めておるという状

況でございます。 

 ４ページにございますとおり、今後のスケジュール案ということで、このようなスケジ

ュールの案で検討を進め、３月末をめどにたたき台を取りまとめる予定で検討を進めてい

るという状況の報告でございます。 

 最後に、本日の参考資料といたしまして参考資料１～４がついておりますけれども、参

考資料１につきまして、内閣府子ども・子育て支援担当参事官から少し補足をさせていた

だきたいと思います。 

 参考資料１の１ページ目、２ページ目にございますが、昨年度、令和３年度の補正予算

の基になりました経済対策において、処遇改善を実施することになったわけでございます

けれども、その際に、公的価格に関する今後の処遇改善の基本的な考え方・方向性につい

て検討するということで、公的価格評価検討委員会が設けられました。 

 その公的価格評価検討委員会において、２ページ目にございますけれども、中間整理が

行われました。 

 その後、３ページ目にございますけれども、今後の継続的な見える化を図るべしという

ことで、医療、介護、保育・幼児教育などの各分野において、現場で働く方々に広く行き

渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要であ
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るという考え方が示されますとともに、２．今後の取組といたしまして、一番下の丸でご

ざいますが、保育・幼児教育分野につきまして、他の分野における財務書類の報告・公表

や経営情報のデータベース化の実施・検討の状況を踏まえて、速やかに検討を進めて必要

な措置を講ずるべきであるという御指摘を頂戴しております。 

 ４ページにございますとおり、今般、この子ども・子育て支援制度における継続的な見

える化に関する有識者会議を開催することといたしまして、経営情報の公表やデータベー

ス化等の継続的な見える化のための仕組みを、メンバーは５ページにございますけれども、

ここにあります有識者の皆様に御参集いただきまして、ほかの分野、医療、介護、障害福

祉の分野と同様に、それぞれの分野の取組も見ながら、保育・幼児教育の分野につきまし

ても継続的な見える化について検討していくこととしておりますので、資料とともに共有

させていただきます。 

 事務方からの資料の説明は、以上でございます。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

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

関係上、お１人２分で御発言いただきますよう、御協力をよろしくお願いいたします。時

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

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

ようお願い申し上げます。なお、この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、それぞれ五十音順に指名させ

ていただきます。ただし、徳倉康之委員は、途中退席予定とのことですので、最初に御発

言をいただきたく存じます。 

 それでは、徳倉委員から、お願いいたします。 

○徳倉委員 秋田会長、ありがとうございます。 

 また、発言順を御配慮いただきまして、大変感謝を申し上げます。 

 時間も限られておりますので、早速、端的に申し上げます。 

 通し番号51ページの先ほど御説明いただきました総理指示というところに、１、２、３

とございます。この子ども・子育て会議では、真ん中の２がメインとなります。私は、保

護者の代表として、こちらに参加させていただいております。この１、２、３のどれが欠

けてもバランスが取れない子育ての状況になってしまいますので、本日は２を中心にお話

ししますが、１と３もぜひ中心からずれることなく大きく進めていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、２の中で、本当に細かい点になりますけれども、２点、お伝えさせていただ

きます。 

 さらっと御説明いただきましたけれども、新規事業の中で、通し番号で22ページの辺り

になりますでしょうか、いじめに関する部分でございます。保護者としては、保育園、幼

稚園だけではなく、そこから幼保連携をして小学校に上がっていったタイミングの中での
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いじめの防止施策に非常に期待しているところがございます。ただし、現時点で、いじめ

が発生して、対処するときに、保護者の観点から見ると、加害者と言っていいのか分かり

ませんが、当事者同士のケアも含めた対応が、まだ、各自治体、各担当、学校によってば

らつきがありますので、ぜひそこを抜かさずケアをしていただきたいということがまずは

１点でございます。 

 最後になりますけれども、おむつの部分のお話がございました。通し番号でいきますと、

47ページですね。自治体の取組を後押しするということで事務連絡を流していただいてお

ります。実際に、後押しをいただいて、各自治体、各園が、これから様々に工夫をしてい

ただきながら、持ち帰りをなくそうという動きになると思うのですが、予算的な措置があ

るのかないのかでそれが進んでいくか進んでいかないかというところはかなりあると思い

ます。昨今、値上げも含めて、様々にありますけれども、後押しをしていただくという部

分では、予算措置もぜひつけていただいて、保護者の一部負担ももちろん必要かと思いま

すけれども、そこと併せての後押しをぜひお願いいたします。 

 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、大下英和委員、お願いいたします。 

○大下委員 ありがとうございます。 

 私から、２点、申し上げたいと思います。 

 まず、資料１－１の予算案の件ですが、これまで当所が主張してまいりました、保育の

現場を支える保育士の待遇の改善、多様な保育ニーズへの対応等、要望を踏まえていただ

いた内容になっておりまして、大きな異論はございません。引き続き、予算管理の徹底と

効率的な運用をお願いしたいと思います。 

 ２点目は、資料２の虐待等の不適切な保育の対応についてです。現場の状況調査等、再

発防止策を講じていくことは大事ですが、これがかえって保育の現場に新たな負荷となっ

て支障を来すようなことのないよう、現場目線での取組をお願いしたいと思っております。

根底にある課題は、従前から何度も申し上げておりますが、保育現場においてまだ人手が

十分に足りていないというところにあるのではないかと思っています。公定価格の見直し

によります保育士の処遇改善も含めて、十分な人手の確保こそ全てに先立って対応しなけ

ればならない対策だと考えております。加えて、保育士の方々の能力開発等、質の向上、

また、IT活用等による現場の負担軽減を図ることも重要だと思っております。子育て予算

倍増の議論の中で、児童手当等、現金給付に注目が集まっておりますが、仕事と育児の両

立が、ある種、当たり前に求められる世の中になっており、費用面での手当がどれだけ増

額されても、しっかりとした保育の現場の体制が構築されなければ、安心してこどもを預

けて働くことはできません。難しい課題ですけれども、しっかりと予算を確保していただ

いて、早急かつ継続的に対策を講じていく必要があると考えております。 

 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、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。 

 NPO法人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。３点ほどお話ししたいと思います。 

 １つは、今回、本年度の補正予算で入った出産・子育て応援交付金についてです。急ピ

ッチでの新たな事業ということで、早いところは１月からスタートをしていると聞いてお

ります。その中で、地方自治体の創意工夫ということがございましたので、ぜひその横展

開とバックアップをしていただければと思います。経済的支援と伴走型相談の連携という

ことなのですが、どうしても経済的支援は現金給付が多いと伺っております。これは育児

用品等の購入助成やサービスの利用負担軽減が主眼だと思いますので、その辺りもぜひこ

れまで以上にお伝えいただければと思いますし、サービスが増える方向での支援が非常に

重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。また、地域子育て支援拠点等への委

託等も推奨となったわけなのですけれども、地域との連携は非常に大きなことだと思って

おりますので、ぜひこういった点も御配慮いただければと思っております。 

 ２点目です。産後ケア事業や産後ケア事業の利用料負担の減免について、本当に心強い

支援だと思っております。ただ、一方で、それが利用できない方々、それが身近にないと

いう状況もあると思いますので、軽減だけではなく、取組を推進していく体制が必要では

ないかと思います。 

 最後です。いろいろとこども政策の強化がこれまで以上に図られてくると思うのですけ

れども、私たち事業者のほうも理解が追いついていないところもありますし、また、利用

者の方々にとっても戸惑いが大きいところはあると思うのですね。これから始まるニーズ

調査、保護者に向けて御説明をしっかりしていく体制といったところも、体制整備を進め

ていただければと願っております。 

 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、小塩隆士委員、お願いいたします。 

○小塩委員 ありがとうございます。一橋大学の小塩です。 

 ２点、コメントをさせていただきます。 

 １つは、冒頭に御説明のあった予算案、総理から御指示があったこども政策の強化全般

についてです。子育て世帯を経済的に支援する、子育てを社会全体で支えることは非常に

重要なことだと思います。ただ、出生率の回復をどこまで政策目標として掲げていらっし

ゃるのかがいま一つ分からない。そういう印象を受けます。例えば、総理の御指示を見て

も、児童手当の拡充がトップに挙がっているのですが、現金給付の引上げが出生率の回復

になかなかつながりにくいということは今までの世界各国の実証研究の結果で得られてい

る知見があるので、ここは違和感があります。予算もそうなのですが、支援の大部分が、
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子育て支援、子育てカップルを想定したものになっています。それはそれで結構なのです

が、日本の少子化のかなりの部分は晩婚化や非婚化で説明されます。そうすると、子育て

カップル以外の支援の在り方も同時に考えておくことが、特に少子化対策としては、必要

ではないかと思います。こういう見方をどこまで政府として考えていただくかということ

は、出生率の回復をどこまで政策目標にするかに大きく左右されます。場合によっては、

出生率の回復は難しいと考え、子育てカップルの支援に軸足を置いてもいいかもしれませ

んが、とにかく政策目標をどうするかということは重要だと思います。 

 ２点目は、新しくできるこども家庭庁への要望なのですが、御存じのように、新しい将

来推計人口が間もなく公表されます。そこでぜひお願いしたいのですが、こども数の将来

推計、こどもにかかる政策費用や政策効果などについて、長期的な試算や政策シミュレー

ションを行って、長期的視点に立ったこども政策を展開していただきたいし、私たちもそ

ういう議論ができるような土壌をつくっていただきたいと思っております。 

 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。 

 私からは、不適切保育に絞って意見を申し上げたいと思います。 

 「不適切保育」という用語について、現在、それが独り歩きし、保育者を惑わせて萎縮

させていることについて、違和感を覚えております。児童福祉法では、説明にもありまし

たとおり、政府の子ども虐待対応の手引きでも、不適切な養育・保育であるマルトリート

メントを含めて虐待としています。不適切保育は虐待の一種であって、決して「虐待等の

不適切保育」という言い方は適当ではないと思っています。その虐待の定義を基に、虐待

を禁止し、現行法令では、特定教育・保育施設における認可基準や運営基準もその禁止に

ついて定め、かつ、そのための研修を行うことや起こった場合の対応等を記載した規定を

設けることを義務づけています。また、社会的養護分野では、その件数や内容を毎年把握

し、20年にわたって年次報告が積み重ねられています。これは、介護や障害者虐待につい

ても大きく変わらないシステムとなっています。 

 このことを踏まえ、特定教育・保育施設における虐待防止について、３点を申し上げた

いと思います。 

 １点目は、保育分野のみ「不適切保育」といった概念をつくり上げて、虐待とのダブル

スタンダードをつくり上げることは、虐待以外のしてはいけない不適切保育があると誤解

させ、保育の萎縮を招くことにつながり、やめるべきだと思います。他の分野と経験の積

み重ねに学び、「虐待」に統一して取り組むべきだと思います。社会的養護関係は、令和

２年度、約100件、全国の10施設強に１か所の施設内虐待が報告されています。それだけ頻

繁に行われているということになります。保育でももっとあってしかるべきだと思います。 

 その上で、２点目ですけれども、社会的養護分野や介護・障害者施設と同様、特定教育・
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保育施設、放課後児童クラブなどにおいても、その発見と検証に自治体を関与させて、国

において報告を求め、全国集計、年次報告などを出していくべきだと思います。定義をは

っきりとさせて、可視化させること、それが丁寧な保育をしている保育施設や保育者を守

ることにつながるのだろうと思います。 

 ３点目、こうしたことに全国的に取り組んでいる保育施設も出てきております。私が経

営に関わっている保育施設では、虐待を４段階にレベル分けをして報告を求め、毎月、内

部監査で虐待の有無を確認し、仲間関係を配慮して報告しない、これはネグレクトである

として、内部通報体制を整備しております。こうした先駆的取組をしている保育施設のヒ

アリングなども進めるべきだと思います。また、今回、調査されておりますが、運営基準

で義務化されている施設内虐待に対応する規程を策定している保育施設の数や内容を調べ

ているかというと、そこははっきりしませんので、恐らく調べていらっしゃらないのでは

ないかと思います。こういうものも調べるべきだと思います。虐待している園を可視化し

て改善し、していない園は自信を持って保育できるようにする、施設内虐待を特定して守

ることは保育全体を守ることにつながるということを銘記すべきだと思います。 

 私からは、以上です。ありがとうございました。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 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す。 

 こども家庭庁の組織図、概要等のお知らせをいただき、ありがとうございます。こども

施策の一体的な運営に向けて、期待しております。その中で、幼児教育への期待も大変大

きいものがあります。幼児教育については、文部科学省で統括をされるものと認識してお

りますけれども、庁内ではこども育成基盤課の分掌になるのではないか、位置づくのでは

ないかと読み取っております。一方、大局からの視点、世間からの理解をいただくために、

こども家庭庁と文部科学省が何をどのように連携しているのか、つないでいるのかという

ことを、見える化してお示しいただくことが大事ではないかと思います。キーワードとし

て、架け橋プログラムというものをどのようにつなぐのか、幼児教育の質の向上のための

取組、そのための評価と研修について、今、３つに大きく分けましたけれども、例えば、

評価に関しても、保育サービス評価と学校評価は同じ評価という言葉を使っていますが、

全く別のものです。評価の使い分けには基礎自治体で混乱が起きているところなので、ど

ちらも大事だと思いますけれども、きちんと分かるようにお示しいただくことが大事だと

思います。 

 もう一点、研修について、小学校以上は研修の計画がきちんと成り立っておりますけれ

ども、幼児教育においても、園長、保育者ともに既存の研修団体等の連携を強化して、実

際の研修を通しながら、アップデートがきちんとなっていくように、お願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 
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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、古口達也委員、お願いします。 

○古口委員 栃木県茂木町長の古口でございます。 

 私は、使用済みおむつの処分に係る自治体の取組の後押しについて意見を申し上げます。 

 保育所等において使用済みおむつの処分を行うことは、保護者のみならず、保育士にと

っても負担軽減になると考えられております。したがって、希望する全ての保育所等で実

施できるよう、国においては御配慮をお願いしたいと思います。前回も私は申し上げまし

たが、この件に限らず、こども施策などの基本的なサービスは、全国一律で実施されるよ

う、国には御配慮をお願いしたいと思います。 

 また、加藤厚生労働大臣が、このおむつ処分にとどまらず、保育現場で保護者や保育士

が負担に感じていることについては、今後も継続して負担軽減に向けた検討をしていくと

の発言がありましたが、この件につきましては、大変我々も心強く承りました。 

 最後に、岸田総理の指示を拝見させていただきましたが、こども家庭庁による、本格的

で、体系的で、そして、きめ細やかな子ども・子育て支援政策がいよいよ始まっていくの

だなという思いをいたしました。全国町村会といたしましても、大いに期待いたしますと

ともに、現場で我々も共に頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 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、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。 

 資料１－２、資料４、参考資料１について、発言します。相互に関連する話だと思いま

す。 

 児童手当の拡充に所得制限をつけるかつけないかが話題になっています。しかし、そも

そも施策の優先順位が違うのではないかと考えています。内閣府が昨年公表した結婚と出

産に関する全国調査によると、日本の未婚女性は理想のライフコースに仕事と子育ての両

立を挙げる人が最多でした。しかし、あなた自身はどんなライフコースを歩むと思います

かと問われると、結婚せずに働き続けるという回答が最多でした。悲鳴が聞こえる気がし

ます。児童手当は、こどもがいる家庭への現金給付です。平均的には、こどもが２人いる

家庭です。それよりも、子育てと仕事の両立を願いながら、結婚も出産もせずに働き続け

るんだろうなと考える若い人が理想を実現できるようにする施策が優先する気がします。 

 ここから、資料１－２と参考資料１の話です。全世代型社会保障構築会議が発足したと

き、公的価格評価検討委員会が設けられ、保育と幼児教育、介護、医療の現場での処遇改

善が提起されました。いずれの業界も、共通して、人手不足で、賃金が低く、女性の非正

規雇用が多い職場です。こういう職場をモデルとして考えたとき、若い働き手が、安定的

に雇用されて、将来を考え、仕事と子育ての両立を当たり前に考えられる賃金と処遇にな
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っているのか、疑問を感じます。幼保の現場では、昨年、実際に月9,000円の処遇改善が行

われました。しかし、保育の質を保つために配置基準より多くのスタッフを雇用している

事業所では、引上げ額が１人当たりでは目減りするという現実に直面しました。配置以上

に人を置けば、どうしても働き手に非正規雇用が多くなり、１人当たりの賃金低下も生じ

ます。業界全体の賃金低下を招く構造になっているのではないかと懸念します。働きなが

ら結婚して子育てをしていくことが当たり前の職場をつくるには、処遇改善が、配置基準

や雇用などとセットで議論されて、事業所がどのぐらい正規雇用を増やせるか、といった

観点を含めた制度設計をすることが必要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、佐保昌一委員、お願いいたします。 

○佐保委員 ありがとうございます。 

 連合の佐保です。 

 私からは、３点、申し上げます。 

 まず、資料１の２ページから３ページ、地域子ども・子育て支援事業で、主な充実事項

としてプレハブを設置する費用を対象に追加したことが記載されていますが、こどもが過

ごす環境は成育に重要な要素ですので、最低限ということではなく、施設を問わず、こど

もにとって過ごしやすい施設を整備することを重視していただくようお願いいたします。

また、待機児童の解消には、若者だけではなく、人材も重要です。放課後児童支援員の処

遇改善も、早急に取り組むべき課題として、対応いただきたいと思います。 

 次に、資料１－２、１ページのチーム保育推進加算の充実について、保育士を加配でき

るよう拡充されることは、職員配置の改善、保育の質の向上に向け、一歩前進と捉えてい

ます。さらに、利用定員の少ない施設も対象となっていくことや配置基準の見直しを期待

しております。 

 最後に、参考資料２の６ページ、児童福祉施設に対する一般指導監査についてです。園

児への虐待事件や不適切な保育が連日報道されていることを踏まえれば、実地監査を必須

とすべきです。児童や保育士の様子、保育施設の状態などについて、書面やウェブ会議の

リサーチで得られる情報は限定的です。不適切な保育に関する調査も、現時点では、自治

体と園に対して行われており、保育士の声や保育実態を知るには不足していると考えられ

ます。安心・安全な保育を受けるこどもの権利とこどもの最善の利益を守ること、子育て

と仕事の両立を推進することを考えれば、全ての施設に対して実地監査を徹底することを

強く要望いたします。 

 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、鈴木みゆき委員、お願いいたします。 

○鈴木委員 國學院大學の鈴木みゆきです。よろしくお願いいたします。 
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 私は、２点、こども家庭庁への期待と要望をお願いしたいと思っています。 

 １つは、長官官房の中で、「データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案」と

書いてありますので、保育士の配置基準のエビデンスをぜひ検討していただきたいと思っ

ております。昨今、１歳児の話が前回も出ましたけれども、１歳児クラスをいろいろな園

で拝見していると、人数が多いと、どうしてもこどもたちが大声を出して保育士に主張し

ていかないとならないという状況を見ます。逆に、人数が少なくて、非常に穏やかに保育

士が加配されているところとかは、こどもの気持ちを受け止め、こどもが主体的に動き出

す環境をつくっていっているように思います。ここに関しては、本来、１歳児の育ちを考

えた上で、人としての環境はキホンのキなので、そこをぜひ検討していただきたいと思っ

ています。同時に、前回、申し上げましたように、非常時、災害時の防災・減災の観点か

らも、まさに国土強靱化の予算をもらってでも、保育の場の安全面を考えていただきたい

と思っております。 

 ２点目です。こども家庭庁の中に、こども支援局ができて、虐待防止対策課が設けられ

ます。とても期待をしておりますが、こういう課というものができてしまうと、どうして

も縦割りになりがちです。もちろん内容に関してこれから詰めていただけると思いますが、

省庁連携は絶対に必要であるし、同時に、省庁の雲の上の話ではなくて、地べたの、地域

の、自治会であったり、NPO法人であったり、その人々の生活、ライフをそのまま見ている

ような方々が、例えば、病院であったり、交番であったり、そのような人たちとの連携を

つくって、こどもの成長を見守る人々のネットワークをつくっていくことが大事なのでは

ないかと期待をしております。ぜひ御検討を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、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。 

 ３点ほど、発言させていただきます。 

 １つ目です。こども家庭庁が発足するに当たり、お願いがございます。私たちのこども

は、日本の国民であって、こどもたちがどの施設に通っていたとしても、その所轄庁によ

って扱いが異なるということはあってはいけないと思っております。実務上、所轄が分か

れることはどうしようもない状況であることは存じておりますが、今後、こども家庭庁が、

こども基本法に基づき、全てのこどもへの施策を打ち出すということですので、我が国も

批准している子どもの権利条約、憲法、こども基本法の精神に基づき、こどもやその保護

者、働く教職員たちが、公平に扱われるように望んでおります。 

 ２つ目です。未就園児の定期的な預かり保育を行うモデル事業が、幼稚園でも実施でき

るという点について、御存じない園長先生が多いように思います。どの施設がということ

に限らず、定期的な預かり保育も含めて、家から通える施設において子育ての支援が充実

していてほしいとの要望があることは、私も承知しております。学校法人立幼稚園や認定
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こども園など、全園に周知できるように、改めて御案内をお願いいたします。また、幼稚

園も含めて、このような事業を実施できることを、自治体に対しても周知をお願いいたし

ます。 

 ３つ目です。保育料無償化の中で、新２号こどもと２号こどもの負担は一見なくなって

おりますが、施設側に給付される「１号公定価格と一時預かり保育補助の合計」と「２号

公定価格」に差があるため、その差額を保護者が負担しているというケースが発生してお

ります。施設の定員の状況により、２号での利用を希望していても、新２号として利用せ

ざるを得ない場合がある中で、保護者の就労という同じ条件の下で、施設利用の仕方によ

って負担の差が出ないようにしていただきたいと思います。そのためには、例えば、施設

に対する預かり保育の補助費を増額していただくか、もしくは、２号認定の定員を増やす

ことにより、施設の収入が減少する事態がなくなるような仕組みを考えていただければと

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、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、３点、意見を申し上げます。 

 第１に、放課後児童クラブについてです。参考資料３に実施状況の報告がありますが、

登録児童数は過去最高、待機児童は約１万5000人となっております。経済界は、事業主拠

出金の負担を通じて、新・放課後子ども総合プランの推進に協力しております。プランは

2023年が最終年度となりますが、各自治体において施設整備が着実に進むよう、国として

もしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 第２に、公定価格の費用の見える化についてです。参考資料１には、公定価格評価検討

委員会の中間整理に基づき、新たに有識者会議を設置すると報告いただきました。これま

でも発言してきました処遇改善の取組の検証をはじめ、費用の使途の見える化が非常に重

要です。有識者会議において具体的な検討が進むこと、また、経営実態の調査を含めて、

今後、データに基づく議論ができるよう、改めてお願いいたします。 

 最後に、こども政策の強化について申し上げます。資料４にありますとおり、まずは３

月末をめどにたたき台を取りまとめていくとのことですが、今後の給付拡充策の具体化と

併せて、その裏づけとなる財源、負担の在り方についても、併せて全体像を提示いただき

たいと思います。政府は、責任を持って全体像を示す中で、全世代で支えながら子ども・

子育て政策を強化する意義・重要性を広く国民に説明し、理解を得る努力をしていただき

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す。 

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

 現在、こども政策が大きく動いていることとは思いますけれども、やはり基本的な理念

を踏まえることが重要だと考えております。その観点から、２点ほどあります。 

 １点目として、こどもの政策に関しては、こども政策の新たな推進体制に関する基本方

針の中に重要な理念が示されております。その中に、「全てのこどもの健やかな成長、

Well-beingの向上」が挙げられています。そのために、妊娠期からの成長過程において、

良質かつ適切な保健、医療、療育、福祉、教育を提供するということが書かれております。

こどもの健やかな成長、Well-beingという観点を踏まえて、ぜひ総合的な観点から御議論

いただけたらと思います。 

 ２点目として、こどもの健やかな成長、Well-beingを考える際には、こどもの育つ場の

安全と安心は基盤となるとともに、豊かな育ちや学びのプロセスを支える保育・教育をい

かに実現できるのかということが重要だと考えております。保育・教育のプロセスの質、

それを保障するための実施・運営や構造の質は、世界的にも重要な政策課題とされており

ます。エビデンスも、簡単ではないのですけれども、今後も保育の質の確保・向上に必要

なことは何かという観点からの議論が必要だと思いますし、私どももそれに資する研究を

進めてまいりたいと思います。保育というものは教育とケアが一体的に展開されるもので

あるという基本を踏まえて、ぜひこども家庭庁と文部科学省の連携は強化して進めていた

だければと思います。 

 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、松田茂樹委員、お願いいたします。 

○松田委員 中京大の松田です。 

 事務局様、御説明をありがとうございます。 

 私からは、２点、申し上げさせていただきます。 

 １点目、資料１です。我が国は、決して財政的にゆとりがあるわけではないと思います。

その中で、予算的に子ども・子育て支援がしっかり拡充されていることをうれしく思いま

す。今回の予算を見ますと、これがしっかりと子ども・子育て世帯に届くように実施され

ることが大切であると思いました。特に、新しい事業がありますよね。定期的な預かりモ

デル事業など、これは予算をつけただけではしっかりと届くものではないので、そのよう

なものにこれからしっかりと効果的に予算が使われることを期待します。 

 ２点目は、資料２の不適切保育です。柏女委員がおっしゃったように、「虐待等の不適

切保育」の用語については、再検討が必要かもしれないと思いました。その上で、ごめん

なさい、今日はその用語を使わせてください。昨年来、不適切な保育の事案が幾つか出て

いるということが残念なところです。こどもの安全及び保護者様の安心のためには、こう

したことがないことが、「望ましい」ではないですね、必要です。今回の事件を機に、今

回の調査でしっかりと実態を明らかにしまして、これは用語が変わるかもしれませんけれ
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ども、不適切保育をなくしていくことが求められるところになっているかと思います。 

 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、松村淳子委員、お願いいたします。 

○松村委員 宇治市の松村です。 

 今回、いろいろな御説明をありがとうございました。 

 私からは、大きく分けて２点、お願いしたいと思っております。 

 まず、１点目は、公定価格の関係です。この間、公定価格の見直しについて御説明いた

だいたところではあるのですけれども、この１年間を見ますと、物価高騰や光熱費の高騰

は大変大きなもので、この１年間は、自治体ごとにそういう意味での補助金等を実施して

きたところかと思っています。収束が見えないウクライナの情勢などを考えますと、物価

高騰あるいは光熱費の高騰が通年的に見込まれるような状況になれば、ぜひ公定価格の中

で盛り込まれるように御検討をお願いしたいことが１点でございます。同じく、公定価格

の中で、先ほど資料３の中で保育所等における使用済みおむつの処分について話がありま

した。これそのものは、保育士の負担、いわゆる保育所での負担、あるいは、保護者の負

担を軽減することから考えて、国での推奨は大変ありがたいことかと思ってはいるのです

けれども、そういう意味では、全国的に一律に取り組んでいくためにも、ぜひこの公定価

格の中に衛生部門として盛り込んでいただけたらと思います。特に、おむつそのものは処

分に大変費用がかかっていきますので、そういうことから考えますと、公定価格の中で御

検討いただけたらと思っております。 

 ２点目としては、前回も同じような話をさせていただいたのですけれども、いわゆる、

子育てというか、保育所での保育の質の問題になります。保育現場においては、発達障害

をはじめとした配慮を要するこどもが非常に増えている現状です。特に、障害児加配など

には該当しないようなお子さんも現実的に多くなっています。ひいては、先ほどのお話も

あった、不適切な保育につながるような環境も出てきているのかなと思っています。そこ

で、お願いは、各年齢の配置基準の見直しをぜひ国で御検討いただきたいと思っています。

今の配置基準そのものが、加配という部分だけでは、なかなか緩和されないといいますか、

うまく環境が改善されないということも多くあると思いますので、今後の課題かと思いま

すけれども、子ども・子育てを抜本的に充実させていくということから考えますと、ぜひ

この２点をお願いしたいと思います。 

 私からは、以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、水野かおり委員、お願いいたします。 

○水野委員 一般財団法人児童健全育成推進財団の水野と申します。よろしくお願いしま

す。 

 私からは、１点、お伝えいたします。３ページ、一番上の３行です。資料１－１、令和
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５年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況について、②地域子ども・

子育て支援事業の主な充実事項、放課後児童健全育成事業についてです。参考資料３の放

課後児童クラブの実施状況の中にもありますように、利用できなかった児童を「待機児童」

と言いますけれども、待機児童の数が増えております。施設の整備が順調に進んでいるよ

うですけれども、場所によっては定員に空きがあるクラブもあり、需要と供給のバランス

の分析が必要かと思います。また、登録している中にも、保護者の安心のためであったり、

実際は利用時間が短かったり、必要度がそれほど高くないと思われるお子さんもいらっし

ゃいます。私は放課後児童クラブの待機児童に関する調査研究に委員として参加しており

ますけれども、全国の自治体アンケートから、待機児童の状況が様々であることを把握し

ております。次年度の予算案で検討されていますように、自治体がほかの児童クラブや児

童館などの居場所への積極的あっせんや利用調整をすることで、待機児童の数の減少にも

つながるのではないかと考えます。一方で、週の数日だけでも、本当に必要なお子さんも

いらっしゃいます。この辺りも含めて自治体で把握をしていただき、利用調整を図ってい

ただくことも必要かと思われます。ぜひ国にはこの辺りについて自治体の後押しをしてい

ただければありがたいと思っております。 

 私からは、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。 

 私から、３点。 

 まず、配置基準の抜本的な見直しについてでございます。令和５年度予算において、保

育体制強化事業等の新規事業や既存事業の機能拡充がなされようとしていることには感謝

を申し上げます。しかし、施設の配置基準が抜本的に改善されれば、自主的な多機能化、

一層の保育の質の向上を図ることができるはずです。そのためには、まず、11年前の３党

合意により確認されている0.3兆円超の質の向上メニューを、遺漏なく、早急に実施してい

ただいた上で、海外の配置基準を参考に、世界的にも長時間である我が国の11時間保育の

現状に即し、全年齢において配置基準の抜本的な改善を早急に進め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。新しい資本主義実現会議の緊急提言に記載され

ている前倒しの措置を処遇改善Ⅲとして実現いただいておりますが、緊急提言に記載され

た現場で働いている方々の収入を増やしていくための公的価格の在り方の抜本的見直しに

ついては、いわゆる見合い、議論で中断している状態です。一般企業がこの春に相次いで

賃上げを表明する中、必要な人材が確保できるよう、さらなる財政措置による抜本的な処

遇改善を早急に実施していただきますようお願いいたします。また、処遇改善加算に係る

事務が大変な現場の負担になっております。処遇改善加算Ⅰ・Ⅲの一元化、申請及び報告

事務の簡素化、法人裁量の拡大等を図っていただきますようお願いいたします。 
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 最後に、物価高騰に対する財政支援についてでございます。現在の急激な物価高騰は大

変深刻な状態であり、特に電気・ガス等の燃料費の高騰は、令和５年度もさらに続くこと

が予想され、今以上に事業経営に影響を及ぼすことが危惧されます。本来は公定価格の物

価変動分にて調整されるところでありますが、反映には時間を要し、定員定額制の施設経

営の性質も相まって、個々の事業所の経営努力ではもはや対応が不可能な状況です。緊急

かつ特例的に物価上昇に対する財政支援を実施して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 どうもありがとうございます。 

 続きまして、望月昌幸委員、お願いいたします。 

○望月委員 全私保連の望月です。 

 全私保連としての意見を申し述べさせていただきます。 

 保育環境の改善、保育の質の向上について、園児の受け持ち人数、いわゆる職員の配置

基準についてです。50年来変わっていない、４～５歳児は30対１、３歳児は20対１、１～

２歳児は６対１、０歳児は３対１の保育士の配置基準が適切とお考えでしょうか。新制度

施行時にお約束いただいていた質の改善において、３歳児の15対１が加算の取扱いとなり

ましたが、その他の年齢区分においては、依然として着手していただけることはなく、現

在に至っております。前回の子ども・子育て会議の各委員の多くの方々からの御意見もあ

ったとおり、配置基準の改善は、保育環境、こどもの安全確保の面から考えて、喫緊の課

題であります。全国の保育事業者全ての質の改善を早急に検討・実施していただき、0.3

兆円超の積み残されている配置改善を実施し、世界に引けを取らない保育環境の充実をお

願いしたいと思います。 

 併せて、別添の全私保連の意見書にも明記させていただきましたが、令和５年度よりチ

ーム保育推進加算の充実として、25対１の配置が実現可能となるような保育環境の整備が

うたわれ、限られた一部の保育事業者への対応がなされることになりました。この表記に

おいて、25対１の数値が独り歩きし、保育士の配置改善対策がなされたと、社会の誤解を

招きかねません。いま一度確認いただくとともに、資料４にあります総理指示の保育サー

ビスの量・質の両面からの強化を進めていただきたいと思います。 

 その他、「主任保育士専任加算等の要件についての特例の創設」について、公定価格評

価検討委員会の議論について、こども家庭庁創設に当たりとして、意見書を提出しており

ますので、御一読をお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 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の森田でございます。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たいと思います。 

 まず、資料２の虐待等の不適切な保育への対応については、我々、全国保育協議会では、
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12月23日に当会の奥村会長と全国保育士会の村松会長よりのメッセージと、全国保育士会

が作成いたしました人権擁護のためのセルフチェックリストを監修いただきました関西大

学の山縣文治先生の講義、このチェックリストの活用法を北野副会長から御説明するセミ

ナーを開催させていただきました。その後は、オンデマンドにて現在も配信中で、現在、

２万回を超える視聴回数でございます。このように、我々自身も、自らを再点検し、日々

の保育に向き合ってまいっております。私のこども園でも、研修受講後にチェックリスト

を実施させていただきました。そうすると、資料２の３ページにある不適切な保育の行為

類型にある（２）物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ、（３）罰を与える・

乱暴な関わりが少し低い結果となってしまいました。職員と面談する中で、時間に制限が

ある、また、集団で行動するときなどに行ってしまいがちな内容でした。例えば、遠足に

行ったとき、帰りの電車を待っているときに、「トイレ」と園児が言い出すと、「先に行

かなかったの」とか、20人のクラスで１人が遅れると、「早く、置いていくよ」とならざ

るを得ないような状況でございます。私見ではありますが、時間に追われ、集団での活動

をせざるを得ない保育ではなく、ゆっくりとした、余裕のある、こどもを真ん中にした保

育を行うには、もっとゆとりのある人員が必要だと考えております。 

 資料３、保育所等における使用済みおむつの処分を行うことを推奨するとされました。

しかし、資料３の２ページの調査によると、90％以上が園で廃棄しており、処分費用は園

の運営費が一番多くなっています。保育の公定価格は積み上げ方式で積算されていますの

で、このおむつの処分費用は算定されておりません。よって、推奨されるのならば、その

費用負担も公定価格でお願いしたいと考えております。 

 最後に、新型コロナウイルスが５月８日には５類になると決定されたようでありますが、

保育園・こども園でのマスクの着用方法や感染予防・感染症対応については、丁寧な御説

明と御指導をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 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。 

 私からも、３点ほど発言をさせていただきます。 

 岸田総理の指示にありましたように、働き方改革推進によって制度の充実を図ることと

なっておりますが、現実のところ、今、現場の職員を見ますと、非正規職員の勤務者が非

常に多くおります。社会保険制度上、130万円の壁というものがありまして、その130万円

を超えないための時間調整を行って、それぞれの勤務に支障のないような形で組み合わせ

て、何とかしのいでいるところであります。この点につきましては、好きな時間というか、

自分が可能な時間に仕事ができるような形になるような制度を考えていただきたいと思い

ます。 

 次に、こどもの成長を考えたときに、以前から申し上げておりますように、各国の保育
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時間では、日本のような長時間の保育はまれに見るところであります。そういうところを

見ると、本当に社会全体がこどもたちの成長を考えて、長時間保育の見直しについては考

えていただきたいと思います。 

 続きまして、いよいよこども家庭庁の発足が直前となりました。日本保育協会の女性部

においても、こども家庭庁が目指す「誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援」に

基づいて、発達や行動が気になる子の保育所での対応について、先日、１月24日に集合研

修会も行いました。今後とも、現場からこどもまんなか社会の実現に邁進していきたいと

思っております。 

 様々な細やかな制度を工夫していただきまして、本当にありがとうございます。感謝を

申し上げます。 

 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、岡本美和子専門委員、よろしくお願いします。 

○岡本専門委員 公益社団法人日本助産師会の岡本です。 

 資料の御説明をありがとうございました。 

 全ての子育て中の家庭、また、全てのこれからこどもを持つことになる家庭を対象とし

たサービスの拡充につきましては、非常に期待するところであります。現在、伴走型相談

支援と同様に、自治体では、出産・子育て応援交付金給付の準備が進められておりますが、

給付開始までに時間的余裕がないこともあり、現金支給とする自治体が多数あることが報

告されています。この交付金ですが、子育てをする家族の経済的支援をするとともに、女

性が自身の希望に沿って利用できる子育て支援事業などのクーポンとして配付するなど、

この交付金の本来の目的に沿った自治体運用となるよう、検討を行うことを要望します。

また、法制化によって産後ケア事業が推進されておりますが、その利用対象者を、産後ケ

アを必要とする母子ではなく、いまだにハイリスク妊産婦としている自治体も複数見られ

ます。いま一度、全国への自治体の産後ケア事業の在り方について周知していただくよう

希望します。 

 ところで、産後ケア事業の補助率について、宿泊型ではさらなる増額が示されておりま

すが、デイサービス・アウトリーチ型につきましても、利用料の自己負担分が少なくなる

ような対策を希望します。産後ケア利用料が少額になった地域では、利用が急激に増加し

ています。親になる移行期の支援がその後の親子関係の構築にも影響を与えることは、先

行研究からも明白です。親は、出産後、居住する地域で子育てをします。産後ケアが必要

と感じたときに、その地域に居住する全ての母親が気軽に利用できる事業となりますよう、

さらなる検討を要望します。 

 以上です。ありがとうございます。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、尾木まり専門委員、お願いいたします。 
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○尾木専門委員 全国保育サービス協会の尾木です。 

 今回の資料で、今後のこども政策の概要を示していただき、これまで以上にこどもの育

ちとこどもを育てる家庭への支援を充実させていこうという方向性が示されたと感じてお

ります。そのことに関連して、意見を述べさせていただきます。 

 地域で行われる子育て支援事業があったとしても、そこになかなか結びつかない家庭が

あります。情報不足であったり、利用への抵抗感があったり、その必要性を認識していな

かったり、様々な状況がありますが、それを待機児童数のような形で可視化する、あるい

は、目標値を設定するのは、非常に困難です。自分たちが求める支援が得られなければ、

それは家庭内で何とかするしかない、あるいは、何ともならない状態に置かれている子育

て家庭は、たくさん存在すると思います。子ども・子育て家庭への支援は、単一の方法だ

けでは十分に行えないと考えております。それぞれの子育て家庭が自分たちで利用しやす

いと思う支援を選べるように、選択肢が多様に用意されていることが必要です。この会議

でも度々触れさせていただいていることですが、どこかまで出かけて支援を得ることに困

難性を感じる家庭もあります。公的な場所に出向いていくことに抵抗感を持つ家庭もあり

ます。公的な事業、民間事業、地域のボランタリーな活動など、様々な選択肢が用意され、

全ての子育て家庭がその時々の子どもや家庭のニーズに合った支援を選択できるようにす

ることが欠かせないことと思っています。また、一たび何らかの支援につながったら地域

の子育て支援ネットワークにつながっていけるような仕組み、つまり、一定地域の中で、

福祉分野、母子保健、地域子育て支援に携わる組織・人々のネットワークの強化が、今後、

ますます必要になると考えております。 

 以上です。 

○秋田会長 ありがとうございます。 

 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常任理事の木野でございます。どうぞよろしくお願

いします。 

 今回の議題であります子ども・子育て支援新制度に関する予算案では、病児保育事業に

ついて、当日キャンセルに対する受入体制を維持していることを一定程度評価するという

加算を試行的に実施すると取り上げていただいています。病児保育事業運営の困難さは当

日キャンセルを含む利用人数の不確実さと保育スタッフ配置の調整でありまして、事業開

始当初から当協議会として問題提起してまいりましたが、今回、取り上げていただき、本

当に感謝しております。 

 国の事業としての病児保育は、1994年、平成６年のエンゼルプラン開始とともに、乳幼

児健康支援一時預かり事業として開始されました。25年以上が経過しました令和２年度で

は、施設型として、全国で2,085か所が稼働しております。しかし、現在、一般の子育て家

庭において、病児保育が詳しく認識され、利用されやすくなっているかというと、まだそ

うではありません。事業内容が複雑なこと、施設が少なく、ニーズに合っていないことが
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原因と思われます。病児保育は、こどもが病気のときに就労支援をすると捉えられること

が多いですが、病気のときでもこどもの健全な育ちを支えるとともに、保護者が安心して

社会活動全般への参加を可能とする制度として活用していただきたいと考えております。

医師や看護師など、専門家のいる病児保育事業では、医療的ケア児や神経発達症児、さら

に、育児不安を抱える方への相談機能等を積極的に担うことができます。こども家庭庁で

は、こども家庭センターを市町村に設置するプランがあると聞いています。少子化が進ん

だ中で、こどもを心身ともに健全にするには、小児医療も、身体的・心理的・社会的な観

点から、全ての親子に対応しなければなりません。コロナパンデミックを経験し、社会が

大きく変化しようとする中、病児保育を質的・量的に充実させることで、育児不安への対

応が可能になると考えております。病児保育事業をこども家庭センターの中核的連携拠点

の役割として位置づけ、協働できるようにと願っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、戸巻聖専門委員、お願いいたします。 

○戸巻専門委員 ありがとうございます。全国認定こども園連絡協議会の戸巻です。 

 意見書を出させていただいておりますが、正直、意見書をつくっていて、ここのところ、

同じ項目だけが並んでしまっている状況になっています。いろいろと制度がつくり上げら

れる過程なので、皆さんの声、皆さんの考え方が出てくるのだと思うのですけれども、我々

全国認定こども園連絡協議会として従前からお話しさせていただいている３点、プラス１

を、時間があれば、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず、１点目です。従前からお話しさせていただいているように、国の施策に対する自

治体の補助事業の姿勢について、どうにかうまくやっていくことができないのかなという

部分がございます。自治体の体力がないと国がつくったメニューを自治体が実施できない

ことに関して言うと、本当に日本中のこどもたちが平等に恩恵を受けることは大前提だと

僕は思っています。特に社会福祉です。社会福祉のお金だけを言ってもしようがないのか

もしれませんが、こどもたちが受けられる恩恵に差異があることは普通ではないのではな

いかと僕は考えております。自治体だけが負担していく、自治体の体力によって負担が変

わってくるということは、ちょっと違うかなと思っておりますので、御検討ください。 

 ２点目です。保育の質の向上と処遇改善の早期実現は、従前、皆様の中でもお話が出て

おりましたが、職員配置基準の改善の早期実現とかを進める。これは別に虐待があったか

らということではなくて、日本の教育というスタンスから考えていただけたらうれしいと

思っております。 

 ３点目は、物価高騰における公定価格等や施設整備補助金についてでございます。物価

が高騰する前と今が、多分、年度替わり、今年は特に令和４年に急激に上がっているとこ

ろがございますので、乖離してしまっているかなと僕は思うのですけれども、令和５年度

の公定価格等でしっかりと反映していただいて、施設整備費については、こども家庭庁に
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移管されるということなので、十分に検討していただいて、現状に合った形の補助金体系、

物価に合ったものを検討いただけたらうれしいと思っております。 

 最後に、１点、こども政策の強化について資料がついてきて、すごくうれしいなと思っ

て読んでいたのですけれども、正直、本当にお願い事になります。少子化対策についての

部分は、今まさにこどもたちを生み育てることができる世代の声をもっと拾うことが必要

ではないかと僕は思っているのです。僕は、なぜこどもをつくらないのですか、なぜこど

もたちをいっぱい育んでいかないのですかというところに耳を傾けていない気がしていま

す。要は、お金をいっぱい、児童手当をいっぱい出してあげたら、こどもが増えるのでは

ないかとか、所得制限を取っ払ってしまえば、こどもが増えるのではないかという、安易

な問題ではなくなっていると僕は思っています。そのレベルの問題であれば、既に少子化

は止まっていて、出生率が戻ってきているのではないかと僕は思うのですけれども、そう

ではないというところを皆さんとも一緒に考えたいと思います。そのためには、まさに今、

こどもをつくろうかな、どうしようかなとか、こどもを育ててみようかなと思っている世

代に、今、何でそれをちゅうちょするのかということを、しっかりと調査して進めていく

ことが大事なのではないかと思っておりますので、御検討いただけたらうれしいと思いま

す。 

 ちょっと延びてしまいました。申し訳ございません。ありがとうございます。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す。 

 それでは、則武直美専門委員、お願いいたします。 

○則武専門委員 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、児童手当についてです。現在、高校生の世代までの支給延長が話題となって

います。特に児童養護施設入所中の児童におきましては、高校卒業まで支給の延長あるい

は上乗せをお願いしたいです。児童養護施設にいるこどもは、18歳で高校を卒業して施設

を出ていくときに、自立支援のために支給されるお金は僅かです。自立のための資金とな

り得る児童手当について、施設入所児童につきましては、ぜひ支給延長をお願いしたいと

思います。なお、この要望につきましては、前回、前々回の本会議で要望として繰り返し

お伝えさせていただいておりますが、いまだ担当課からコメントをいただいておりません。

残念です。社会的養護当事者の若者の自立支援に資することのできる児童手当の支給延長

につきまして、ぜひ御検討のほどよろしくお願いいたします。 

 ２点目は、こども家庭庁についてです。社会的養育につきましては、こども支援局が担

当することとなっているようです。現在、４月の開設に向けて少しずつ関係資料が出てき

ているところですが、社会的養育につきましては、少し存在感が薄くなってきているよう

な印象があります。社会的養育にいるこどもたちへの支援がしっかりと行われますよう、

十分な予算の確保と支援の後押しをよろしくお願いします。 

 以上です。 
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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、藤迫稔専門委員、お願いいたします。 

○藤迫専門委員 資料２の不適切な保育への対応等について、地方自治体の観点から、３

点、述べたいと思います。 

 まず、１点目ですが、昨今の全国的な報道や実際に保育士が逮捕されているような状況

を受けて、特に経験の少ない保育士さんなどは、自分の保育に自信が持てずに、精神的に

不安定になっている状況があるようです。自分の保育の振り返りができる研修の充実と現

場の職員が実際に研修を受けられる職場体制、これは結局は人のところにつながってしま

うのですが、研修機会はたくさんあるのだけれども、なかなか参加できないという現場の

声がありますので、そういったところについての支援をお願いしたいと思います。 

 ２点目です。各園での不適切な保育の検証を行う際に、室内カメラは一定の有効なツー

ルなのかなと思っています。そういうカメラを設置したいという園に対しまして、財政的

な支援がないかなと思っています。これは、決して不適切な保育を監視するという観点だ

けでなく、逆に保育士を守るという観点もあると思うのですね。つまり、安心して自信を

持って保育をしていくためのツールとして、これは効果があるのかなと思っていますので、

よろしくお願いします。 

 ３点目は、こういうことが有事に至らないような監査体制、都道府県あるいは市町村の

監査体制の充実に向けた支援策を構築する必要があるのではないかと思っています。 

 私からは、以上です。 

○秋田会長 どうもありがとうございます。 

 続きまして、水嶋昌子専門委員、お願いいたします。 

○水嶋専門委員 家庭的保育全国連絡協議会の水嶋です。 

 新規事業の保育所の空き定員などを活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業に関

して、申し上げます。地域の中で家庭的保育を行っている保育者として、未就園児への支

援の必要性は実感しています。核家族、地域のつながりの希薄化、こどもに触れたことの

ないまま親になった方など、子育てを楽しめない、孤立や不安を抱えている親子に出会っ

たり、相談を受けたりします。家庭的保育は、小さな規模で、家庭により近い環境、ご近

所でよく見かける保育者など、地域の中の身近な存在です。家庭的保育の利用を考えての

見学には、妊娠中の方もおられます。最近は、コロナもあり、特に初めての妊娠・出産の

方は不安を話されることがあります。そんなとき、０～２歳というかわいいこどもたちが

楽しそうに過ごしている姿を見たり、こどもたちが話しかけたりするとほっと安心された

り、なかなか帰ろうとしない保護者もいます。近い将来の我が子が、０歳、１歳、２歳と

どのように成長していくか、保育者がどのようにこどもたちと関わっているかも知ること

ができ、給食もすぐそばで作っているので、離乳食や食べさせ方なども相談に応じること

もできます。親子が時々遊びに来て、こどもが慣れたら必要なときに預かりもできる、か

かりつけ保育室のような存在になれるのではないかと考えます。未就園児の多くは、３歳
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未満児です。家庭的保育は、こどもを生み育てることに不安を感じている方や保育を利用

せずに地域で子育てをしている家庭への支援に役立てると思います。大勢は受け入れられ

ませんが、少人数ということで、地域の親子が立ち寄りやすい。これは家庭的保育のよさ

だと思います。今回は、保育所でのモデル事業ということですが、今後、家庭的保育のよ

うな保育も視野に入れて検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 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。 

○渡辺専門委員 日本医師会の渡辺でございます。 

 ３点、資料に準じて意見を述べさせていただきます。 

 資料１の企業主導による多様な就労形態などに対応した多様な保育の支援という点で、

意見を述べたいと思います。国の資料を読ませていただきましたけれども、補助がどうい

う基準で支出されるのか、企業の定義がどういう形なのかということがちょっと分かりに

くい資料でございます。できるだけ多くの対象施設に支援をお願いしたいと思います。 

 資料２につきまして、幾つかの意見が出ているようですが、保育所の虐待の多くは、内

部告発でなければ分からないものが多いのではないかという気がいたします。これまで報

道で明らかになった場合でも、管理者の方が隠蔽を図ろうとした事例もあるように見受け

られます。このたびのような調査を行うことは賛成でございますけれども、これに回答し

ないような施設が恐らく問題になるのではないかと考えます。国としては、その回答をい

ただけなかったような施設に対してどのような対応をなされるかということを、今後、御

検討いただきたいと思います。また、同じようなことがいつも問題になりますけれども、

もし内部告発ということを考えるのであれば、その告発された方の保護を考慮していただ

きたいと考えます。 

 資料３に関しましては、先ほど森田委員もおっしゃられたことでございます。おむつの

廃棄費用は環境改善事業に含まれるのかどうかということがよく分からないのですけれど

も、もし含まれていないのであれば、保護者に持ち帰らせているということは、自分の責

務を転嫁しているようにも思えますし、そうでもないような解釈にもなります。含まれる

のであれば積極的に園で処理するように指導すればよいし、そうでないのであれば、処分

は非常に費用がかかることが想定されるわけですので、その分の支援を考慮されるべきで

はないかと考えます。 

 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、齋藤祐善、駒崎委員代理、お願いいたします。 

○齋藤代理人 全国小規模保育協議会の理事をしております、齋藤と申します。よろしく

お願いいたします。 

 協議会からの意見書は、皆さんのお手元にお送りさせていただいております。その中か
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ら幾つか御紹介をさせていただきたいと思っております。 

 まず１番目としまして、子育て無料社会を実現したらどうかという提案を始めにさせて

いただきたいと思います。2022年の出生数がついに80万人を割り込むなど、少子化に歯止

めがかからない中、こういったところは前提になるわけですけれども、ちょうど昨年より

こども関連予算を倍増しようということを政府で検討されていると伺っております。現在

の関連予算は３兆円強ということですけれども、倍増ということは６兆円ということにな

ります。６兆円ということで、いろいろと協議会でもどんなことがいいのだろうかといっ

たときに、ちょうど６兆あると子育て無料社会ができるのではないかという提案になりま

す。特に、子育てにかかる費用は、生活費を除いても、１人当たり1000～2000万がかかっ

ているわけです。こうなると、２人目、３人目となると、非常に厳しいということですね。

出産から大学の進学まで含めて、おおむねで見ますと約５兆円で達成可能です。さらに、

周辺の子育て支援の部分の無償化を図ると、プラス１兆円で、約６兆円になります。こう

いったこと、ぜひとも抜本的に変えていこうということを御提案させていただいておりま

す。特に少子化対策に有効なことは、いろいろな国の研究がされていますけれども、現金

給付よりも現物給付のほうが有効であると言われております。子育て無料社会を実現して、

誰もが安心して子どもを生み育てられる、そんな社会にしていただきたいと思っておりま

す。 

 ２点目です。子育て家庭支援のためにデジタルをもっと活用してほしいという提案にな

ります。現在、こどもDXを推進していくような形で議論が始まっていると思いますけれど

も、例えば、こういうデジタルソーシャルワークのような形の導入みたいなことなども検

討できないかということです。様々な子育て支援のサービス拡充をすればするほど、どん

どん人的にかかってしまう、あるいは、自治体や実際に実行する事業者にもどんどん重荷

になってしまうみたいなことを避けなくてはいけません。そうなった際に、全国で同じよ

うな形のサービスを展開する際に、こういったデジタルツールを最大限活用できるように

していただきたい。ほとんどのものが、人件費でなければ駄目だとか、いろいろな縛りが

多過ぎて、事業を様々に展開しようと思っても、どうしても全てそういった積み上げだけ

になってしまっているということです。例えば、デジタルソーシャルワークみたいなこと

を御提案していますが、このようなデジタルを活用した事業を導入していっていただきた

いと思います。 

 もう一つ、何といっても、ほかの委員もおっしゃっていますけれども、保育所の人員配

置基準の再度見直しをぜひともお願いしたいと思います。一番大きいことは、３歳以上児

が20人や30人に１人という状況は異常事態だと思っています。今回、大きい園だけ加算が

増えると聞いておりますが、これでは、特に我々のような小規模保育の事業者にとっては、

増員には全くつながりません。また、一時保育をはじめとした加算事業等を行う際にも、

そういった人的な部分を施設全体で考えていただきたいと思っております。 

 残りは資料にお出ししておりますので、ぜひお目通しいただきたいと思っています。よ
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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、大杉住子、三日月委員代理、お願いいたします。 

○大杉代理人 滋賀県副知事の大杉です。 

 予算案のお取りまとめをありがとうございます。こども家庭庁の発足に向けまして、様々

な施策への目配りをしていただいていることに感謝を申し上げつつ、三日月知事の代理と

して、３点、申し述べさせていただきます。 

 １点目、職員配置の充実に向けた公定価格のさらなる改善でございます。かねてより、

0.3兆円の財源による配置基準の見直しの実現についてお願いしているところでございま

す。令和５年度予算案におきましては、一定の拡充が図られておりますけれども、利用定

員121人以上ということで限定的な措置となっております。１歳児、４～５歳児の職員配置

の見直しにつきまして、財源の確保、早急な実現をよろしくお願いしたいと思います。併

せまして、私学助成を通じた幼児教育環境の充実についてもお願いしたいと思います。 

 ２点目でございます。認可外保育施設につきましては、指導監督基準を満たすようにす

べきことは言うまでもございませんけれども、少し特例的なケースとしまして、外国籍の

お子さんを受け入れている施設がございます。こうした施設におきましては、こどものこ

とを考えて、必要な保育の在り方を考えますと、母語で対応できる職員を配置することに

なります。こうした施設におきまして、外国の保育士資格など、十分な知識を有し、保育

の質がしっかりと確保できるという場合には、無償化の対象として御配慮をいただければ

と考えております。 

 ３点目でございます。こども政策の強化について、こどもの育ちと学びを支えるという

観点から、地方としてもしっかりその役割を果たしていきたいと考えているところでござ

いますが、財政力により格差が生じるという事態はあってはならない。特に医療費の助成

につきましては、ぜひ全国一律の制度を考えていただきますとともに、特に国保の減額調

整措置に関しては撤廃を御検討いただきたいと思います。その他、コロナ後の不登校の問

題とか、様々にございますけれども、ぜひ連携を密にしながら、先日も国と地方の協議の

場の準備会合を開催していただいたところでありますけれども、今後とも、共に課題を共

有し、議論を交わしてまいりたいと思います。 

 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、よろしくお願いいたします。 

○濱名代理人 全日本私立幼稚園連合会政策委員長、水谷先生の代理でございます。認定

こども園長の濱名浩です。 

 ３点、申し上げます。 

 １点目、チーム保育加算についてでございます。今回の保育推進加算の見直しでは、大

きな保育所が対象となっております。しかしながら、現在、全国の施設では、コロナウイ



29 

ルスやインフルエンザの感染が大きく広がっており、これらの流行において、急な疾病、

家族の感染、あるいは、学校の休校等による保育者の突然の欠勤等が起こっております。

その結果、保育の業務にも混乱が生じております。このような突然の保育者の病欠につき

ましては、大規模施設よりも小規模施設のほうが欠員を埋めることが難しく、最悪の場合、

登園園児数に対して保育者の配置基準が満たされない事態になることも想定されます。保

育者の欠勤で配置基準を満たさない状況になった場合、保育施設としてどのように対応す

ればよいのでしょうか。そのような場合の判断について伺いたいと思います。このような

理由からも、チーム保育推進加算について、厳しい現状がございますので、規模にかかわ

らず、こどもの安心・安全な保育環境の整備として、保育者の加配をお考えください。規

模の小さい施設においては、不測の事態による欠勤により配置基準を満たさなくなるとい

う厳しい状況もあります。こどもを安心・安全な環境で保育するための施設ということで、

規模にかかわらない加配の充実をお考えください。 

 ２点目です。主任保育士専任加算の要件について、申し上げます。出生数の大幅な減少

やコロナ禍の影響で異次元の子育て支援を行うという岸田政権の方針では、育児休暇や働

き方改革の充実が目指されています。その中で、主任保育士専任加算の要件に０歳児・３

人以上の保育を満たすということは、今後、より一層困難になると想定されています。今

回、保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業の趣旨でもある、

地域の未就園児の親子に対する支援が、主任保育士や主幹保育教諭の果たすべき本来の役

割とも考えております。主任保育士の専任化を維持し、育児相談や地域子育て支援を継続・

発展させていくためにも、主任保育士専任加算の要件から、０歳児・３人以上の要件自体

を見直していただくようお願いいたします。 

 ３つ目でございます。公定価格の見直しについてでございます。現在、公定価格の制度

では、利用定員が増えると１人当たりの単価が下がる仕組みになっております。また、認

定こども園においては、現在、１号認定児が年々減少しており、２号認定児の希望者が年々

増加しているという実態があります。２号児の利用定員を増やすことで、実員が増えても

施設全体として給付される公定価格の総額が減収となります。それは、３号児の公定価格

にも及びます。結果的にそのことが保育の質の低下を導くことになっております。このよ

うな状況を踏まえまして、実態に見合った公定価格の制度の見直しをぜひともお願いいた

します。 

 あと一点、意見書に書かせていただきましたので、御覧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した。 

 委員からの御質問に対して、事務局から御回答をお願いいたします。 

○丸山参事官 まず、内閣府子ども・子育て支援担当参事官より、お答え申し上げます。 

 宮田委員、望月委員、戸巻専門委員、佐藤好美委員、佐保委員、鈴木委員、松村委員、

齋藤代理人、大杉代理人、多くの皆様から、人員配置基準の見直しについて御意見を頂戴
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いたしました。先ほど、資料の説明でも御説明申し上げましたとおり、令和５年度予算案

におきましては、チーム保育推進加算の充実を行うほか、支援員の配置を推進するといっ

たことも行っておりますが、御指摘のとおり、１歳児、４～５歳児の配置改善につきまし

ては、まだ充実ができていない状況でございます。さらなる配置改善につきましては、よ

り大きな安定的な財源の確保が必要となりますが、見える化を進めつつ、引き続き、この

実現には努力をしてまいりたいと考えてございます。 

 宮田委員より、さらなる財政支援措置による処遇改善の実施について御意見を頂戴いた

しました。保育士等の人材確保に向けましては、累次の処遇改善に取り組んできたところ

でございますが、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

も踏まえつつ、見える化を行いながら、現場で働く方々の処遇改善、業務の効率化、負担

軽減について、関係省庁と連携して進めてまいりたいと考えております。 

 宮田委員より、処遇改善の事務負担の軽減という御意見も頂戴いたしました。これにつ

きましては、申請手続における参考様式の提示、FAQの充実を順次進めてまいったところで

ございますけれども、引き続き、自治体の皆様や施設の皆様の御意見を伺いながら取り組

んでまいりたいと考えてございます。 

 物価高騰に対する財政支援につきまして、宮田委員、戸巻専門委員、松村委員、ほかの

皆様から、御意見を頂戴いたしました。現在、物価高騰への対応といたしましては、令和

４年４月のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を受けまして、令和

４年度から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という交付金におきまして、

各自治体が保育所等における給食費の負担軽減や電気・ガスを含む公共料金の負担軽減の

取組を行う場合に、その費用を交付金の対象にできるということにしています。これを受

けまして、内閣府、文部科学省、厚生労働省の３府省から、自治体に対しまして、本交付

金の積極的な活用をお願いしているところでございます。 

 チーム保育推進加算につきまして、濱名代理人より、御意見を頂戴いたしました。今般、

チーム保育推進加算につきましては、保育所につきましては、定員規模にかかわらず、加

配人数が１人ということになっておりましたが、定員規模が大きくなればなるほど、その

加配すべき人数を増やしてほしいという御要望も頂戴しておったところでございます。安

定的な財源の確保がセットでこの問題には付きまとうわけでございますけれども、令和５

年度におきましては、配置改善に向けた第一歩といたしまして、今回、定員を121名以上と

いうところで措置をさせていただいたものでございます。 

 主任保育士専任加算の扱いにつきまして、濱名代理人より、御意見を頂戴いたしました。

今回の主任保育士専任加算についての令和５年度限りの特例は、コロナ禍での預け控えと

いう特殊事情を踏まえた措置ということで認められたものでございます。ただ、一方で、

委員の御指摘のとおり、出生数の減少や育児休業制度の充実などによって０歳児・３人の

加算要件を満たせなくなっている状況があるということは、これまでも問題提起をいただ

いているところでございます。また、以前に厚労省で行われました地域における保育所・
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保育士等の在り方に関する検討会の取りまとめにおいても同様の指摘をいただいておりま

すので、こちらにつきましては、引き続き、対応を検討してまいりたいと考えてございま

す。 

 濱名代理人より、公定価格の関係で、認定こども園の園児１人当たりの給付費、１号認

定、２号・３号認定のそれぞれでの１人当たりの単価の違いについて、御指摘がございま

した。こちらにつきましては、施設長の人件費等々、１号認定または２号・３号認定、そ

れぞれの定員規模で変動しない固定的な経費が含まれておりますので、定員規模は、例え

ば、１号が小さくなればなるほど、１号の園児さん１人当たりの単価が高くなるという仕

組みになっております。１号認定の数が多い場合、少ない場合、１号と２号・３号の比率

によって変わってくるものでございまして、高くなる場合もあれば、逆の場合もあるとい

う単価の差異が生じる背景といたしましては、認定子ども園は教育・保育を一体的に行う

施設でございまして、それぞれの機能、幼稚園機能、保育所機能を果たすための経費には、

定員規模によって変動しない固定的な経費が、基本分単価、加算部分の双方に含まれてい

るという事情がございまして、そういったことになっておるところでございます。他方で、

どういった公定価格の在り方が望ましいかということにつきましては、引き続き、検討し

てまいりたいと考えてございます。 

 月本委員より、いわゆる新２号と２号のお子さんの関係、保護者の方の負担、利用料の

負担の差について、御指摘がございました。いわゆる新２号認定を受けていらっしゃる方

の施設等利用給付の上限額は幼児教育・保育の無償化に際して設定したものでございます

けれども、公平性の観点から、新制度幼稚園の利用者負担額の上限である月額２万5700円

を上限と設定しております。また、幼稚園の預かり保育に係る施設等利用給付の上限額は、

保育所との公平性の観点から、保育所の保育料の全国平均額と、先ほど申し上げました新

制度幼稚園の利用者負担額の上限、２万5700円との差額が、差し引き１万1300円になるわ

けですけれども、それを上限に、無償化をするといたしております。各園において個別に

設定をされておる実際の利用料が先ほど申し上げました上限を上回った場合の差額は保護

者の方の自己負担とならざるを得ないというところは、施設等利用給付全体の統一的な取

扱いで、各施設において利用料が個別に設定されていることに伴いまして出てくる統一的

な取扱いでございますので、御理解を賜ればと思います。 

 こども政策の強化に関しまして、多くの委員から、御意見を頂戴しました。とりわけ、

則武専門委員からは、児童養護施設とか、施設に入所されている方、また、退園された方

についての支給期間の延長という御意見をはじめ、子育て無料社会、デジタル活用、様々

なこども政策の強化について、各委員から御意見を頂戴いたしましたが、私どもといたし

ましては、総理から示されました基本的方向性に沿って、小倉大臣の下、関係府省会議に

おいて、政策の整理を行いつつ、３月末をめどにたたき台を取りまとめることになってお

りますので、関係府省とともにしっかり検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

 最後に、渡辺専門委員より、企業主導型保育事業の関係で、御質問、御意見を頂戴いた
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しました。企業主導型保育事業と申しますのは、いわゆる厚生年金保険料を御負担いただ

いている事業主の皆様に、厚生年金保険料に上乗せでいただいている拠出金というものが

ございますけれども、その拠出金を財源に、各企業の皆様が従業員の福利厚生として行わ

れている保育事業・保育所、企業主導型保育事業について、その拠出金の財源によって運

営を支援することが大きな仕組みとなってございまして、企業主導型保育事業の経営とい

いますか、その事業を行うに当たりましては、一定のルールはございますけれども、厚生

年金保険の適用事業所で拠出金を御負担いただいているところであれば、この事業を開始

いただくことができる仕組みになってございます。 

 私からは、以上でございます。 

○本後保育課長 続きまして、保育課長でございます。 

 不適切保育の関係、おむつの関係、その他、いただいた御指摘について、幾つか御説明

したいと思います。 

 まず、不適切保育の関係ですけれども、大下委員から、現場目線での対応ということ、

柏女委員、松田委員から、不適切保育と虐待という概念を整理すべきではないかというこ

と、森田委員から、現場での実際の取組のこと、藤迫専門委員からも、カメラ、監査体制

も含めた対応について、渡辺専門委員からは、調査の中で回答しなかった園への対応とい

った様々な御指摘をいただきました。この点につきましては、基本的な我々の考え方とし

ては、資料にも書かせていただいたとおり、不適切な保育が施設内外への相談を通じて早

い段階で改善を促される、そして、保育現場において安心して保育に臨むことができると

いったことを基本的な考え方としたいと思っております。調査の結果を踏まえまして、今

御指摘いただいた点を含めて、検討していきたいと思います。 

 ２点目、おむつの関係でございます。徳倉委員、古口委員、松村委員、森田委員、渡辺

専門委員、各委員から御指摘をいただきました。現在の取扱いですけれども、おむつは通

常は事業系の一般廃棄物になりますけれども、その処分については、基本的には公定価格

の中で対応していただくとともに、必要に応じて保護者から実費を取っても構わないとい

った取扱いの中で行われております。調査の中でも、実際に公定価格で対応しているとこ

ろが多く、その上で、実費を取っているところ、自治体による補助を行っているところ、

そういった組合せの中で工夫をされた上で対応をされているということでございます。公

定価格での対応については、御要望として承りたいと思います。ごみ箱については、物品

の別途の購入ということになりますので、これについては、処分費用とは異なりまして、

保育環境改善事業の中で、別途、補助事業として対応するということでございます。 

 幾つかいただきました点、加藤委員、月本委員から、こども家庭庁になった上で、幼稚

園、幼児教育との連携について御指摘がございました。現在でも、送迎バスの関係、不適

切保育の関係を含めて、文部科学省とは常に連携して行っております。この体制は引き続

き行っていくものと考えております。 

 鈴木委員から、配置基準についてエビデンスベーストでやるべきではないかと。これは
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御指摘として承りたいと思います。 

 月本委員、松田委員、水嶋専門委員から、未就園児の定期預かりについて御指摘をいた

だきました。この事業については、モデル事業ということで予算案に計上しております。

主たる実施主体、代表例として想定しているものは保育所の空き定員ということではあり

ますけれども、幼稚園、家庭的保育事業についても、事業の中では実施は可能という取扱

いにしております。既に、自治体には、現段階での案ということを前提とした上で、実施

の意向があるかどうかということ、先ほどの実施施設の類型も含めて、お示しをしており

ますので、各自治体で御検討いただければと思っております。 

 野澤委員から、保育の質ということで、構造の質だけではなくプロセスの質もしっかり

と見ていくべきという御指摘を頂戴いたしました。御指摘は重要な視点だと思いますので、

その点はしっかり考えていきたいと思います。 

 最後ですけれども、木野専門委員から、病児保育は小児科の医療機関でしっかりと相談

体制を取ってやっているので、令和６年度から施行されるこども家庭センターと病児保育

の連携についてしっかり考えてほしいという御指摘がございました。この点は、御指摘は

そのとおりだと思いますし、病児保育を行っている小児科の先生方との連携は非常に重要

な視点だと思いますので、令和６年度の施行に向けてしっかりと検討していきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

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

 私からは、大きく２点、御質問いただいた点をお答えさせていただきます。 

 まず、１つ目は、出産・子育て応援交付金の関係でございます。奥山委員からの御意見、

そして、尾木専門委員からも、サービスに結びつかない層、利用への抵抗感のある方々、

そういった方々がいろいろなサービスに結びつくようにというお話もいただきました。出

産・子育て応援交付金の地方自治体の創意工夫の横展開、バックアップをという要望でご

ざいます。こちらにつきましては、昨年12月２日に補正予算が成立して以降に創設した事

業ですけれども、既に１月中に400を超える市町村で事業が開始されておりますし、年度内

では９割弱の市町村で事業開始予定という状況です。全ての自治体で、早期の事業着手に

向け、地方議会での予算議決をはじめとする準備のかなり膨大な労力がかかる中で、相当

急ピッチに多大なる御尽力を各自治体にいただいているところです。さらに、実際に既に

年明け早々から事業を開始した市町村がありまして、既に様々な創意工夫の取組が始まっ

ております。その一部を簡単に御紹介しますと、例えば、妊娠８か月頃の面談、この際に、

アクセスをしやすくする観点で、10万円の応援ギフトとは別に、妊娠８か月の面談を受け

たら育児パッケージを配付するよという地方単独事業と組み合わせて実施したり、３回目

の出生届出後の面談の前に、産後２週間のタイミングで全ての産婦さんに助産師から「赤

ちゃんこんにちは電話」という相談支援を実施して、より産後直後に接触する機会を追加

したり、子育てアプリを活用していろいろなオンラインの申請等をやるといったように、



34 

各地域のニーズや特性を踏まえた様々な創意工夫の取組も始まっているところです。国と

しては、今後、こうした取組に血が通って、魂の入った、生きた事業として地域に根づい

ていくように、あらゆる機会や方法によって、自治体の創意工夫の取組事例はしっかりと

収集して、御紹介した事例を含めまして、好事例の横展開をしっかり図っていきたいと考

えております。 

 次に、この交付金の経済的支援の関係で、奥山委員、岡本専門委員から、趣旨に沿った

支援をということで、御指摘をいただきました。御指摘のとおり、複数回答を可能にした

アンケートでは現金を選択する自治体も多いところなのですけれども、当方で把握してい

る取組例の中では、そうした自治体の中でも、例えば、流産・死産された方へ配慮するた

めに、妊娠期のほうの５万円は現金、一方で、出産直後の５万円のほうはこども商品券で

配りますというように、現金と商品券を組み合わせて実施するとか、市で残高をチャージ

するプリペイド型のクレジットカードを配付して、貯金に回すとか、ギャンブルに使われ

ないような工夫をするといったように、経済的支援についても国の制度趣旨を踏まえた創

意工夫の取組が開始されたり検討されたりしているところです。国としては、これまでど

おり、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連携での取組という効

率的な実施方法を推奨しております。このため、年末の自治体担当者向けの説明会とか、

年明け以降も、全国の部局長会議、市長さんたちが集まる全国市長会といった会議の場な

ど、あらゆる機会に、早期の事業実施の観点で、現金給付で事業開始をされる自治体にお

かれても、令和４年度第２次補正予算限りのイニシャルコストとして確保している国10/10

のシステム構築等導入経費の予算を活用いただく中で、電子クーポン等のプラットフォー

ム構築のためのシステム開発と都道府県の広域連携を都道府県・市町村間で引き続き御検

討いただきたい、さらには、現金で始めたけれども、そういったクーポンに移行できるの

であれば移行いただくような検討をいただきたいということを、直接、情報発信してお願

いしているところです。電子クーポン等の電子的方法の活用や都道府県の広域連携は、先

ほども少し話が出ましたこども家庭庁設立準備室が事務局のこども政策DX推進チームで、

課題の抽出や普及方法を、今後、自治体の方々と意見交換をしながら検討していきたいと

考えておりますので、そこでの議論あるいは都道府県による好事例の横展開など、引き続

き、丁寧に対応していきたいと考えております。 

 もう一点、三日月委員の代理の大杉代理人から、認可外保育施設の無償化に係る経過措

置期間の期限切れへの対応ということで、御要望をいただきました。御指摘の多くの外国

人のこどもを受け入れている認可外保育施設での職員配置の問題については、国家戦略特

区で緩和要望の提案があったことを受けまして、現行、認可外保育施設の人員配置の基準

としては、保育に従事する者の３分の１以上は日本の保育士資格を有する者であることと

いう要件になっているところ、ここについて、外国の保育士資格など十分な知識・経験を

有する方を十分な数配置していれば、日本の保育士資格を有する者が１人いれば、この３

分の１要件に適合したものとみなす特例的な取扱いを既にお示ししております。この要件
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緩和について、昨日、１月31日付で、認可外保育施設に対する指導監督基準に、これまで

は明記していなかったのですけれども、明記する改正通知を発出させていただきました。

今後、本改正を踏まえまして、この要件緩和を適用するためには、国家戦略特区区域計画

の申請、認定の手続などが必要になってきますので、その詳細はまた追って別の通知を発

出予定ですけれども、この特区区域内の自治体においては、その内容に則って区域の認定

申請をしていただいて、特例をぜひとも御活用いただきたいと考えているところです。な

お、特区による特例の全国展開については、昨年、令和４年３月１日の幼保無償化の協議

の場で、一般化は困難という御意見の取りまとめもあったところでございます。今後、今

申し上げた特例、国家戦略特区の取組事例等も積み上げながら、今ご紹介した過去の議論

も踏まえて必要に応じて検討していきたいと考えているところでございます。 

 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。 

 今、本後と東からお話しさせていただいた以外にも、厚労省関係について、様々な御質

問や御指摘をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。 

 まず、産後ケアの関係でございます。奥山委員、岡本専門委員から、産後ケア事業の充

実についての御意見をいただいたと思ってございます。我々といたしましても、産後ケア

を必要とする方に適切にサービスが提供されるようにすることは大事なことだと思ってご

ざいます。来年度の予算案におきましても、所得制限のない利用料減免を導入させていた

だきましたし、対象者につきましても、現行は心身の不調または育児に不安がある方とな

ってございますが、こちらにつきまして、産後ケアを必要とする方とすることも考えてご

ざいます。また、実際に産後ケアを実施する場所を増やしていくことも大事だと思ってお

りますので、整備に係る費用に対する補助や修繕を行う場合の対象の範囲の拡充について

も努めさせていただきたいと思ってございます。このような形で産後ケアの充実を図って

いきたいと思ってございます。 

 続きまして、放課後児童クラブの関係でも、充実について御意見をいただいたところで

ございます。手島委員、水野委員から御意見をいただいたところでございます。放課後児

童クラブにつきましては、確かに待機児童が増えてしまっている状況にございますが、引

き続き、整備についてもしっかりと進めていきたいと思ってございますし、また、水野委

員からもお話がございましたが、ミスマッチになっている部分もあるのではないかという

お話や自治体が利用調整することで待機にならないお子さんも出てくるのではないかとい

うお話をいただいたところでございます。来年度の予算案に盛り込ませていただいた施策

を自治体と一緒になって取り組んでいくことによって、放課後児童クラブの充実に努めて

いきたいと思っているところでございます。 

 そのほか、則武専門委員から、先ほど丸山参事官からもお話がございましたが、施設に

入られている児童について児童手当を拡充できないかというお話がございました。方法の

いかんはともかくとしまして、御趣旨としては、入所されている児童の自立に向けた取組
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を充実していくべきだという趣旨だと受け止めてございます。実際に入所されている方、

退所されている方、さらにはそこで働く方々の意見をお聞きしながら、運用面も含めまし

て、改善できるところがないのか、改善できるところから一歩一歩改善をさせていただき

たい、このような姿勢で取り組んでいきたいと思ってございます。 

 また、三日月委員代理の大杉様から御指摘いただいている事項で、医療費の関係でござ

います。こどもの医療費の助成を国のレベルで行えないのか、また、地方単独事業でこど

もの医療費の助成を行った場合、国民健康保険で減額調整が行われることについて廃止で

きないのかとの御要望でございます。この２点については、従前から御要望いただいてい

るところでございまして、御承知のとおり、医療保険の財政が厳しい中で、医療費にどの

ような影響があるのかとか、各市町村ごとの公平性の問題といった、クリアしなければい

けない問題が多々ございますが、引き続き、対話を続けさせていただきたいと思ってござ

います。 

 最後に、佐保委員から、児童福祉施設の指導監査についての御指摘をいただいたところ

でございます。指導監査につきましては、現在、年に１回、実地で行うことになってござ

いますが、こちらについて、地方分権の提案で、実地によらない方法で監査をすることを

認めてほしいという要望を受けているところでございます。厚生労働省で関係者の検討会

なども開かせていただきまして、このような形にしたいということで、今、検討を進めて

いるところでございます。まず、監査については、実地を原則とする。この実地でやるこ

とを原則とすることは維持をさせていただく。その上で、一定の条件を満たした場合、実

地によらない方法も認めることが考えられないかということを思ってございます。そうは

いっても、実地によらない方法で、実効的な監査ができないということではよくないと思

ってございますので、単に書面を出してもらっておしまいということではなくて、きちん

とウェブ等で話をするとか、画像を見せてもらうとか、また何か気になることがあったら

すぐ実地に切り替えるといったことも含めて、実効性のある監査と効率的な監査の両立が

できないかということを考えてございます。また、全体の監査の実施率が、実は自治体に

よって少しばらつきがございます。100％実施いただいているところもあれば、かなり実施

率が低くなっているところもございます。こういった特に低くなっているところにつきま

しては、監査の実施率が上がるように努めていきたいと思ってございます。各都道府県に

ついては、来年度の地方交付税で、監査の関係で標準団体当たり１名の増員を総務省さん

で盛り込んでいただいております。こういった方も御活用いただきながら、監査の実施率

を上げていくことに努めていきたいと思ってございます。このような形で、実施率の向上

と効率的かつ実効ある監査を目指してどのような取組ができるのか、検討させていただき

たいと思ってございます。 

 そのほか、こども家庭庁に移ることによる様々な御指摘や御懸念等をいただいてござい

ますが、子ども家庭局としては、こども家庭庁に移った後も、引き続き、現場の意見をき

ちんと聞きながら、また、関係者や関係省庁としっかり連携しながら、施策に取り組んで
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いきたいと思っているということを付言させていただきたいと思います。 

 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した。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 それでは、お時間は若干延長となりましたので、本日の第64回「子ども・子育て会議」

を終了いたします。 

 御出席をどうもありがとうございました。 


