
 

 

 

 

 

 

 

                 

子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

基本制度ワーキングチーム第 11 回会合 

議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付少子化対策担当 



子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 

基本制度ワーキングチーム第 11 回会合 

議 事 次 第 

 

             日 時 平成 23 年 5 月 18 日（水）9：32～12：09 

              場 所 中央合同庁舎 4 号館 12 階共用 1208 特別会議室 

１. 開 会 

２. 議 事 

   （１）これまでの検討の概要について 

   （２）幼保一体化ワーキングチームの検討状況について 

   （３）質の改善について 

３．閉 会 
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○末松座長 それでは、定刻となりましたので、「子ども・子育て新システム検討

会議作業グループ基本制度ワーキングチーム」の第 11 回会合を開始いたします。

本日も、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 開催に先立ちまして、３月 11 日に発生いたしました東日本大震災で亡くなられ

た方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族に対して深く哀悼の意を表

します。また、被災された方々に対しましては、心よりお見舞を申し上げます。

被災地の復旧・復興に向けて全力で取り組んでまいりたいと思っております。 

 今回の災害等の影響もございまして、３月、４月はワーキングチームの開催を

中断しておりましたが、先週 11 日の幼保一体化ワーキングチームを皮切りに再開

させていただきました。 

 社会保障・税一体改革につきましては、予定どおり本年６月までに取りまとめ

るという菅総理の強い御指示の下で鋭意検討を今、進めているところでございま

す。子ども・子育て新システムもこの一体改革の検討状況を見ながら進めていく

ことになっておりまして、引き続き御協力をいただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、本日の委員の御出席につきまして事務局より報告を申し上げます。 

○藤原参事官 それでは、本日委員の御出欠について事務局の方から御報告を申

し上げます。本日、御欠席の委員が５名おられます。 

 全国国公立幼稚園長会会長の池田多津美様、日本労働組合総連合会会長代行の

岡本直美様、日本経済団体連合会の高尾剛正様、静岡文化芸術大学准教授の田中

啓様、大阪市立大学教授の山縣文治様、以上５名の委員におかれましては本日所

用により御欠席となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国国公立幼稚園長会より同会副

会長の大橋由美子様、日本経済団体連合会より経済政策本部長の藤原清明様に御

出席をいただいております。 

 なお、前回の会議で御了承いただきましたとおり、本日のワーキングチームよ

り議論の模様を内閣府のホームページにおいて動画を配信することといたしてお

りますので、御承知おきいただければと思います。通常、会議の翌日からホーム

ページの方から閲覧することが可能となります。以上でございます。 

○末松座長 それでは、議事に入らせていただきます。初めに、事務方から資料

の確認をお願いします。 

○藤原参事官 資料の御確認をお願いいたします。本日、資料が大部になってお

りまして恐縮でございます。 

 配付資料でございますが、資料１は「子ども・子育て新システムに関するこれ

までの検討の概要」です。 

 資料２から４までが、幼保一体化の関係の資料になります。先日の 11 日の幼保
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一体化ワーキングチームに提出をされた資料と同じものでございます。 

 資料２が、「子どもや家庭の状況に応じた子ども・子育て支援について」。 

 資料３は、「幼保一体化について」。 

 資料４は、「こども園給付（仮称）の具体的制度設計について」。 

 資料５が、「質改善（機能強化）の具体的な方策について」。 

 資料６でございますが、「子ども・子育て新システム検討会議作業グループの第

７回基本制度ワーキングチーム（平成 22 年 12 月 15 日開催）資料に対する障害児

支援合同チームの意見について」という長い表題で恐縮ですが、これをお配りし

ております。これは、実は障がい者の制度改革を検討されている合同チームがご

ざいまして、そちらの方から去る 12 月に障がい児の支援について御議論いただい

た事務局のペーパーについて是非参考にしていただきたいということで資料をい

ただいておりますので、配付をさせていただきました。今日の議事には直接関係

はございませんが、今後の取りまとめに向けての参考ということで配付をさせて

いただきます。 

 それから、資料７でございますが、各委員から本日提出をいただいている資料

をまとめたものです。 

 以上、７種類でございますが、配付資料となっております。 

 なお、その下に参考資料ということで置かせていただいておりますのは、社会

保障改革に関する集中検討会議の去る 12 日に行われました会議のときに、厚生労

働省から御報告をされた「社会保障制度改革の方向性と具体策」についての資料

です。 

 それから、同じくその会議のときに個別分野の御報告といたしまして子ども・

子育て新システムについて当方の末松副大臣から御報告をされましたので、その

際の資料を参考資料として配付させていただいています。 

 以上、資料について不備等ございませんでしょうか。よろしゅうございますで

しょうか。以上でございます。 

○末松座長 それでは、議題に入ります。 

 まず、ただいま事務局から御説明がありましたけれども、12 日の社会保障改革

に関する集中検討会議におきまして、子ども・子育て新システムの検討状況につ

いて私の方から報告をいたしました。少しだけ御紹介させていただければと思っ

ております。 

 会議では、私の方から、税と社会保障の一体改革の中で子ども・子育て新シス

テムというものは優先課題と位置づけられているということ。更に、持続可能な

社会保障制度全体をしっかりと実現していくには、次世代が良質な成育環境の下

で育つことを保障する必要がある。特に若者が非正規職員だとか、引きこもりだ

とか、フリーターだとか、あるいはニートだとか、こういったさまざまな困難を
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抱えている中で彼らが主役になっていかなければいけない。そして、次の世代の

若者である子ども・子育て、これはしっかりやっていかなければいけない。 

 特にまた、女性の参画も必要だということで、女性が本当に憂いなく社会に参

画していくために子ども・子育て新システムでこの社会保障対策の維持のために

もしっかりと社会全体で子どもを支えるんだと、こういう形にもなっているんだ

ということも御説明しました。 

 更には、国際的に家族関係の社会支出に対する割合が少子化対策で成功してい

るフランスとかスウェーデンは３％以上あって高いのに比べて、我が国は１％前

後であるということ。こういったことも OECD から指摘を日本に対してはっきりと

受けている。こういうことも御紹介させていただきました。 

 これらのことに対しまして集中検討会議の委員の皆様から、このワーキングチ

ームの委員でもある宮島委員を始め、さまざまな委員から支持するというような

表明がございました。時間を１、２分いただいて、各委員の発言の概要を御説明

します。 

 まず宮島委員から、「社会保障を全世代対応型に切り替える。未来に投資すると

いう意思が具体的な政策、財源の実際の配分にも貫かれることを強く期待してい

る」というコメントをいただきました。 

 また、笹森委員からは、「社会保障費の中で日本の未来を担う子どもたちへの配

分を大きくしていくべきだ」という御発言がございました。 

 また、慶応大学の清家委員ですけれども、「年金、高齢者医療、介護のいわゆる

高齢者３経費をある程度重点化しながら、子育て支援等に振り向けていくことが

必要である」という御発言もいただきました。 

 また、宮本委員からは、「社会保障の新たな理念に即したビルドする部分、特に

子ども・子育て支援が少なくとも数年のうちに国民に感じられるような形で進ま

なければいけない。子ども・子育て支援は知識社会に対応した就学前教育、国民

の基礎的な能力を発展させる国家戦略としても重要であり、経済界も競争力の拡

大という点で手ごたえを感じられるビルドでもある」という御発言でした。 

 更に堀田委員の方から、「子どもが最重点とされていることはすばらしいし、全

世代型の社会保障にするときに一番大切な部分である」というコメント。 

 また、矢崎委員からは、「幼保一元化は縦割り行政を排除する極めて大きなモデ

ルケース、是非この政権で実現してほしい」というコメントがございました。 

 また、古賀委員は海外出張でございましたけれども、資料提出がございまして、 

「子ども・子育て新システムの実行は不可欠であり、子ども・子育て支援策の質、

量の改善と拡大、機能強化、このための財源確保は未来への投資として今すぐ実

行に移すべきであり、先送りしてはならない。」 

 更に峰崎委員から、「世代間の対立をあおることのないよう留意する必要はある
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けれども、若者や子どもを重視することが極めて重要である」というコメントを

いただきました。 

 こういうコメントでございますが、本日は２か月ぶりの基本制度ワーキングチ

ームでございますし、今後費用や財政スキーム等についての議論を進めていくた

めに、まず新システムの基本的な考え方や給付設計の全体像など、これまでの検

討の概要についておさらいをしたいと思います。 

 その後、先週の第８回幼保一体化ワーキングチームの議論について報告してい

ただきたいと思っております。 

 最後に、新システムの質の改善あるいは機能強化の具体的な方策について御議

論をいただきたいと思っております。 

 それでは、これまでの検討の概要について、事務局から資料の説明をお願いし

ます。 

○藤原参事官 お手元の資料１でございます。「子ども・子育て新システムに関す

るこれまでの検討の概要」というペーパーでございます。 

 これまで、昨年９月から基本制度ワーキングチームで御議論を重ねてきていた

だいております。およそ大きな基本的な考え方ですとか、大きな枠組みですとか、

給付設計の全体像のようなものが少しずつ見えておりますので、復習的で恐縮で

すが、資料としてまとめさせていただいたものでございます。 

 １ページ目でございますけれども、全体像でございます。基本的な考え方とい

うことで、左側に現状の問題の認識、右側にこれをこういうふうにして解消して

いくんだ、実現していくんだというふうな方向性を基本的な考え方としてまとめ

ております。特に先ほど副大臣から御報告がありましたように、全世代対応型の

社会保障、社会全体で子ども・子育てを支援するというものが、この新システム

の根幹的な考え方であるということでございます。 

 そのシステムの具体的なポイントということで、その下半分の方にポンチ絵付

きで記載をしておりますけれども、基礎自治体が実施主体ということで、国と都

道府県が重層的に支えるんだということ。それから、子ども・子育て会議（仮称）

でございますけれども、設置をして関係者が政策に参画をしていただける仕組み

を検討するのだということ。それから、具体的な費用分担については今後の検討

課題でございますけれども、社会全体で費用を負担するのだというところ。それ

から、政府の推進体制、財源についての一元化、こういうふうなポイントを書い

てございます。 

 それから、２ページと３ページではこの新システムにおける給付の全体像を書

いてございます。赤い線で囲ってあるものが現金給付で、青い線で囲ってあるも

のが現物給付というような大まかな色分けをしておりますが、左側がそのうちす

べての子どもを対象とします、親御さんが働いていらっしゃるかどうかにかかわ



 5 

らないようなものを中心に整理をしていますが、子ども手当があり、地域子育て

支援事業（仮称）として地域子育て支援拠点事業ですとか、一時預かりですとか、

こういったものが地域子育て支援事業として置かれている。それから、妊婦検診

というものもある。 

 それから右側ですけれども、現金給付といたしまして「出産・育児に係る休業

に伴う給付（仮称）」。そして、こども園給付（仮称）、地域型保育給付（仮称）、

この辺は先週の 11 日の幼保一体化ワーキングチームの中で示されたワーディン

グに整理をし直しておりますけれども、多様な保育サービスについては小規模保

育とか家庭的保育、居宅訪問型の保育、事業所内保育など、地域型保育給付（仮

称）ということで整理をしております。 

 また、こども園給付（仮称）等の土台といたしまして、例えば残業ですとか、

お子さんが病気になったときですとか、そういったことに対応するような延長保

育や病児・病後児保育事業というものも掲げております。 

 また、小１の壁の解消ということで、放課後児童クラブといったものが給付の

全体像というふうに整理をさせていただきました。 

 それで、実際に給付を行う仕組みとしては、利用者の選択に基づく給付の保障、

多様な事業者に参入をいただくサービス基盤の整備というふうなことで仕組みを

講じていくのだということを整理しております。 

 それから、３ページをおめくりいただきます。これは、利用者の方々から見る

とあまり大きな仕分けにはならないかもしれませんが、いずれ制度化するときに

給付ということで整理をするものと、市町村に自分たちの地域のニーズに応じて

対応していただくような事業ということの整理をしていく必要があるだろうと思

いますので、これまでのワーキングチームでの整理を基に、個人に対する給付と

して実施するものと、市町村に事業として実施していただくものということで、

左側と右側に整理したものを御参考までにお付けしております。 

 左側が給付として実施をするものですけれども、子ども手当、こども園給付（仮

称）、地域型保育給付（仮称）、出産・育児に係る休業に伴う給付（仮称）、それか

ら市町村の事業として実施をするものということで地域子育て支援事業（仮称）、

延長保育、病児・病後児保育事業など、放課後児童クラブ、妊婦検診等、こうい

った整理ができるのではないかと思われます。 

 それから、４ページと５ページでございますが、こちらは幼保一体化の具体的

な仕組みについて整理をして簡単にポンチ絵で２枚にまとめたものでございます

が、こちらは去る 11 日の幼保一体化ワーキングチームでの資料を基に少し簡略化

したものでございますけれども、４ページと５ページに整理をいたしております。 

 以上、簡単でございますけれども、これまでの検討の概要ということで資料の

説明をさせていただきました。以上でございます。 



 6 

○末松座長 ありがとうございました。大体 20 分を目途にしておりますけれども、

御質問や御意見がございましたら挙手をお願い申し上げます。 

 では、尾﨑さんどうぞ。 

○尾﨑委員 どうもありがとうございます。この概要の紙は今、非常に簡明にポ

イントを得て御説明いただきましてありがとうございました。だんだんこの新シ

ステムの姿というものは詰まってきているなという感じがしていて、非常にいい

感じだと思いますし、知事会としても全世代対応型の社会保障、更には社会全体

で子ども・子育てを支援という考え自体に沿って、社会保障全体の意見書なんで

すけれども、意見書も出させていただいた中で、子ども・子育てについても触れ

させていただいてきているところです。 

 逆に言いますと、残された論点について早急に詰めさせていただければと思っ

ておるわけでありまして、まず１つ、非常に大きな点についてですが、必ずしも

このワーキングチームのみにとどまる話ではないと思いますけれども、子ども手

当の問題であります。子ども手当についていろいろと見直しが行われる、更には

与野党間でいろいろ合意がなされたということでございますけれども、この仕組

みの検討を是非今後進められるに当たりまして、十分そうしていただいていると

は思いますけれども、地方との間でもよく話をしていただきたいということが第

１でございます。 

 その上で、この子ども・子育て新システムについてのいろいろな残された論点

について是非個別に幾つか、まだまだここについてよく詰めさせてもらいたいと

いうところがありますので、今日は１枚、こちらの紙にまとめてまいりました。

「「子ども・子育て新システム」に対する意見について」ということで、知事会の

プロジェクトチームの方でそれぞれ疑問と、これはどうなっているのか知りたい

というところがある点について、個別に質問というような形で項目をまとめさせ

ていただいているところでございます。 

 こういう中で、やはりまず一番気になっていますのは財政スキームがどうなっ

てくるのかということです。子ども・子育て包括交付金（仮称）の財政スキーム

はどうしていくのか。子ども手当のようないわゆる裁量権が全くないものと、更

に先ほど藤原さんからお話がありました市町村で実情に応じて事業を実施してい

くものと、これらのそれぞれの財源というのはどういうふうに区別していくのか。

それとも、一括してやっていくのか。全く裁量権がないものが包括交付金の中に

含まれることのメリット、デメリットというのは非常に大きいものがあるのでは

ないかとも思っています。これは、最終的にどう制度設計をしていくか。 

 更には、その市町村で事業計画をつくっていくわけですが、その事業計画の実

施に必要な費用を包括交付金という形で交付するとき、その配分基準とか、もっ

と言えば積算のありようとか、それはどういうふうにしていくのか。いわゆる裁
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量権の担保ということができるような形での財政スキームになっていくのであろ

うかどうかということです。 

 ここら一連の財政スキームをどうするか。そして、その中で国と地方の負担割

合というのをどうしていくかということなどについて、だんだん議論を深めさせ

てもらいたいと思っています。 

 もう一つはさっきお話がありまして、現物の給付と、それから事業と区分して

お話を論ぜられるんだという方向であったように思いますので、やや力強く思っ

ておりますが、地方の実態に合った形での裁量権の拡大の仕組みというものをど

う担保していくか。 

 他方で、子ども・子育てについてのサービスの質をナショナルミニマムでしっ

かり確保していく保障というのも同時にどう組み合わせていくのかというところ

についての最終的な着地点といいますか、その中で市町村が役割を担うのでしょ

うが、広域調整などなど、都道府県の役割というものをどう位置づけていくかと

いった一連のことですね。 

 ここにこういう形で一連の質問事項としてまとめさせていただいておるところ

でございますけれども、逆に言いますと、ここのところを是非詰めさせていただ

ければ、一定、前にもいけるというところまできたという感じなのかなと思って

おるところでございまして、是非精力的に事務的な点もあろうかと思いますが、

議論させていただきたいということが第２点目ということになります。 

 第３点目ですが、社会保障改革との関係など、全体のスケジュール観について

確認をさせていただきたいということであります。要するに、この新システムの

ワーキングチームと社会保障と税の一体改革との全体の関連スケジュール観につ

いてということです。 

 今月の社会保障改革案の取りまとめに向けて、このワーキングチームで一体少

なくともどの部分までを固めておいて、残りの部分については継続的な審議とい

う形にしていくのかどうかなど、一連のそこの整理についてまた御教示いただけ

ればありがたいと思っているところです。以上です。 

○末松座長 非常に本質的な質問をありがとうございます。私の方から、先ほど

御指摘いただいたように、子ども手当については今いろいろな形で動いておりま

すので、それがしばらくたったら確定をしていく。これを見ながらという話にな

ります。 

 それから、事務的なところはこちらの方で答えられるところがあれば答えさせ

ていただくということでよろしいですか。 

○尾﨑委員 必ずしも今日でなくても構いません。お時間も 20 分ということです

から、逆に言いますとそういうこともあって紙にまとめてきましたので、また後

で事務レベルでも協議させていただければと思います。 
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○末松座長 あとは、社会保障と税との一体化の関係でのスケジュール観という

ことでございますが、私の独断と偏見を申し上げさせていただければ、基本的に

今、言われているのは、今月末くらいに厚労省案で数字が入ったものが出てくる

と言われております。そこら辺は、現実には小宮山副大臣が多分お答えになられ

ると思います。 

 あまり直接に言うといろいろと差し障りがあるかと思うので私の方で言わせて

いただきますけれども、その財源と、そういったものがこれから６月末までに大

体固まってくる。そういった中で、このサービスも財源がすべて付けばいいです

けれども、そこのところはこちらも今、最大限の関心と精力を持ってやっている

ところですけれども、そういった中で最終的な仕組みの詰めができている。 

 ただ、財源が例えばすべてに満たされていなくても、段階的に充実をしていく

という形にもなっていきます。そういった中でこの仕組みをきちんと完成させて

いきたいというのが大体私どもが今、考えているところでございます。 

 ただ、政治状況でございますので、いろいろな形で動いていくことはあるかと

思います。今、私から言えることは以上でございますが、特に小宮山さんの方か

ら何かございますか。 

○小宮山副大臣 では、一言だけ。子ども手当てについては、今、与野党で協議

をしています。地方ともきっちりと話をする場を、ほんとうは懇談会を３月くら

いにという話をしていたのですが、皆様の選挙がおありになったことと、それか

ら大震災があったことで遅れていますが、間もなくそれは設定をさせていただき

たいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 それから、今、社会保障の厚労省案を取りまとめていますけれども、子ども・

子育ては私の責任でまとめていまして、中身はここで御議論いただいているもの

が入ると思っていただいて基本的には結構でございます。 

 先ほど末松副大臣から御紹介がありましたように、社会保障の検討会議の中で

も１回目に総論と子ども・子育て、そして就労のところをまずやっていただいた

ということで、私どもの子ども・子育てにかけている思いを御理解いただければ

と思っているんです。大震災があったために、どうも社会保障改革全体への財源

が細っていってしまって、この政権として新たに柱とした子どものところがどれ

だけ財源がくるんだろうと、正直言って皆さんも御心配なさっていると思います。 

 そこのところは先ほど御紹介があったように、検討会議のいろいろな皆様にも、

とにかく子どものところにしっかり力を入れないと、復旧・復興だって十年単位、

10 年、何十年かかるのに担い手がいなくなっちゃいます。今、超少子高齢社会の

中で、もちろん高齢者の部分の社会保障の効率化ということも言われていますが、

子どもの部分は効率化以前の現状なのですよ、ということをいろいろなところで

申し上げています。社会保障改革の案がしっかりと５月に決まった後、６月から
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税制改革の検討を税調でするわけですけれども、そこにも副大臣がメインのメン

バーで、末松さんも私も入っていまして、今、非公式の懇談をやっています。 

 実は昨日もございまして、そこでもやはり子どものところにしっかりと投資を

しないとこれからの日本の社会が成り立たないということを、諸外国との予算の

割合なども示しながら、村木さんからもデータの紹介があり、私どももそういう

ベースで議論をさせていただいています。しっかりと財源を確保しないと進まな

いということがありますから、それはきっちりとやらないとこれからの日本が成

り立たないというトーンで今、私ども政務もやっていますので、是非皆さんから

もバックアップをいただければと思っています。 

○末松座長 では山口さん、倉田さん、そして北條さん、中島さん、宮島さんと

どうぞ。 

○山口委員 おはようございます。今回、保育の質についてお話をさせていただ

きたいのですが、前回幼保一体のときにもお話をさせていただきましたが、事務

局がおまとめになられましたこの概要を見ますと、今まであった議論の多様な主

体の参入というものがなくなって……。 

○末松座長 すみません。質の点については後で議論します。今はおさらいの関

係でここはあまり時間が取れないので、後で質の点についてはきちんとします。 

 では、倉田さんどうぞ。 

○倉田委員 全国市長会の倉田です。両副大臣からお話をいただきましたので、

少々ダブるかもわかりませんが、尾﨑知事と同じ思いでございます。 

 ３月、４月を経て一言お礼を申し上げたいのは、子ども手当の問題について、

ひょっとしたらということで心配をしておりまして、結果、これがベストだとは

思いませんが、６か月間つないでいただいて、現場での混乱は一定回避ができた

ということについてはお礼を申し上げたいと思います。 

 ただ、そのお陰で新しい法案の中に組み込まれる予定であった保育料、あるい

は給食料との相殺問題ですね。これは棚上げになってしまった。これは致し方な

いのかなと思っております。 

 その間に大震災が起こりました。末松副大臣からは、6 月を目途に税と社会保

障の一体改革、総理の強い御意思でということですが、子ども手当をめぐる三党

の政調会長合意等々を見ますと、一方で復興財源で抜かれる。そのようなものが

新聞の方かはわかりませんが、端々に見られるわけです。そうすると、本当に６

月を目途に一体改革の考え方が２か月の空白を置いてここで走り込んでいいのか

という疑問が出てきます。 

 小宮山副大臣がお話になったように、やはり地方とも話をしながら進めていこ

うよと言っているのが延びたのは当然で、私自身も選挙でしたし、そういう事情

がいろいろあるので、それを６月、６月と言ってしまうことに、より不安感を覚
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えて仕方がない。復興財源がここに確保されて、それで一体改革はこういうふう

にしますよと。復興財源の手当はこういう形でという方向がまだ見えていないの

に、だっと今、走っておられることに不安感を覚えます。 

 そこで、この辺で復興財源の手当の仕方と、税・社会保障の一体改革の方向性、

そして小宮山副大臣がおっしゃったように我々の思いはここでできるだけ一つに

して、今後の交渉に両副大臣は臨んでいただきたいという思いなのですが、少々

その政府の動きが見えていないところが気になりますので、その辺に対する思い

を一言お話いただければありがたいと思っております。 

○末松座長 座長としてですが、そこは政府全体の菅総理の決断でございますの

で、我々としてはその形で走っているという状況でございます。それにむしろス

ケジュールを合わせるような形で最大限の努力をしていくということしか今は言

えない状況なので、御理解いただきたいと思います。 

 補足があれば、お願いします。 

○村木政策統括官 補足して、この間、震災があった間、税と社会保障の集中検

討会議は公式の会議は止まっておりましたが、準備会合という形で議論をしてお

りまして、それをたまたま傍聴させていただいていましたので、そのときの議論

の様子をちょっと御紹介したいと思います。 

 震災があったことによって、いろいろなことを財源面では考慮しなければいけ

ないということはメンバーの皆さんの一致したお考えでございました。 

 ただ、その中で震災が起こったから少子高齢化が止まるわけではない。少子高

齢化というのは厳然として今も進行中で、かつそのために必要な財源を既に借金

をしながらやっているという状況がある。そういった状況を改善するためにはど

ういったことが必要で、またそのためにお金がどれぐらいかかるかという姿を、

震災に対するいろいろな財源問題を議論するときにその横にきちんとお示しをし

ておくということが、むしろ我々としての責任だろうというようなことを集中検

討会議のメンバーはおっしゃっています。 

 そういう意味で、震災で２か月ほどストップして苦しいのですが、作業を急げ

ということで厚労省の方も関係者も、とにかくまずそういう作業をしっかり続け

て、早くそれなりの姿をお見せし、それからまた別途震災の議論もあり、その中

で重なるもの、重ならないもの、それから折り合いをつけなければいけないもの、

その議論をしていこうというような雰囲気であったかと思います。 

○倉田委員 一言だけお願い申し上げておきたいと思います。 

 やはり税と社会保障の一体改革は進める。そして、復興に対する支援、財源確

保は別途する。これは当然のことですし、我々基礎自治体も幾ばくかの辛抱もし

なければならない部分が出てきてやむを得ないと思います。 

 ただ、現実に現場ではほとんど執行停止するような姿勢が見えてくるわけです。
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例えば、去年は非常に暑い夏でクーラーを設置してやろう。クーラーを設置する

ための電力は太陽光でやろうとか、いろいろなことで地方自治体が予算を組んで

いますね。これはその都道府県の担当者と国とが連携を取りながらこういう補助

制度に乗っかって 23 年度の予算ができていますね。その予算に基づいて執行しよ

うとして国ないし都道府県と交渉すると、ちょっと待てよと。震災後の財源の手

当が見えていないので、その事業は待て、この事業は待てというのがこの子ども・

子育てだけではなくて全体に起こっている。 

 そのことに対する不安感が拭い去れないので、本当に大丈夫かなという質問に

つながったということだけ御理解いただいて、政府の中でやはりやるものはやる。

その方向性をお示しいただきたいということだけお願いをしておきたいと思いま

す。 

○末松座長 そこは、こちらは震災の復興のための財源をしっかり早く明示する

ことが解決につながると思っております。 

 それでは、北條さんどうぞ。 

○北條委員 震災の復興、または原発問題への対応、政府の皆様、本当にありが

とうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 今までの議論の整理ということでございますので、１点だけ質問と意見を言わ

せていただきたいと思います。 

 １ページの「基本的考え方」の３つ目の箱の中に「Ｍ字カーブの解消」という

部分がございます。これは、お父さんもお母さんも皆、働いてくださいというメ

ッセージであろうと思いますが、やはりこういうメッセージを出すには、そもそ

も我が国で子どもはどういう育て方をするのかという丁寧な議論が前提としてな

ければいけないと思います。現時点では、このＭ字カーブの解消をしていこうと

いった考え方は国民的合意に至っていないというふうに存じます。また、この会

議の中でも合意に至っていないというふうに考えておりますので、御配慮をいた

だきたいと存じます。 

○末松座長 この点について、何か事務方から答えられますか。 

○村木政策統括官 では、事務方からＭ字カーブの話ですが、もし誤解があるの

であれば申し上げたいと思います。 

 Ｍ字カーブの解消と書いてありますのは、日本の国はお父さんもお母さんも全

世帯は共働きになれという趣旨では決してございません。ただ、今、お子さん、

第一子が生まれてお辞めになる方、それまでに働いてお辞めになる方が７割くら

いあります。いろいろな調査をしておりますと、その半分ぐらいの方は辞めたく

はなかったけれども辞めたという方々でございます。 

 大きな原因の一つは、やはり保育所が十分でなかったということ、あるいは非

常に長時間労働であるために両立が難しくて体力に自信がないということでお辞
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めになる方ということがございます。 

 そういう意味では、そういったところ、働きたいのに働けない。政策の不備に

よって十分にそういった活動ができなというところについては政策を打っていく

必要があるだろうと思っております。 

 そうした意味で、Ｍ字カーブの解消というふうに書いてありますが、全員働け

という趣旨では決してございません。 

○北條委員 そういうことであればと存じますが、やはりここに書いてあるこの

表現では、お父さんもお母さんも両方働けというメッセージにとれてしまいます

から、御配慮をお願いいたします。 

○末松座長 昨日、税制調査会でも座長からお話があったんですけれども、103

万円の壁とか、税制関係もいろいろとありまして、そういったところも含めて女

性がより働きやすいような、働く希望があって働きたいという人がより働けるよ

うな仕組みも考えていこうという趣旨がございます。 

 それでは、中島さんどうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。今Ｍ字カーブが話題になりましたので、補

足的な意見を申し上げさせていただきたいと思います。 

 働きたくない、働かないという意思をお持ちの方に無理やり働かせるというこ

とでは当然ないという前提になりますが、これから経済社会にとって就業率を向

上させていくことが大変重要になってまいります。そのときに先ほど村木政策統

括官もおっしゃいましたけれども、政策的な不備で働きたいのに働けない方が放

置されるということは大変問題だと私たち働く立場から思っております。また、

働きたいのに働けないということは将来の経済的な安定、あるいは低年金などの

問題にも当然結び付きますので、働きたいと思う者は基本的に働ける条件、両立

支援を整備していくことは基本であると意見を申し上げておきたいと思います。 

 それから、最近、子どもを産もうということも含めて家族形成をしていこうと

いう意思を有する境界線が大体年収 300 万だという調査報告がありました。今は

家族を持とう、家族を持って子どもを産んで将来の生活を築いていこうとしたく

ても、実際の働き方や収入という面でそれがかなわない方もたくさんいらっしゃ

います。社会の成長の糧ということでも、働きたい意思のある方が十分に働いて

社会に参加をして貢献をする。そして働くことを通じて税や社会保険料を納めて

いただく。これはやはり基本であると思っておりますので、意見としてお聞きい

ただければと思います。 

 それからもう一つ、財政スキームのことで先ほど全国知事会の委員の方から非

常に適確な御指摘がございましたが、私からも１点だけ意見を申し上げておきた

いと思います。 

 連合提出資料の中でも指摘をしていますが、私が気になっておりますのが地方
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の財源の問題です。これはいろいろな御意見があると思うのですが、現在公立保

育所運営費や障がい児に関わる支援事業に関わる補助金については、一般財源化

されている分がございます。地方の裁量権ということは私も賛成ですけれども、

同時に一般財源化をしたために、例えば公立保育所では非常勤職員が半数を超え

ているとか、財政的な事情から無資格の方を使わざるを得ない状況が出てきてお

ります。 

 最低限、同じ質でナショナルミニマムとしての基盤を整備していくためには、

基本的な基盤の部分は特定財源という性格を持って地方にお渡しする必要がある

のではないかと、これは現場の実態から思っております。 

 それと合わせまして、待機児童問題が特に都市部で深刻でございますけれども、

待機児問題を抱えている自治体の多くが地方交付税の不交付団体でございまして、

これは大変論理矛盾だなと考えております。現在、こうした自治体では単費で持

ち出しをして保育所の運営などを行っている現状もあると思いますので、是非財

政スキームの検討をする段階でより詳細に御議論なり協議をいただきたいと思っ

ております。以上でございます。 

○末松座長 それでは、宮島さんどうぞ。 

○宮島委員 ありがとうございます。先ほど社会保障の集中検討会議の様子が御

紹介されましたけれども、そこに参加していましても以前に比べてずっと子育て

が大事だという認識が広まっているということは感じます。ですから、本当に国

の財源が厳しさを増す中でも子どもの方に振り向けてほしいということを私から

も申し上げております。 

 それで、もちろん皆さん御存じのように、財源はものすごく厳しいわけです。

特に震災でさらに厳しくなった部分があって、私は高齢の施策の方からは多少う

とまれると思いながらも、何とか高齢者の方の施策で譲れるところは譲っていた

だけないかとお願いをしている立場でもあります。 

 子どもの関係は今、あまりにもサービスが少ないので、最優先で振り向かれる

ことは本当に強くお願いするところではありますけれども、よそに我慢できると

ころは何とか我慢してほしいとか、優先順位をつけましょうと話をしている中で

は、私たちが提示している子育ての施策でも本当にどこが最も優先順位が高いの

か。もちろん全部大事でどれも必要だと思いますけれども、何が一番大事なのか。

そして、財源を最も効率的に、最もいい形で質や量につなげるにはどうしたらい

いのかを限界まで考えているということを示す必要があるし、それがなかったら

どこの施策も大切ですので、そう簡単に引いていただけるということにはならな

いと思います。 

 その中で、一般の人たちが今回の新システムに何を期待しているか。幼保の一

体化に何を期待しているかということを考えますと、１つは都市部では圧倒的な
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待機児童の解消であり、それから過疎地におきましては垣根を越えた総合的な子

どもに対する対応、そして今の社会に合った多様なサービスが目に見えて増えて、

そして、子育てがしやすくなったなということを皆が実感できるということが期

待されていると思うんです。 

 そうだとすれば、今Ｍ字カーブの話はありましたけれども、実際は今や共働き

をしなければやっていけないという人も多いわけです。それから、日本経済の未

来を考えますと、各国で女性がフルに働いて国際競争をしている中で、日本の男

性はこの高齢化社会を男性だけで稼ぎ支えるほどに能力があるのか。現役の人口

と高齢者の人口が将来２対１になると予想されているのに、もし女性が全部働か

なかったら１対１、いや、高齢者と女性と子どもを支えるともっと、の分、全部

男性が稼げるのか。私はちょっと不安です。 

 私たちくらいの世代から下は皆、男性も女性もほぼ同じように教育を受けてき

ましたので、働きたい希望というものはもちろんですけれども、教育で得た能力

をできるだけ、自分の子どものためだけでなく国のためにも活かしてもらう。そ

して、両方に対して活かしてもらうということをできるだけ簡単にできるような

制度にすることはすごく大事なんじゃないかと思います。 

 そうだとすれば、今やはり皆ものすごく関心があるのは０歳から２歳児までの

受け皿を増やすことだと思います。これは子育てにあまり関心がない人でも、０

～２歳児の受け皿が足りないことで日本の経済社会の国力というか、本当だった

ら活かせる労働力を損ねているという意識はお持ちです。ですから、この０～２

歳のところに一生懸命、新たに参入をしたりいろいろやってくれるという人たち

のところに、よりお金を付ける、インセンティブを付けるということが一番一般

の人からもわかりやすく見えやすいんだと思います。 

 例えば、幼稚園の中でも本当に今までの幼稚園が０、１、２歳児に進出すると

いうことは恐らく大変なことだと思うんですけれども、それでも２歳も受け皿に

なろう、１歳も受け皿になろうというふうにやってくださるところに対しては思

い切り応援して、皆の目指す方向に向かってくれるところを応援したいと思いま

す。 

 それから、多様なニーズへの対応で、電力不足の節電対応ではこの夏、働き方

がやはり変わると思います。実際にすごい早朝出社の会社が増えていたり、休日、

夜間にフルに働こうという会社も増えている中では、今までよりも圧倒的に休日、

早朝夜間保育が足りなくなる可能性があるんです。ですから、ここは本当にこの

夏、一刻も早くその受け皿のところにインセンティブを与えるということが必要

だと思います。 

 震災を見まして、今いらっしゃる山口さんのところをここで持ち上げるという

のでもないんですけれども、やはり原発の対応や飲料水に心配が出たときとか、
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保育士の雇用の確保というところですごく素早い対応をされたなと報道機関とし

て見ておりました。今までやっていらっしゃった組織、社会福祉法人などの方々

がものすごくいい保育をやってくださってきたことは十分に承知しつつも、部分

的には株式会社のような大規模組織の方が得意な分野もあると思うんです。 

 やはり一法人一施設が基本でやってこられたというところに急速に拡大をお願

いするというのは、もしかしたらその性質的に難しいところもあるのかもしれな

いと思っておりまして、そういう今までながらの保育の形を大事にしながらも、

それとは別のパターンの早い量的拡大につながるような事業体の参入の利点もや

はり考えていく必要があるんじゃないかと思うんです。 

 そうした意味で、皆さんいろいろなところでおっしゃるように、本当に多様な

サービスが広がり、０～２歳児に関してはちょっと余分に必要なんじゃなくて、

特に都市部においてはものすごくたくさん足りないわけですから、そこがかなり

急速に解決に向かうんだというふうに世の中に見えるくらいの少し大胆に参入を

誘導するような形が必要なんだと思います。 

 トータルでそういうニーズ、多様なサービスや、特に０～２歳児の受け皿が広

がるために財源を注入する。そういうことをほかの分野の方々にも見せることに

よって、この子育ての分野は財源を最大に活かしながら、ちゃんと質と量を拡大

しようとしているんだなと思っていただけると思いますし、特に量の拡大に障害

になっている部分があるのだとすれば、できるだけその障害を見直していくとい

う姿勢も非常に大事なのではないかと思っています。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、田中さん、奥山さん、秋田さ

んということで、次の議題もございますので短めにお願いします。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中です。 

 今日、取りまとめとして出していただいた資料の中で、やはり当初からお話を

しているとおり、労使による拠出金というシステムについて私どもがお話をした

ことをもう一度再確認したいと思っております。 

 商工会議所は、子ども・子育てはとても大事なことだと考えていまして、財源

の確保も当初から話しています。ただ、その財源の確保の仕方については公費で

賄うべきだというのが従来からの考え方であります。その理由は２つあります。 

 １つ目は、現状のように厚生年金に上乗せして保険として集めたものを給付と

負担が対応しない特別勘定のような中に組み入れてしまうというのは、本来シス

テムとしておかしいということです。 

 それから２つ目は、９割以上の企業は中小企業で、中小企業は７割以上の雇用

を維持し、労働分配率は９割と高止まりしているわけです。ですから、この企業

に負担をしろということはどういう現象になるかというと、雇用の確保であると

か、低賃金の改善といったような一番子ども・子育てに対して大事な要素を阻害
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する最大の原因になりかねないと思います。 

 これについて本当に考えてほしいいとうことを当初からお話をしていますので、

この２点をそのままにして、先にいくということについてはもう一度再考してい

ただきたいと思っております。以上です。 

 

○末松座長 その御主張も以前から伺っております。 

 では、奥山さん、秋田さんどうぞ。 

○奥山委員 今日は提出資料として３ページ目から提出をさせていただいており

ます。 

 まず、冒頭に税と社会保障の改革の件で両副大臣からも御説明があって、この

３月、４月の間、どのように進められていくのかということでちょっと不安を持

っておりましたけれども、力強いお言葉をいただいて大変ありがたいと思ってお

ります。 

 今回の東日本大震災について、私もテレビの報道等を見せていただきながら感

じたことですが、やはり高齢者介護の方は仕組みとして制度がきっちりあるとい

う中で、先ほど宮島委員からも御指摘があったとおり、全国で展開しているよう

な事業者からのスピード感のある支援がされたという報道等も見ますと、やはり

仕組みがあることのありがたさということを本当に感じました。 

 それに比べて子育て分野ということについて言えば、保育所は本当に幼稚園も

含めてだと思いますけれども、子どもたちを最大限守ってこの期間、非常に訓練

などしてきた成果が出たのだろうとも思っております。 

 一方で、まだ保育園や幼稚園に行く前の子育て家庭、未就学、未就園児を持つ

家庭については非常にサポートが少なかったし、わからなかった。把握がしにく

かったということを感じております。非常に所属感がなくて、寄る辺のない人た

ちであり、子どもたちも親と一緒にいることというのは非常に安心ではあります

けれども、ある意味、親の不安がダイレクトに伝わって、子どもたちが遊びに集

中できない。ある意味、見なくてもいいもの（見せたくないもの）を見せられて

しまうという環境ではなかったかと思います。 

 また、親にとっては被災後、自分たちも身の回りのことを片付けたり、いろい

ろしなくてはいけなかった。ですけれども、預けるという仕組みがないがために

動けない。そういった中で、結果として地元を離れざるを得ない人たちがたくさ

んいたと思います。また、福島の現状では親子分離ということもありましたし、

精神的にかなりのダメージを受けたのかなというふうに思っております。 

 そういった意味でも、やはり震災の復興・復旧は第一優先ということはよくわ

かりますけれども、合わせてこの子育て分野の仕組みというものをやっておかな

いと大変なことになるということを、改めてこの震災を通じて実感することにな



 17 

ったと思っております。復興の財源ということも大事ですけれども、その隣に必

ずこれだけ必要ですということを提示しておくということは非常に大事なことだ

ろうと思いますので、重ねてお願いしたいと思っております。 

 また、こういうことを言うと不謹慎に思われるかもしれませんけれども、こう

いった新しい仕組みだからこそ今、復旧・復興で頑張っておられる地域の方に振

り向けていく。そこから優先的に活動していくということもあるのではないかと

考えております。 

 また、５ページ、６ページのところに「にっぽん子育て応援団からの７つの提

案」ということで、仕組み全体についての意見を入れさせていただきました。実

は、これは３月 11 日に大臣に出そうと思っておりましたところ、震災でお渡しで

きなかったものでございますけれども、お時間もないのでこれは後で読んでいた

だければと思っております。以上です。ありがとうございます。 

○末松座長 私も集中検討会議で、東北地方をこの新システムのモデルにという

ことを申し上げております。 

 では、秋田さんどうぞ。 

○秋田委員 私も皆様と同じように、復興と同時に日本の中長期的な展望をつく

るという意味で、子ども・子育て新システムがここまで詰められてきたことがと

ても大事だと思っています。 

 先ほど小宮山副大臣がおっしゃったように、これは「子育て新システム」の検

討ではなく、「子ども･子育て新システム」の検討であります。ですので、子ども

の中長期的な展望ということを考える必要があるだろう。この資料１が今後の新

システムの政策の目標と、それから国民の政治的な理解を得るための資料になる

ということを考えたときに、この１ページ目の「基本的考え方」というところに

は、子育てが今、大変であるので量的拡大をということが多く書かれております。 

 しかし、子ども自身の貧困の問題、それから保幼小連携と子どもの発達の連続

性というものが言われているのは、今、学力の格差が増大していること、そして

将来的にやはり日本を担っていく子どもへの未来の投資なので、子どもの問題に

ついてきちんと子育てだけではなく、基本的考え方というところに、よりそれを

書き込んでいただく。括弧の２つ目に、多分子ども・子育て支援が質、量ともに

不足というところに、よりもう少し子どもの問題をきちんと書き込んでいただく

ということが、子育ての親を支援するだけではなく、我々は未来の子どもが日本

を担うからこそ、そこに投資をしていくのだという基本的な考え方をもう一方で、

皆さんそこに反対される方はないと思うのですが、この書類の中で政策目標とし

てこの課題を適確に書く。 

 そうしますと、４ページ目にそれを実現したときの効果が対応して書かれるべ

きものです。私は、この「質の高い学校教育・保育の一体的提供」、「保育の量的



 18 

拡大」、「家庭における養育支援の充実」ということは、今回のシステムの目的で

はあると思っていますが、目的と効果というものが全く同じになっているのです

けれども、効果としてやはり子どもという言葉の問題として、例えば「質の高い

学校教育・保育の一体的提供」によって継続的に健全な子どもの発達と学力格差

の是正がなされていくような良質の保育が保障されるとか、子どもの貧困率が減

っていくというような子どもの側に視点を当てた、何を提供するのかということ

だけではなく、それによって子どもに何が生まれるのかというところをやはりき

ちんと書いていただくことが政策目標と、後ほど政策評価という問題が出てきた

ときに、単に量的に施設が設置されたのか、量が拡大したのかということではな

く、やはり量の拡大とともに質を常に言ってきているのは、子どもの健全な育ち

の保障のために量や質を拡大しようということを言っているので、その部分をも

う少し子どもというところを強く書き込んで、だからこの新システムに投資をし

ていただくというか、子どもの部分が極めて国全体の成長戦略において重要であ

るというような文言を、この資料が今後動いていくことを考えれば書いていただ

くことが必要だろうと思っていますし、量的な拡大のために多様な事業の参入や、

これまで検討されてきたことは大事ですし、私も量がプライオリティであること

はわかっています。 

 しかし、子どもの健全な育ちを考えたときに、どうしても薄めるのではなく、

質を保障するということもセットにして考えていかない限り、例えば国際的に見

れば、先ほど OECD の話を末松大臣がされましたけれども、北欧の保育で言われて

いるのは、例えばノルウェーなどは量がプライオリティだけれども、質の低い保

育をしたら逆効果だ。だから、量を薄めるのではなく、常に質とセットにして子

どものためにそれを保障していくということが政策の目標の中に書き入れられま

す。 

 私は、これが「子育て新システム」の改良ではなく、子どもが最初にきている

のであれば、やはり「子ども・子育て」としてそれを資料に書き、政府でもこれ

からの日本のための子どもの人材育成という観点からも書き込んでいただく。そ

れがやはり幼保の総合施設をつくっていく意味なのではないかと思います。以上

です。 

○末松座長 もしよろしければ、次の議題に移りたいと思います。この資料１に

つきましてはおさらいですけれども、先ほど田中さんの方から子ども手当の財源

について危惧が示されましたけれども、ほかはおおむね概念的なものは了解され

たと思っております。 

 それでは、次の議題は幼保一体化ワーキングチームの全体像について、最近の

御議論を御紹介し、まずは事務方から説明をして、その後、大日向座長から御報

告をいただきたいと思います。 
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○濵谷課長 それでは、お手元の資料２、「子どもや家庭の状況に応じた子ども・

子育て支援について（案）」という資料を御説明させていただきます。これは、５

月 11 日に幼保一体化ワーキングチームに提出した資料でございます。 

 １ページおめくりいただきまして、前々回の２月の幼保一体化ワーキングチー

ムにおきまして、子どもや子育て家庭、多様な家庭がある。それぞれの家庭に応

じた適確なニーズに応じた支援が必要ではないかというようなこと。それから、

保育所における０～２歳児のみの保育所の扱いなどが議論になりまして、そうい

ったものを勘案しまして新たな考え方を修正案として提示した資料でございます。 

 まず、「子ども・子育て家庭の現状」でございますけれども、３歳未満児を持つ

家庭の約８割は保育所等を利用しておらず、家庭で子育てを行っております。一

方で、約２割は保育所等を利用しているということでございます。 

 ただ、具体的に見ていきますと、例えば乳児、０歳児を持つ家庭の約９割は家

庭での子育て、１歳児を持つ家庭の７割が保育所等を利用しておらず家庭での子

育てということで、年齢が上がるに従いまして保育所等の施設を利用する割合が

増えております。また、年次的にも徐々にそういった施設利用が増えているとい

う現状がございます。 

 一方で、３歳児になりますと幼稚園の就園が出てまいりますので、約８割の方

が幼稚園または保育所等の施設、４歳以上になりますとほとんどすべての子ども

が幼稚園または保育所等に通っているという現状でございます。 

 このように、就学前の子どもがいる家庭の状況については、ライフスタイルに

応じましてさまざまでございます。典型的には育児休業期間については保育所等

を利用せず家庭で子育てを行い、その終了後に職場に復帰しまして保育所等を利

用する家庭、あるいは乳児から保育所等を利用する家庭、それから保育所等を利

用せず家庭で子育てを行い、３歳から幼稚園に通園させる、いわゆる専業主婦家

庭などがあるものと考えられます。 

 １枚めくっていただきまして、３ページでございます。このように、子ども・

子育て家庭、特に就学前の小学校就学前のお子さんがいる家庭については育児休

業中の家庭、共働き家庭、いわゆる専業主婦家庭など、さまざまな状況の子ども

や家庭がございます。この子ども・子育て新システムにおきましては、すべての

子どもに良質な成育環境、学校教育、保育などを保障するために、それぞれの子

どもや家庭の状況に応じて必要な給付を保障する。今回、先ほどの資料にもござ

いましたけれども、子ども・子育て支援給付という仮称にいたしております。 

 具体的には、次に掲げるような施設、事業、給付を保障するということで、大

きく２つに分けております。１つ目は、いわゆる施設給付でございます。これを

こども園（仮称）と称するということでございます。これは指定によりましてこ

ども園給付（仮称）の対象になるものも、幅広くこの新システムにおきましてこ
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ども園（仮称）という名称にいたそうということでございます。これは、前回の

御議論を踏まえたものということでございます。 

 このこども園（仮称）でございますけれども、資料の３ページの一番下に米印

で書いておりますが、指定対象になるこども園（仮称）でございますけれども、

質の担保のための客観的な基準を満たした施設をすべて総称するということでご

ざいます。質の担保のための基準を満たしたということで、当然良質な質が担保

されるということが大前提でございます。 

 具体的には総合施設（仮称）、これはこれまでこども園（仮称）と称しておりま

したけれども、学校教育、保育、養育の支援を一体的に提供する施設のほかに、

幼稚園、保育所、それから株式会社立のものも含めて、それ以外の客観的な基準

を満たした施設をすべてこども園（仮称）と称していこうということでございま

す。 

 それから、給付につきましては③の２つ目のポツでございますけれども、いわ

ゆる普通の施設以外の小規模保育、それから家庭的保育、居宅訪問型の保育など

につきましては、仮称で地域型保育給付と言っておりますけれども、こういった

特に都市部を中心に小規模なものについてはこういった指定によりまして給付の

対象にしていこうということでございます。 

 また、前回の御議論におきまして３歳あるいは学齢期になったときなどにおき

まして施設間、事業間の連携が切れてしまうのではないかという御議論もござい

ました。こういった節目、節目において切れ目のない円滑な支援を行うために施

設間、事業間の連携、提携などの仕組みについても検討いたしたいということで

ございます。例えば、０～２の保育ママから幼稚園、保育所へのつなぎなどにつ

いての連携、提携ということでございます。 

 それから、子育ての孤立感、負担感を感じている保護者などが多いことなどを

踏まえまして、それぞれの子どもや家庭の状況に応じて子育て相談、あるいは親

育ちという観点から、親同士のネットワークなども含めて必要な支援を行ってい

こうということでございます。 

 その全体像をポンチ絵にいたしましたのが４ページでございます。子ども・子

育て家庭については、子どもの年齢あるいは親の働き方に応じてさまざまなニー

ズがございますけれども、それを個人給付としての子ども・子育て支援給付（仮

称）、その中での施設給付、それから施設以外の給付で支援する。 

 それから下でございますけれども、地域子育て支援拠点事業ということで、相

談あるいはネットワークづくりについて、こども園（仮称）が典型でございます

が、こども園（仮称）といった施設、あるいはその他の公共施設等、幅広く拠点

として支援していこうというのが幼保一体化の修正後の全体像ということでござ

います。 
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 資料３‐１、３‐２、資料４‐１、４‐２ですが、３‐１と３‐２につきまし

ては幼保一体化についてということで、去る１月 24 日に提出した幼保一体化につ

きましては今回の修正に伴いまして技術的な修正を加えたものです。それから、

資料４‐１、４‐２につきましてはこれまで幼保一体給付と言っておりましたけ

れども、今回こども園給付（仮称）ということで名称変更しておりますが、２月

24 日の資料につきまして今回のことに伴いまして記述的な修正を加えたものと

いうことでございます。 

 事務方からの説明は、以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、大日向委員からお願いします。 

○大日向委員 去る５月 11 日に２か月ぶりに再開いたしました幼保一体化ワー

キングチームですが、ただいま濵谷課長から御説明がありましたとおり、主に幼

保一体化の全体像について議論を行いました。 

 これまで幼保一体化ワーキングチームでは、就学前のすべての子どもに良質な

養護と教育を保障したいという点で、委員の皆様が心を一つにして議論を進めて

きたところですが、今回の震災で更にその思いを深くしたことは全委員に共通し

たところだったかと思います。 

 特に被災地の委員から、「就学前の子どもの施設のネットワークが弱いことを痛

感した。被災地では幼稚園、保育所の別を言ってはいられない。この新システム、

幼保一体化の改革がもっと早くできていたらと思わざるを得ない」という意見が

出されまして、ほかの委員もこの声を重く受け止めたことでございました。 

 さて、議論された幼保一体化の全体像ですが、11 日はこれまでの議論の中で幾

つか懸念が示されていた点を踏まえまして、幼保一体化について地域や家庭のさ

まざまな状況に応じた計画的な整備という観点からとらえ直し、こども園（仮称）

の概念を総合施設、これは仮称ですが、総合施設（仮称）、幼稚園、保育所を包括

する指定施設とした案が事務方から出されました。 

 これに対しまして、一定の評価をしたいとする発言が複数の委員から出されま

した。 

 特に評価された点は、第１にこども園給付（仮称）が新たに設けられたことで

給付上の一体化が図られたことです。 

 第２は、こども園給付（仮称）を受ける施設はすべてこども園（仮称）という

名称を使えるということで名称の一本化ができるようにされたことです。 

 更に用語上ですが、これまで幼児教育・保育と記載していましたが、学校教育・

保育とされました。ここにつきましては、保育の中にも教育基本法上の大切な教

育が入っているということを意味する上での修正だという説明がなされました。

また、財源確保につきまして、末松、小宮山両副大臣からこの新システムの要で

あり、全力を挙げて取り組むという御発言がありました。 
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 こうした点を評価するとする意見があった一方で、子ども・子育て新システム

制度案要綱との整合性、利用者にとってのわかりやすさ、二重、三重行政の解消

等の観点から、更に踏み込んだ修正が必要ではないかという意見もありました。 

 しかし、同時に「復興支援に向けて未就学世代の安心・安全をどう再構築する

か。子どもを中心とした子どもの視点で町、自治体、地域を再生、創造しなけれ

ばならない。そのために幼保一体化ワーキングチームの議論が先手、先手で一つ

の道筋をつけていく必要がある」という大変心強い意見も出されました。 

 以上を踏まえまして、私からは幼保一体化のあるべき理想の姿はしっかり共有

しつつ、確実にできるところからまずスタートさせ、よりよいもの、理想の姿に

近づけていくようつくり上げていくことも大切ではないかと申しました。 

 今後の予定ですが、今月中に幼保一体化ワーキングチームをもう１回ほど開催

する予定でおりますので、委員の皆様には引き続き具体的、建設的な御意見をお

寄せいただきまして、力を結集していただきたいとお願いしたところです。以上

でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 それでは、この議題につきまして御議論、あるいはお手を挙げていただければ

と思います。最後に質の改善の点について議論する関係で、ここも 20 分ぐらいで

できればと思っておりますので、よろしくお願いします。どうぞ。 

○宮島委員 大変な御議論の様子を伺いまして、ありがとうございます。 

 一体化、まさに震災の現場において本当に一体化が望ましいということは本当

に皆の合意になっていると思います。今、大日向さんからもありましたように、

きっとあるべき姿というのがあって、その中でだんだんやっていくことの順番と

いうものもあるのかもしれないとは思います。 

 ただ、やはり思うのは、まずはこども園（仮称）という形で名称などが一体化

されたということは私も前進と受け止めますけれども、自治体において二重行政

の排除をうたっているのに、法律や管轄が全く一体化できないというのは何だろ

うかというところはやはり疑念が残っています。 

 つまり、就学前の教育が大事だ。保育も教育も大事だということを皆が思いな

がら、０から２歳には教育がなくて、それより上には教育があるというふうに取

られかねない状況があるように見えるわけです。なぜそこで別々の法律の必要が

あるかが私にはやはりまだよくわからなくて、もちろん０～２歳児には学校教育

法上の教育機関ではないということをおっしゃるわけですけれども、少なくとも

昔に比べて０～２歳のときにどういう教育を与えるかがその後の人生設計にすご

く大事だということはより明らかになってきているわけです。 

 そうだとすると、例えば今の法律がうまくいかなかったとして、多分、法律は

時代に合わせ、状況に合わせ、皆の認識に合わせていくものだと思うので、例え
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ば６月までに法律を変えるのが無理だとしても、方向性としてやはりここは法律

で分断すべきではないのではないかと思います。 

 更に、震災下においては管轄が違うということがものすごく障害になったと聞

いています。例えば、子どもの状況の把握なども一部、支障が出たというふうに

現場で聞いておりまして、子ども、未就学児を本当にトータルとして見ていく上

では管轄もやはり一体化していくということが方向なのではないかと思います。 

 ですから、どこまでが今できて、どこまでが今できないかということの議論は

あるかとは思いますけれども、明らかに０～２歳までに教育というものがはっき

り必要だということは示す必要があると思いますし、今の分かれた法律のどこが

時代に合わなくなってきているのかというところを改めて見て、将来確実に法律

も管轄も一本化していくということを示すことが大事ではないかと思います。 

○末松座長 極めて本質的ですばらしい意見だと思っております。時間的な制約

も今、踏まえられた上でのコメントですので、その方向で努力をしていくという

ことでよろしゅうございますでしょうか。 

 では、どうぞ。 

○北條委員 資料３－２の７ページでありますけれども、ここのところに絵にし

て保育所、幼稚園の現行制度の支出の状況、それが新たな制度ではこうなって大

変公平になるよという書きぶりであろうと思うんですが、今回のものとは別に幼

稚園には公立、私立があります。それから、保育所も公立、私立がございますけ

れども、それぞれの幼稚園の運営コストというものが一応示されておりました。

これは国の予算ベースで示されていたわけでして、この国の予算ベースの数字と

いうのは現実に末端で子どもが保育を受けて、保護者が保育料を支出し、末端自

治体が公費負担する。そのこととはある意味、大きな乖離があるということは前

から申し上げていたところです。 

それで、この図を見ますと縦軸ですね。現行制度の縦軸のところは園児１人当

たりのコストだというふうに見るのが妥当だと思うんですが、これで見ますと、

一見、幼稚園で確かに大学附属幼稚園とか、納付金とか、相当高いところがござ

いますから、そういうところが上に飛び出している。しかし、保育所は飛び出し

ていない。こういうことになってしまいますが、末端自治体での現実は全くそう

いうことではないということを前から申し上げております。 

具体的に申しますと、保育所の場合には１人当たりのコストを国の予算ベース

で 50 万程度というふうに見ておいででありますけれども、現実には全国平均で

240 万ぐらいになっている。あるいは、首都圏では０歳児などだったら１人当た

り 500 万円を超えているというのはだれでも知っていることでございます。 

そうすると、保育所の方が１人当たりの経費は小さいのに、一部のこの絵だと

特殊な幼稚園が高額の納付金をむさぼっているというふうに見えてしまうので、
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実はそんなことはないということを改めて申し上げておきたいと存じます。 

質は、後ですみません。 

○末松座長 今の点、特に事務局からコメントはございますか。 

○濵谷課長 これは、北條先生は御案内で御指摘かと思いますけれども、イメー

ジでございまして、具体的な単価をお示ししているものではございません。また、

予算ベースでの支出と、あるいは実際の支出ベースで実際には違うところがある

というのは御指摘のとおりかと思います。 

 いずれにしても具体的にどうこうということではなくて、これは主に費用徴収

の在り方についてお示しした資料でございまして、そのコストに応じて費用徴収

するという意味では標準的な経費に基づいて費用徴収した上に、それ以上にいわ

ばこれは典型的には少人数学級とか、国の基準以上に手厚い教育を行っている施

設については当然それに応じた保育料等の徴収が必要になるだろう。それについ

て、例えば低所得者は免除するとか、実費徴収については補足給付をする。そう

いう制度としてどう対応するかということを説明した資料ということでございま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○末松座長 どうぞ。 

○尾﨑委員 幼保一体化の関係を含めて先ほど御質問をこちらに入れさせていた

だいておりますので、またよろしく御質問の方はいろいろ御教示いただければと

思うんですが、関連資料で資料３－２の 16 ページ、最後に「幼保一体化の進め方

（イメージ）」という図があります。ここは、例で都市部と人口減少地域というの

を分けてそのイメージというのをつくっていただいていて、その上の方に地域の

実情等に応じ、必要な施設・事業を計画的に整備をしていくという発想、これは

我々としてはいわゆる都市部と人口減少地域との大きな違いというのをこれによ

ってだんだん対応できていけるのではないかということで非常にいいなと思わさ

せていただいているところです。 

 確かに、人口減少地域ですと多様なニーズはあるんですけれども、それをそれ

ぞれの施設でと言っても利用者の絶対数が少ないのでうまくいかない。それで、

結果として施設ができず、そのサービスが提供されないという事象がたくさん起

きておりまして、それに対応できるようなこういう小規模多機能型と言いますか、

そういうものを共用してくださるようなシステムをつくってくださることは、高

知県のような超過疎地域を抱える県の知事といたしましては心強いなと思わさせ

ていただいているところです。 

 それで更に、恐らくこのワーキングチームの分野を超えたお話になろうかと思

うのでございますが、もっと言えば、子ども・子育てというサービスと、介護と

か、それから障害者の皆様へのケアとか、子ども・子育てを超えたいろいろなタ

イプの社会保障サービスというのを一体としてやっていかないと、それぞれを縦
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割りにしてもなおもってして利用者数が少なくてサービスが行き届かないという

ことがあるのが、ものすごい過疎地域の実態というところもあろうかと思うわけ

です。 

 このワーキングチームの範囲を越えているとは思うんですが、今後、社会保障

の全体の議論の中で子どもについてこういう形で小規模多機能型という視野を入

れていただいた。更に、この子どもという分野を越えた部分についても１か所で

できるようにしていければということなども是非視野に入れていただきたいと思

います。 

 うちの県などでも実際に離島で全くすべてのサービスがなかったんですが、小

規模多機能にすることによって高齢者の方の預かりもできるようになり、そこを

保育園として利用することで廃止していた保育園が何年ぶりかに事実上復活した

とか、そういうこともあったりしているわけです。そういうものを共用するよう

な仕組みを是非考えていただきたいということと、それに対する財源的な担保と

いうことも是非考えていただきたい。このこども園給付（仮称）でしょうか、こ

ういう仕組みなどのときにそういうところも是非視野に入れていただければとい

うことをお願いしたいと思います。 

○末松座長 貴重な御意見として承らせていただきます。 

 それでは駒村先生、よろしければちょっと短めにお願い申し上げます。 

○駒村委員 資料３－２の７ページの右側に黄色く塗られている部分がありまし

て、その中で「法律に基づき」という自己負担のところの記述があります。これ

はこれまでどういう記述だったか、過去の資料の中のどこにあったかなと思って

見つからなかったんですけれども、この一部負担という表記ですが、ここは定率

的な負担なのか、応能的な負担なのかというところをどう解釈するかとかあると

思いますが、仮に定率的な負担が原則でいくとなると、給付率をにらみながら低

所得者には一定の配慮というか、十分な配慮をしておかないと、給付率によって

はかなり使いづらい、アクセスしづらいものになるんだろうというところを、こ

このところの読み方と合わせて上乗せ徴収のところに低所得者に対する補足給付、

あるいは入学金の免除等とありますけれども、ここは「法律に基づき」というこ

とが下には書いてある。上の方は特段この縛りはなく、自治体に任せるみたいな

ところが性格としてあるのかどうか。この辺の書きぶりは、いずれにしても政策

の意図は低所得者がアクセスできないようなことはないように十分配慮するとい

う意味なのか。そこだけ確認させてください。 

○末松座長 では、事務方からお願いします。 

○濵谷課長 まず、利用者の一部負担の在り方につきましては費用負担の在り方

の一環として、これは後日、資料を提出して議論させていただきたいと思います。

定率なのか、定額なのかということも含めまして提出、議論をしていただきたい
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と思っております。 

 また、実費徴収や入学金・保育料等の免除のところでございますけれども、こ

れは法律上書き込むのか、政省令なのか、あるいは指定要件なのかということは

ございますが、基本的には制度の中で国の基準としていわばすべてこれを条件に

やっていただくということを想定いたしております。 

○末松座長 どうもありがとうございました。今までの議論で、おおむね皆さん

共有認識は得られたと思います。 

それでは、最後に３つ目の議題に移ります。今日のメインテーマになりますが、

子ども・子育て支援施策にかかる質の改善についての論点を御議論いただきたい

と思います。 

 では、資料について事務局からまず説明をお願いします。 

○黒田室長 それでは、お手元の資料５に基づきまして御説明をさせていただき

ます。 

 １枚おめくりいただきまして、通しページは右肩の下のところに小さく振って

ありますが、そちらをごらんください。通しページの２ページに詳細な「目次」、

それから３ページ目に基本的な考え方がございます。その下の基本的な考え方の

ところをごらんください。 

 今回、資料をまとめたものは昨年の 12 月末に一度、質改善についてこれまで既

に行われている取組などをベースにしながら御議論いただきましたが、それを制

度的なものに置き換えた形で今日御議論をいただこうということで御用意してお

ります。 

 ３ページの一番上の丸にございますように、今回の子ども・子育て新システム

支援策につきましては、すべての子どもに良質な成育環境を保障することを基本

にいたしまして、量的な拡充ももちろんですが、それと合わせまして機能強化と

いうことを加えて、双方をもって課題を解決していこうということを考えている

ところでございます。 

今回の資料の構成ですが、下にⅠからⅤまで分野を分けて、その分野ごとに考

えられる取組について記載をするという構成でございます。 

 Ⅰは「潜在的需要解消に向けた対応」、特に待機児童対策によりアクセルを踏ん

でいくためにどのような機能強化が考えられるのかといった部分。 

 Ⅱは「子どもの発達支援」、これは幼保一体化のいわば本丸というところでしょ

うか。子どもの発達を応援していくというところにかかるサポート体制の強化。 

 Ⅲは「総合的な子育て支援」、これはすべての子ども・子育て家庭に対する、例

えば地域子育て支援拠点事業ですとか、そういったすべての御家庭に対するサポ

ートの強化。 

 Ⅳは「小１の壁の解消」、具体的には放課後児童クラブの体制強化。 
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 そしてⅤは「社会的養護」、こういった構成で資料はできております。 

 １枚おめくりいただきまして、「Ⅰ．潜在的需要（待機児童）解消に向けた対応」

でございます。 

 ５ページに「基本的な考え方」がございます。まず１つ目の丸ですが、この部

分についてはこのシステムの検討の当初からございますように、潜在的な需要も

含めて待機児童対策を効果的に進めていくということはこの仕組みの目的の１つ

でございます。特に、待機児童の大半は３歳未満児でございますし、それが都市

部に集中しているということも御案内のとおりでございます。この部分の量的な

拡充を図る必要があるというのは既にこのシステムの検討の前から政府の方針と

して示しておりまして、昨年の１月に閣議決定いたしました子ども・子育てビジ

ョンの中でも、保育所を中心とした保育サービスの定員増を図っていくというこ

とは数値目標付きで明記をされているところでございます。 

 一方で、昨年末に取りまとめました待機児童解消の先取りプロジェクトでも議

論がございましたが、具体的にこの分野に担い手の方に出ていただくためにどう

いうことが必要なのかということを議論した際にも、保育所の分園ですとか、家

庭的保育のような小さな規模の拠点をきめ細かくつくっていくということが、重

要な課題であるということがクローズアップされたところでございます。 

更に４つ目の丸ですが、今回議論の中心になっております幼保一体化という流

れがございます。幼保一体化を踏まえて、幼稚園の皆様に３歳未満児の分野に取

り組んでいただくためにどういう方法が効果的なのかということも合わせて議論

をする必要があろうかということでございます。 

１枚おめくりいただきまして、「具体的な方策」でございます。６ページでご

ざいます。 

まず（１）として、小規模な拠点を中心とした給付の引上げを検討課題として

挙げております。特に待機児童が都市部に集中していることを踏まえますと、土

地などの確保の必要のない小規模な拠点、あるいはその幼稚園の方々にここに出

てきていただくといったことも大切であろうということで、具体的にはこの分野

の小さな拠点、あるいは幼稚園の皆さんに出ていただくときの単価について配慮

をして、保育単価等によってインセンティブをかけていくということが考えられ

るのではないかというのがこのページに書かれていることでございます。 

次の７ページ、（２）でございます。これは施設整備費の関係ですが、特に幼

稚園にこの分野に出てきていただくためには、３歳未満児の保育のスペース、あ

るいは調理室などを御用意いただくということがございますので、この分野につ

いては施設整備費の形で応援をしていくことが求められるであろうということ。 

それから、（３）研修でございます。特に０～２歳児の部分に、まだこの分野

を手がけられていない方々に出てきていただくということになりますと、経済的
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なインセンティブ、施設整備費に加えて、研修といったソフト面の対応も組み合

わせていくことが必要だろうということでございます。 

次の８ページは、「小規模保育サービス等の整備促進」でございます。これは

先取りプロジェクトの中でも保育ママの仕組み、あるいはそれをベースに置いた

新しいタイプの取組というものが紹介をされ、実践が積み重ねられております。

こういったものを中心として、小さい規模の保育サービスというものを制度的に

も位置づけた上で経済的な評価と合わせて整備を進めていくということも、きめ

細かく待機児童対策に対応していくためのツールとしては重要なのではないかと

いうことでございます。 

「３．長時間の保育ニーズへの対応」、これは０～２歳もそうですし、それ以

外の年齢もそうですが、対応可能な職員配置の充実ということは検討課題でござ

います。 

それから、「４．緊急的な基盤整備の促進」でございます。特に 29 年度にかけ

て潜在需要も含めて顕在化をしていくであろうということを考えますと、この部

分について緊急的な施設整備、基盤整備を図っていく必要があるだろうというこ

とでございます。以上が、Ⅰでございます。 

 続きまして、「Ⅱ．子どもの発達支援」でございます。１枚おめくりいただきま

して 10 ページでございます。「基本的な考え方」として３点ございます。 

 まず１つ目が、まさに次世代を担う子どもたちの健全な育ちを未来の投資と考

えて社会全体で支えていくということ。 

 それから２番目の丸といたしまして、OECD 諸国においても小学校就学前の教育

についての公的な支出の増大、増加といった傾向が見られること。 

 ３点目の丸といたしまして、このため新しい制度においては保育を必要とする

世帯の支援、それから主に３歳未満の子どもが中心の待機児童解消の取組にとど

まらず、小学校就学前の時期におけるすべての子どもの健やかな育ちを保障する

ため、幼児期における教育・保育の質の改善を図っていくことが課題でございま

す。 

 具体策といたしましては、11 ページに課題が示されております。 

 （１）は、「よりきめ細かな対応を可能とするための職員配置」でございます。

ここは要しますと、長時間対応・長時間利用、今で言う保育の利用をベースに置

いた職員の方々の配置を厚くしていくという部分でございます。例のところにご

ざいますように、３歳児を中心とする職員の配置改善ということが１つ検討課題

でございます。先ほど０～２歳のところで少し申し上げましたけれども、０～２

歳の部分については小規模なサービス等々、新しいタイプの取組が制度として位

置づけられていくということになりますと、３歳において接続をしていくという

こともこれから増えていく可能性が高いだろう。そうだとしますと、こういった
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円滑な移行を応援する意味でも、また健やかな育ちを応援していく意味でも、３

歳児を中心とする職員の配置改善というところが検討課題であろうということで

ございます。 

 次の、体調不良児対応等のための看護師等の取組、これは子ども・子育てビジ

ョンの中でもうたわれている課題である体調不良児対応の充実ということにこた

えていくものです。それから、地域の療育支援・子育て支援というものも施設の

機能として考えていく必要があるのではないかということでございます。 

 次の 12 ページ、（２）でございます。これが標準時間利用、今で言いますと幼

稚園の使い方に相当しますけれども、クラス編制単位の改善など、学校教育の質

の向上の点でございます。小学校１年生の学級編制基準がこの度、35 人学級へと

いう方向が示されておりますが、こういった点を踏まえながら小学校就学前の

方々についても１クラスの人数の見直しを検討するなど、学校教育の質の向上が

検討課題でございます。 

 それから、「（３）職員の定着・確保の仕組み」でございます。上にありますの

は、研修の機会の確保の部分です。幼保一体化の議論の中で、特に保育士の方々

に研修の機会が十分保障されていないという点が課題として多く議論されており

ます。この幼保一体化ということと合わせて、保育士として就業された後に研修

受講の機会を確保していくということも、この仕組みの中での大切な検討課題で

あろうと思います。このためには裏打ちとなる職員配置ということが必要になり

ますので、この点も合わせて検討していくということでございます。 

 それから、下のキャリアップでございます。これは、長くお勤めいただくとい

うこと、定着促進を図っていくということ、こういうことを考えますと、キャリ

アップの仕組み、責任、役割に応じて処遇の在り方を考えていくということも検

討課題であろうということでございます。 

 次の 13 ページ、「（４）実費徴収における低所得者に対する補足給付」の件、こ

れは幼保一体化ワーキングチームで先ほど資料も御参照されましたが、補足給付

の検討、これは低所得の方々の利用が抑制されないような配慮としてこういう仕

組みを考えていく必要があるということです。 

 それから「（５）利用者負担」、これは先ほどお話し申し上げましたように、改

めて御議論いただくということになりますけれども、一定の負担をいただきつつ、

すべての子どもに保障するという考え方に立ってこの部分については検討してい

くということでございます。  

 それから 14 ページ、「多様な保育ニーズへの対応」でございます。「延長保育・

休日保育」のような今の保育所をベースにおいて、それにプラスアルファの支援

をお願いしているところでございますが、国のお金の出し方がどうしても非常勤

にベースを置いた支援の仕方になっております。全体の見直しと合わせて、この
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部分についても常勤化で対応できるような支援というものが検討課題でございま

す。 

 「（２）病児・病後児保育」は、利用率がどうしても事業の性質上変動いたしま

す。この部分について、利用率の変動に対応するための支援ということが検討課

題でございます。 

 続いて、「Ⅲ．総合的な子育て支援」でございます。16 ページに「基本的な考

え方」がございます。ここはこのワーキングチームの中でもさまざま御議論がご

ざいますところですが、やはり子育ての孤立感が高まっている、特に核家族化、

地域のつながりの希薄化ということによって、子育ての負担というものが親御さ

んの双肩に重くのしかかっているという現実がございます。 

 ですので、この部分について不安感・負担感を解消していくためにも、まず親

御さん同士がつながりを持って、つながれるような場所を増やしていかなければ

いけないということがございます。合わせて、新しい仕組みの中での位置付けを

踏まえた形での質の強化ということが検討課題でございます。 

具体的には 17 ページでございますが、まずこの部分の中核は地域子育て支援

拠点事業、通称広場事業、センター型等を含みますが、そういうものでございま

す。この事業を増やしていくことについては、子ども・子育てビジョンの中で既

に数値目標があり、大幅増が記されているところですが、２つ目のポツにござい

ますように、この新システムの中では０～２歳を含めて多様なサービス、給付、

施設類型が用意されるということでございますので、利用者の身近な立場にある

こういう拠点の皆様に、利用者に身近な立場から利用支援をしていただく。こう

いうところに事業所がある、ここの評判はどうだということで情報提供したり、

利用支援をしていただくことが必要ではないか。 

これは、もともと利用支援は市町村の皆様にお願いをしたいと思っていますが、

市町村だけではなく、市町村と拠点がいわば手を携えて利用者支援をしていくと

いうことができないかということで、２つ目のポツにございますように専任の職

員が置けないかということが検討課題でございます。 

それから３つ目のポツですが、同様の地域ニーズ、地域の療育ニーズ、地域の

子育て支援の機能は現在の幼稚園、現在の保育所にもございます。こういった機

能をこの仕組みの中でもきちんと位置づけて、できましたら体制を今よりも厚く

していくことができないかということも検討課題でございます。これらを通じて

市町村、拠点、それからこども園（仮称）というものが地域にお住まいの御家庭

を支えていく。子ども・子育て家庭を支えていくということができないかという

ことが課題でございます。 

「一時預かり」につきましては、この部分についてもどうしても利用に変動が

ある関係上、非常勤が中心の体制になってしまいがちですけれども、この部分に
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ついても体制を厚くできないかということが検討課題でございます。 

続きまして、「Ⅳ．小１の壁の解消」でございます。放課後児童クラブにつき

ましては、このワーキングチームでも２度ほど専用の時間を取って御議論いただ

きましたが、19 ページのところ冒頭にありますように、まずはこの分野の待機児

童を解消していかなければいけないという量的な部分。これは０、１、２歳を中

心とした待機児童問題と同じく、まず量を充足していく必要がございます。 

加えまして、保育所に比べてお預かりできる時間に限りがある。もう少し開所

時間を延長できないのかという切実なお話もいただいておりますので、量と開所

時間というものの２つが大きな課題ということになります。 

ただ、これを実現していくためにも、今の国の仕組みの中での応援の仕方が、

どうしても職員の方の賃金の評価等が十分でない。そのために、非常勤の職員の

方を前提とした体制しか国の制度上は組めないというようなお話がよくございま

して、これが時間延長をしていく上でも、あるいは新たにこの分野に出てきてい

ただく上でも障壁になっているという強いお声をいただいております。 

ですので、この 19 ページの「具体的な方策」のところにございますように、

開所時間を延伸していくことと合わせて、この部分に常勤の職員が確保できるよ

うな支援の充実はできないかということが検討課題でございます。 

それから、１枚おめくりいただきまして「Ⅴ．社会的養護の機能強化」でござ

います。今回の震災の中で、社会的養護の機能について改めてクローズアップさ

れたところですが、この「基本的な考え方」の１つ目の丸にございますように、

こういった施設でお受けしているお子さんたちの状況というものが年を経るごと

に変化をしてきているということでございます。特に虐待の事例、それから障が

い、あるいは病虚弱、それから DV など、さまざまな要因を複合的に有するお子さ

んの数が増えているということが課題でございまして、まずは施設ケアとして手

厚いケアを提供できるような体制をつくっていくということが重要な課題でござ

います。 

それから、２つ目の丸にございますのが里親支援です。里親支援は児童相談所

を中心にという方針もございますけれども、さまざま里親の数を増やしていこう

ということを考えますと、里親支援の機能は 24 時間開いていて、この地域の重要

な資源であるこういった施設に担っていただくということも考えられるところで

ございます。ですので、そのスタッフをこういった施設に厚くしていくというこ

とも課題です。 

それから３つ目の丸にございますが、こういった施設を退所された後のフォロ

ー、アフターケア、フォローアップというものも重要な課題でございます。こう

した課題におこたえをしていくことが課題で、次の 22 ページ、最後のページにご

ざいますが、今、申し上げたような施設機能の強化ということが課題として考え
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られる中で、対応する職員体制を充実していくことが課題であろうということで

ございます。以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 それでは、この質疑につきましては、まず先ほどの山口さん、それと予告され

ていたのが北條さん、田中さん、渡邊さん、両角さん、とりあえずそこまでで、

あとは皆さんまたございますので。 

○山口委員 私の意見を述べさせていただきます。先ほど宮島委員の方から縷々

お話がありましたが、ほとんどそこで言われてしまったかなという気もするので

すが、私の意見の方は提出資料の９ページと 10 ページに書いてございます。 

 まず、それを要約させていただきますと、多様な事業主体を参入することがこ

の質の改善に必要だといったことが書いてございます。改めては読みません。 

 それから、量的拡大にも多様な主体の参入ということが大きな効果を表すとい

ったことが書いてございます。例えば、待機児童が都市部では非常に多いわけで

ございますが、川﨑や横浜市などは、例えば今年川崎市では 15 か所の認可園を開

設されましたが、そのほとんどが株式会社立となっています。たしか、社会福祉

法人立は１か所ぐらいだったかと記憶しております。 

 なぜ株式会社立がそんなに多く増えたかというと、事業者の意欲ですね、こう

いったものが反映された結果だというふうに認識しております。 

 それから、多様な主体の参入をすることによって質の競争が起こる。これが重

大なことだと思っております。質の競争というと、こういった保育だとか教育に

は競争はなじまないんだということをおっしゃる方もいらっしゃるんですが、絶

対にそんなことはないと思います。保育の質というのは保育士の質だというふう

に私はとらえておりますが、例えば専門性を持って自己研鑽を続ける保護者にも

子どもにも優しい保育士をどうやって育てるかということを競争することは、こ

れは重要なことだと思っております。 

 現在、国の方は参入規制というのは法的にはございませんが、現実に多くの自

治体、待機児童のいる 70％以上の自治体が恣意的な規制を現実的にしておりまし

て、そのために多様な事業主体が参入できないということが現実に起こっており

ます。そのことがこういった質の競争など阻害しているという認識に立って、４

年前から少子化対策特別部会等でこういった「多様な事業主体の参入」といった

文言を使って議論されてきたにもかかわらず、今、事務局の資料を見させていた

だきますと「多様な事業主体の参入」という文言そのものが欠落しております。

あたかもこんな議論がなかったかのごとく、今お話をされております。 

 質の改善に私は絶対にこれは必要だというふうに認識しているわけですが、そ

ういったものが全く入ってこないような案になっているというのは一体どういう

ことかということで、前回、幼保一体化のときにも私は質問させていただきまし
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たが、明確な御回答をいただいていないように思います。 

 それから、例えばイコールフッティングというところで、多様な事業者にも減

価償却相当分を運営費に上乗せするから多様な事業者の参入を認めているんだと

いうようなことをおっしゃるかもしれないのですが、この会議でもそんなことは

当たり前のことで、事業費の平等な配分というのは事業者に対して行われるので

はなくて子どもに対して行われるわけですから、これは当たり前のことです。 

 でも、こんなことだけではやはり多様な事業者の参入を促すことはできません。

絶対に必要なのは、それぞれの事業者の特性を活かした参入規制を撤廃すること

です。こういったことが今まで議論されていたにもかかわらず、全くなかったよ

うな文書になっているということについて再度質問をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○末松座長 これは、事務方の方でいかがですか。 

○濵谷課長 前回の幼保一体化ワーキングチームの資料での事業者という表現に

つきましては、御指摘のような意味はございませんので、所要の修正を加えた上

で次回の幼保一体化ワーキングチームに提出させていただきたいと思っておりま

す。 

 また、今回の質改善の具体的な方策についての御指摘だといたしますと、ここ

では基本的には財政的な面での影響があるものについて列記いたしておりまして、

事業主体の参入の在り方は新システムでは指定制度における在り方でありますし、

あるいは総合施設の参入の在り方につきましては、これも次回の幼保一体化ワー

キングチームについて資料を提出し御議論いただければと思っております。 

○末松座長 よろしいですか。 

○山口委員 あまり納得できないんですけれども。 

 では、イコールフッティングと、それから事業者の特性を活かしたような仕組

みづくりというのは次のときに出てくるということで認識させていただいてよろ

しいのでしょうか。 

○濵谷課長 指定制度の在り方ということで、その指定制における指定要件、参

入主体規制の在り方については次回の幼保一体化ワーキングチームにおいて御議

論いただきたいと思っております。 

○山口委員 わかりました。ありがとうございます。 

○末松座長 その資料というのは、質の改善も含んでいるんですね。 

○濵谷課長 質の改善、要は配置基準の改善とか少人数学級とか、そういういわ

ば財政面で影響のあるものにつきましては今回この資料で御議論いただきたいと

思っておりますし、あるいはそういうことでなく制度面での基準の在り方とか、

そういうものについては若干関連しますけれども、次回合わせて御議論いただき

たいと思っております。 
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○末松座長 では、田島政務官どうぞ。 

○田島政務官 「質改善の具体的な方策」と書かれている中で今、御指摘いただ

いたような重要なものが財政面に影響がないから分けているという考え方なんで

すか。ちょっとよくわかりませんけれども。 

○末松座長 私の事務方からの理解でいけば、今までやってきたものがその改善

にしますと。それで、事業主体そのものについては、その在り方そのものの中で

質的な改善そのものが図れるような形の在り方も議論すると、こういう理解でよ

ろしいのですか。 

○濵谷課長 ちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、制度面での指定制

度とか、そういうところで多分、山口委員の御指摘は株式会社がちゃんと入れる

のかとか、そういう制度的な枠組みについては次回御議論いただきたいと思いま

す。 

 それから、基準の性質とか、全国的なものなのか、地方との裁量がどうかとか、

そういう面も含めまして次回御議論をいただきたい。 

 それで、具体的に配置基準を例えば上げていくとかという話は設置基準の在り

方にも関連しますけれども財政面での影響もありますので、殊、財政面での財源

論の話は早急にそういう内容について固めることが求められております。昨年 12

月にもいろいろな項目についてどのような財政影響があるかというものを例示で

お示ししましたけれども、それを取りまとめまして今回、特に財政面での影響が

あるものにつきまして、質の強化といたしまして整理し、御提示をさせていただ

いているということでございます。 

○末松座長 政務官、よろしいですか。 

○田島政務官 ちょっとわかりにくい感じはします。要するに、「質改善の具体的

な方策について」だから、それは全部入っていないと変な感じもしますけれども。 

○末松座長 それは財源論で全く切り離されたという話では私もないと思ってい

ます。そこをきちんと検討していただくということだと思います。よろしいです

か。 

 では、北條さんどうぞ。 

○北條委員 度々ありがとうございます。質の改善というのがだれのための質の

改善かと言えば、当然どなたも子どものための質の改善だということになるんだ

と思います。そういった観点から、幾つかお教えいただきたい点があります。 

 資料の３－２に戻りますけれども、12 ページの⑤の（１）、（２）という形で、

現行の給付率６割のものを１割引き上げて５割にする。５割のものを１割引き上

げて４割にするという書き方がなされておりますけれども、こういう議論という

のはどこからどう見てもおかしくないですか。 

 公平性というのが大きな１つの柱だと思いますから、仮に書くとすれば給付率
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６割から１割引き上げた場合、それから（２）の方は５割から２割引き上げた場

合と書かないと全然へんてこりんなことになってしまうと思います。 

 それから資料５の方でございますが、まず８ページでございますが、最後の学

童保育のところとも関係がありますが、「長時間の保育ニーズへの対応」というこ

とが書かれております。これは下手をしますと、子どもの利益の観点からいくと、

子どもの利益と相反することになりかねないものですので十分な注意が必要だと

思います。前から、ワーク・ライフ・バランスについて今回の新システムの中で

具体的にどうするのかと言うことを承ったら、必ず今回の新システムの中に明確

に書き込むというお返事をいただいていたわけですが、やはりワーク・ライフ・

バランスをしっかり推進して、子どもたちに過重な負担をかけないような仕組み

づくりの御努力を引き続きお願いをいたしたいと思います。 

 それから、12 ページでございます。３歳以上児のクラス編制単位の改善、これ

は中教審の方で小学校１年生以降の学級定員の改善ということが行われまして、

その際、幼稚園が同時あるいは先行してなされるのは当たり前の話なわけですけ

れども、今回のこの新システムの動きがあるので、そこを踏まえて改善を別途検

討するということになっておりますので、これは落とされては困るというよりも、

落としてはならない点でございますので申し上げておきたいと思います。以上で

ございます。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 それでは、田中さんどうぞ。 

○田中委員 今まで出たお話に関係しますが、質について言ったときに、視点を

子どもの視点でという考え方と、共働き、社会進出といったような考え方と２つ

が一緒になって出てきているような気がします。少し整理をして、何を優先して

いくのか、それぞれに対してどういう施策があるのかといったようなことがある

と、もう少し実態に合わせた議論ができるのではないかと思います。 

 特に、女性の働く環境というような中で延長保育とか休日保育、放課後対策、

病児・病後児保育といったような実際に今、都市部で直面している問題はどうや

って解決するのかといったようなことが全体の質の中で議論されるのか、もしく

はそれと並行して議論されるのか、大事なテーマだというふうに私どもは思って

います。それを是非やっていただきたいということです。 

 それから、そういった中でその質についてはいろいろ多様なサービスをすると

いったような考え方もあるというふうな形で、そういう議論もしていただきたい。

先ほど山口委員と宮島委員からお話があったように、規制緩和だとか、いろいろ

な事業者の参入だとか、いろいろなシステムをつくるといったようなサービスを

多様化するということは必要だと思っています。そういった中で整理ができるよ

うな形にしていただきたい。全体を１つでまとめてしまって議論をしていくと、
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やはりそういったところに目が届かない。限られた予算の中で優先順位をつけに

くくなると思います。以上です。 

○末松座長 わかりました。 

 それでは、渡邊さん、両角さんどうぞ。 

○渡邊委員 ありがとうございます。全国町村会の渡邊です。 

 今ほど、質の改善というふうなことで縷々御説明を受けたわけでありますが、

私の方からは３点について御意見を申し上げさせていただきたいと思います。 

 まず、国の基準と地方の裁量の範囲についてということで申し上げさせていた

だきたいと思います。御承知のように、私ども町村では子ども・子育てについて

多様な形での施策を展開しております。これは、国の施策に基づいて展開してい

るものもあれば、独自の施策として展開しているものも多々あります。基本的に

は、新システムに基づいて対応していただけることは大変ありがたいことですが、

やはりこのことをきちんと尊重していただきたいということで、質の改善とは言

え、例えば職員の配置や設備等について、全国一律の基準を設定して、それを市

町村に義務付けるようなことはやはり問題ではないかと思います。あくまでも新

システムは新システムとしながら、質の改善をしていくための町村における創意

工夫の余地を奪わないように考えていただく必要があるのではなかろうかという

ことを申し上げたいと思います。 

 そしてまた、地域の実態に即したサービス提供が可能となるように、基準の設

定においては十分な配慮をいただきたいということをまず１点申し上げたいと思

います。 

 次に、地域の子育て支援拠点について地域支援コーディネーターを配置すると

いうことで今回説明を受けたわけでありますが、身近に情報提供や相談業務を担

う場所が増えるということで、これは利用者から見て心強いものであります。ま

た、同時に我々町村としてもより多くの人をサービスにつなげていくという点で

は評価できるのではなかろうかと考えます。今後、市町村も含めてサービスを提

供する関係機関との連携をしっかりとりながら各拠点で情報提供、それから相談

への対応に格差が生じないようにすることが大切ではないかとも考えております。 

 また、言うまでもありませんが、利用者個人に関する情報の取扱いについても

十分な注意を払っていく必要があるのではなかろうかと思います。 

 それから最後でありますが、財源の確保についてであります。これは前段、末

松副大臣、小宮山副大臣からも報告のあったところでありますので大体は理解し

ているんですけれども、ただ、この前の幼保一体化の議論の中でもいわゆる新し

い給付の一本化や強化といったこと、こども園給付（仮称）の創設でいろいろな

システムが構築されてきたわけでありますけれども、その中には一つひとつ財政

措置という言葉がうたわれているんですね。 
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 ということは、国がそういうシステムを構築して、またこのような給付事業を

展開しているということについて国がきちんと財政措置をするんだというふうな

ことを踏み込んで記述していただいている。そのことは大いに評価できるわけで

すが、ただ、それぞれのことをきちんと政策的に制度設計して法律づけた場合、

それがすべからく現場の声を反映した形のシステムであるにもかかわらず、財源

的な措置がされないということなると、これまでの議論が絵に描いた餅になって

しまう可能性もあるわけでありますので、この辺の決意のほどは先ほど聞かせて

もらいましたからわかってはおりますけれども、是非お願い申し上げておきたい

と思います。 

 税と社会保障の一体改革の議論の中でどちらが先かということもあるんですけ

れども、あくまでもこれからの社会の中において少子高齢化社会であるわけです

ので、子ども・子育てというのは大事な社会の責任になりますから、そういうこ

とを考えて皆さんがある程度議論の中で評価できるというふうな具体的な制度設

計に確実に近づいてきておりますが、その実現にはやはり財源が不可欠でありま

すので、その辺の確保についてよろしくお願い申し上げておきたいと思います。

以上です。 

○末松座長 この前の集中検討会議でも、御発言いただきましてありがとうござ

いました。 

 では、両角さんどうぞ。 

○両角委員 両角です。何度も確認されているように、この新システムは子ども

に対する給付を量と質、両方とも大幅に改善するものでなければなりません。し

かし財源が厳しくなる中で、恐らく多くの親の不安は、量の拡大を非常に望んで

いるけれども、他方では量の拡大が優先されて保育などの質が下がってしまうの

ではないかということだと思います。 

 確かに、競争によって質が改善されていくということはあると思いますけれど

も、事柄の性質上競争だけにゆだねることはあり得ないわけで、事前にきちんと

した公的な規制の仕組みが整備されていることは当然の前提であると思います。 

 その観点から今日の御説明と、それから資料を見ますと、量の拡大と質の改善

の問題が混在していて、保育などの質を確保する仕組みがあまりはっきり見えな

い点が私としては気になりました。子ども達の親をはじめ国民の理解を得るため

にも、量の拡大ももちろん重要ですけれども、それとともにこういう仕組みで保

育の質を確保するのだという仕組みをもっと整理してわかりやすい形で示してい

くということが重要なのではないかと思います。 

 例えば、設置基準をこのように改善するとか、定期的な質のチェックをこうい

うふうに行うとか、あるいは施設利用の公的保育契約の仕組みとか、そういうこ

とをもっとわかりやすく示す必要があるのではないかと思います。 
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 また、現行制度でも保育契約は複雑なもので、保育所に預けていても自治体と

か保育所に対して自分がどういう権利義務関係にあるのかがよくわからない人が

実は多いかと思います。でも、よく考えてみると子どもの世話という非常に重要

なことを委託しているのに、親が自分の権利義務関係とか、運営の仕組みがよく

わからないというのは問題だと思います。 

 そこで、この新しいシステムを導入するに当たって是非わかりやすくて煩雑過

ぎない、専門的な知識がなくても少し努力すればはっきり理解することができて、

そして必要ならば自分の権利も行使することができるような仕組みをつくって示

すということをしていただきたいと思っております。以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、藤原さん、坂﨑さん、そして菊

池さん、大橋さんということで、２回目の方はまた後でということでお願いしま

す。 

○藤原委員代理 それでは、発言をさせていただきます。質の改善等、機能強化

等、これは子育ての中で必要だということは十分承知しているつもりですが、今

のような議論の進め方に非常に危惧を持っております。 

 なぜかと言いますと、これと同じような議論が実は昨年、介護保険部会と高齢

者医療制度改革会議で行われました。いずれも機能強化しなければいけない、給

付を拡大しなければいけないという議論が行われました。その中で、効率的な給

付のやり方とか、給付の見直しとか、支援配分の見直し、こういうものもやって

いかなければいけないという議論はほとんど無視されたまま議論が進みました。

最終的には、財源が確保できないということで、介護保険部会の報告書の中で示

された内容のうち、必要最低限の中身のみを介護保険法の改正に盛り込むという

ことになりました。それから、高齢者医療制度改革会議の方に至っては、まだ法

案も出ていない状況になっているということで、要するに財源が確保できないと

すべてが止まってしまうということは、やはり避けなければいけないんじゃない

かと思います。 

 そういう中で、この子ども・子育て新システムの議論をしていく中で、先ほど

から財源が必要だということは皆さん共通の認識だと思うんですが、現実を見ま

すと、今この足下の 23 年度においては特例公債法案がまだ通っていないがために

歳入は半分しか確保できていないという状況でございますし、仮に増税が決まっ

たとしても、それが実現できるのは平成 24 年度にはもう間に合わないんじゃない

かと思いますし、更に社会保障の分野でいけば、今回第１次補正で基礎年金の国

庫負担 2 分の１を賄うための財源 2.5 兆円を震災復興に回したことから、増税の

ときには将来、年金に戻すということを約束されたように伺っています。 

 そういうことを考えますと、なかなか財源をあてにした議論ということだけを

やっていくことに非常に危惧を感じます。給付の効率化とか、配分の見直しとか、
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それから先ほど宮島さんがおっしゃったような優先順位付けが不可欠です。私も

やはり待機児童対策が最優先だと思いますけれども、待機児童対策を図るうえで、

財源がなくてもできるような議論も並行してやっておく必要があるのではないか

と思います。そういう中でやはり大事なのは、先ほどから議論が出ておりますよ

うな規制緩和というのも一つの大きな手段だということを認識しながら、並行し

て議論をしておくべきだと思います。 

予算がないからこの新システム全体の立ち上げが遅れるとかということでは、

やはり待機児童対策に全く間に合わないということになるので、待機児童対策の

ための規制改革、先ほどから御議論がありますように、多様な事業主体の参入の

ための規制改革とか、それから価格の設定についても公定価格ということが皆様

の御意見のようですけれども、そのまま固定化してしまうと結局、新たな事業主

体が入るインセンティブがなくなってしまうことになると思いますので、ここは

両にらみで御議論をしていただければと思います。 

それからもう一つ、先ほど末松副大臣が、被災地においてこの幼保一体化を先

行的にというアイデアをおっしゃいましたけれども、ゼロベースで新たな街づく

りを手掛けるところから早く新しいシステムを導入していくということについて

は大賛成でございます。そのためにも、ああいう厳しい状況の中でサービスを提

供していくための規制の在り方というのはやはり議論をしておく必要があると思

いますので、ウィッシュリストをどんどん積み上げていくのは非常に大事なこと

ですけれども、その中で現実の足下を見ながら打てる対策からまず打っていくと

いうことも十分議論をしていく必要がある。これは財政状況を考えれば非常に危

機感ございますので、是非そこは御検討いただきたいと思います。 

それからちょっと前に戻ってしまって恐縮ですけれども、第１の議論のところ

のシステム全体の枠組みのところで、末松副大臣は「大体合意いただいている」

というふうにまとめられてしまったのですけれども、私どもとしてはまだ財源の

一元化については納得していないということだけお伝えしておきたいと思います。

以上です。 

○末松座長 財源の一元化に納得していないという意味は。 

○藤原委員代理 特別会計を設けることについては反対でございます。 

○末松座長 わかりました。そこのところまでまだ全部固まっている話ではない

と私も理解しています。 

 それから、非常に貴重な意見ありがとうございます。もし給付の効率化とか、

何かアイデアがございましたら紙でもいただければと思いますので、経済界から

見たものをお願いします。 

 では、坂﨑委員お願いします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑です。資料の方は３－２の参考資料の８ページ
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と、また今、御説明を受けました質改善のことについて、質改善の資料５を使い

ながら少しお話をしていきたいと思います。 

 先に今回、慢心しているわけではありませんけれども、日本の全国２万 2,000

か所ある保育所が今回の震災等において一人の死者も出さなかったということに

対して、もしかすると一法人一施設が非常に多い。その法人と施設が非常に近い

ことによって、子どもたちの把握などが非常になされている。別に一法人多施設

が悪いのではないのですけれども、そういうことによって、もしかするとそうい

う社会福祉法人の委員も含めた形で子どもたちの尊い命を守ったということがあ

るのではないかということをまずお願いをしたいことと、現在その中で保育をし

ている方々が現実にたくさんいて、非常に厳しい中で保育をしておりますので、

それについては一刻も早い支援、お金も含めた支援をお願いしたいと思います。 

 基本的には、２つお願いをしたいと思います。私の意見は、各委員の資料提出

の７ページの方にあるわけですが、１つ目はやはり財政スキームと工程のことに

ついてきちんと考えていただきたいということです。今の藤原さんの意見と違う

のですが、私は量の拡大と質の保障というのは確実にセットで、財源があること

によってこの改革が進むのだと私は認識しておりますので、先ほどのような意見

には乗れないわけでありますし、今回その質改善という具体的な方策が出された

わけです。 

 一方、12 月には「さらなる質の向上」という形で皆様方、資料が出ているわけ

です。ということは、その順番をどういうふうに考えるのかというのは、質改善

をすることによってさらなる質の向上をしていくのか。確かに 12 月に出された

「さらなる質の向上」の中から抜かれて質改善のところにたくさん置かれている

わけでありますけれども、そういうような質を上げていく、ある意味でその量を

含めていくことも含めて、質を上げていく工程というものがきちんと考えられて

いるのかどうか。そういうことが非常に大事なのではないかと思います。 

 この「質改善」という言葉と「さらなる質の向上」という言葉をわざわざ分け

て使っているということは、「質改善」ということは現状を改善するために質を改

善していくのだ。さらなる質の向上でございますから、それを超えたところで質

をきちんと上げていくのだ。そういうことを多分、皆様方は私たちに提示をして

くださっているのだと思うのです。 

 12 月 28 日の「さらなる質の向上」の中で多くの保育関係者は、このような形

で保育ができるのだということで非常に高い期待を持って今回このことに賛成を

示している方々もたくさんいると思います。ある意味では、この「質改善」の後

に「質の向上」というものがきちんと工程表として現れなければ、非常にそれは

量の拡大とともに不安を持つ。また、それに対する財政のスキームをどうしてい

くのか、担保をどうしていくのかということをきちんと考えてもらわなければ非
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常にまずいのではないかなという基本的な考え方があります。 

 特に、例えば質の改善の５ページ目に、子ども・子育てビジョンのときに３歳

未満児を 44％、現況の約 20％から倍以上を上げるのだ。当時の試算でありますれ

ば、消費税の１％、約 1.5 兆円から 2.4 兆円ぐらいのお金をかけて、これも含め

た形で質の改善をしていくということがうたわれたことがあります。ですから、

最低限、質の改善をしていくということは非常にある意味ではお金が伴うことで

あり、しかしながらそのことによって待機児童も含め、また過疎地の子どもたち

や、また地域子育てで、現在で言う保育に欠けていない子どもたちもきちんと救

ってあげられる。そういうふうな仕組みをつくれると思いますので、是非十分に

質と量と、またそこに関わるところの財源をきちんとした工程表で表していただ

ければありがたいと思います。このことが第１点です。 

 ２点目は宮島さんと同じ意見になるのですが、どうしても今回のこの幼保一体

化の施設が３歳で分断をされているような形を受けます。決してそうではないと

いう答えは何度も受けますが、今回のワーキングチームで非常にすばらしい意見

がたくさん出ているのは、乳幼児期の教育というのは保育であるのだということ

がだんだん確認されてきて、それが０歳からの養護や教育がきちんと伴った中で

の保育が行われて小学校に続いているのだと。これを何とか日本のすばらしい乳

幼児期の教育、保育を表せるような形にするために、どうしたら０～２歳児と３

歳以上が分かれないような仕組みにならないかというのはなかなか私も１つの意

見になのですが。 

 ですから、ここはもう少し英知を使って、０～２歳の子どもがただ単純に預け

られている。宮島さんもおっしゃいましたけれども、０歳児から子どもたちがい

ろいろな形で教育を受けることによって、三つ子の魂百までもと言われるような

中で、一つの大きな子どもの成長を支えるものを子ども自身が持つことを表して

いけるようなものになっていかないか。その意味では私も秋田先生と同じで、や

はりこういう行われていることが子どもの視点にとってどういうふうに保障され

ていって、子どもの質の向上が本当にどういうふうに図られるということが非常

に大事なのではないかというのが２点目です。 

 蛇足で、無藤委員、秋田委員がいる前で言うのは非常にお恥ずかしいのですが、

今回の資料５の質の改善の「小１の壁の解消」が放課後児童クラブだけというの

はとても私からは信じられないです。何と言っても、現行の幼保と小学校はどの

ような形でのプログラムをつくって、そこにきちんとしたある意味での職員配置

や、カリキュラムと言いますか、そういうことをつくっていくということは質の

改善のこの中に入ってしかるべきところだと思うのです。そこが抜けているとい

うのは、今回の０から６歳までの保育後のそのつなぎの問題をものすごく外して

いるのではないか。子どもの視点からすると最も欠落しているのではないかと私
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は蛇足ながら思うのですが、無藤先生どうなんでしょうかというところで終わり

たいと思います。 

○末松座長 無藤先生、ございますか。 

○無藤委員 では、最後のところで、おっしゃることは幼稚園、保育所を合わせ

た幼児教育と小学校教育の接続、連携ということで、私の今の一番の関心はそこ

でございまして、文部科学省も昨年度そういう報告書を出しております。ですか

ら、具体的にそれを推進するということは当然ですので、私もこの新システムの

設計の中できちんと位置づけていただきたいと思います。 

 ただ、今日の事務方のお話の範囲で言えば、多少のお金は出るでしょうけれど

も、大きな財源を要するわけではなくて、さまざまな工夫でできますので、どこ

でやるんでしょうか。子ども指針の方でやるのか、一体化でやるのかわかりませ

んが、議論に入れていただくことを私も要望しております。ありがとうございま

した。 

○末松座長 特に、最初の点で事務局の説明を求めますか。 

○坂崎委員 いいです。 

○末松座長 今、坂﨑さんが言われた子どもの質の改善がどう図られるかという

のは極めて大きな話なんですけれども、ただ、日本ではあまりそういったものは

議論ができていない。環境を整えればそのまま質がよくなるんだという前提なの

で、そこは非常に大きなテイクノートというか、関心を私も持っています。 

 それでは、菊池さんどうぞ。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。１枚物を用意しておりますの

で、それをごらんいただきながらお話をさせていただきたいと思います。４点ご

ざいます。 

 まず、最初に財源確保の問題ですが、これはどなたも同じようにおっしゃって

いることだし、副大臣も何度もそれは当然ですとおっしゃっていただいておりま

す。今回のこのワーキングチームは、基本的に子ども・子育てビジョンと、それ

から基本制度案要綱がベースにあって検討が進められているというふうに認識し

ているわけですが、今回の幼保一体化の目的として質の高い学校教育・保育の一

体的提供、それから保育の量的拡大、家庭における養育支援の充実ということが

挙げられておりまして、加えて世界に誇る学校教育・保育をすべての子どもにと

いうことも言われております。 

 それを実際にこのシステムが本来の目的に沿って機能するためには、やはり財

源の問題というのが最優先されるということでございますので、今回そのことに

ついて、震災の問題もございますけれども、中島さんのペーパーでも書いておら

れるように、これは二者択一という話ではなくて、やはり並行して子どもの問題

をどうするかというのは将来の国家像の問題に関わってくると思います。そこで、
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是非財源の確保について改めてお願いしておきたいということです。 

 それから２つ目でございますけれども、質の問題を言うといろいろな意味があ

ると思うんですね。例えば水準を上げるということもあれば、機能を充実すると

いうこともあろうかと思うのですが、私どもこれまでいろいろと歴史的な課題を

たくさん抱えておりまして、非常にわかりやすいのが８時間 22 日、11 時間 25 日、

８時間・11 時間の問題とよく言いますけれども、もともと保育所、今も単価的に

は多分８時間をカバーしているという単価になっていると思うんですが、これが

実際には 11 時間開所になって、それから 22 日と言っても 25 日になっている。 

 単純に数字の比較をすると、これも前に申し上げたことなんですが、176 時間

と 275 時間と 1.56 倍、単純に時間の比較だけすると 1.56 倍なんですね。それに

対して、十分それに見合った単価の見直しなどが行われていない。それはどこに

影響するかというと、まさにその質に影響してくるということです。要するに、

それは現場にしわ寄せがいくことになるわけですから、それはやはり質に影響し

てくるというものです。 

 そういう意味では、こういった非常に歴史的な課題で解決できていない部分に

ついてはこの際しっかりと改善をお願いしたい。これは我々の悲願であると言っ

ていいかと思っております。特に対人サービスでございますので、先ほど子ども

に対するサービスの質の話も出ましたが、それをよくするというのはまず職員の

処遇の質をよくしていかないとあり得ないことではなかろうかと思っております。 

それからもう一つ、給与水準の問題も昨年の 12 月 28 日でしたか、資料を出さ

れておりましたけれども、ほかの企業に比べて低いということも御指摘をいただ

いております。そういったことも含めてお願いできれば、それが実現しないと幾

ら質と言っても質の改善はあり得ないと思います。 

３つ目でございますけれども、今日の資料の中に出てきておりましたが、虐待

の問題とか、いろいろとそういった子どもの抱える問題、手厚い社会的な擁護を

必要とする子どもが増えている現実がございます。そういう意味では、この新シ

ステムに対する一つの期待として障がい児、それから社会的擁護を必要とする子

どもたち、そういった子どもも含めて、すべての子どもというのは例外なくとい

うふうに私は理解しておりますので、例外なくこのシステムの中に組み込んでい

ただいて、責任あるサービスができるようにお願いをしたい。 

時間の関係もございますのでもうすぐに終わりますけれども、市町村の関与の

問題については非常に関係者の間で関心のあることです。市町村の関与の在り方

は、あまり関与し過ぎることについても問題はあるわけですけれども、ただ、今

回もいろいろと反対される方々の意見の中で非常に多かったのは、やはり児童福

祉法 24 条の実施義務のところですが、それがどうなるのかということをおっしゃ

った方がいらっしゃいます。 
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これも、基本制度案要綱で５つの項目で市町村の責務として表現されておりま

すが、必要な子どもにサービス給付を保障する責務、質の確保されたサービスの

提供責務、適切なサービスの確実な利用を支援する責務、サービスの費用・給付

の支払責務、計画的なサービス提供体制の確保、基盤整備の責務と書かれている。

これは非常に大切なことだと思います。これをしっかりと法に位置づけて明確に

していただきたい。 

ただ、それには国の方でそれができるような、自治体、市町村ができるような

環境の整備が必要だろうと思います。そういう意味では、十分な配慮をしていた

だければと思っております。 

最後になりますけれども、先ほど震災の話もいろいろな方から出てまいりまし

た。私も岩手、宮城、福島、それから茨城の方にも行って参りましたけれども、

それぞれ県によっても状況の違い、それから原発の問題と津波、地震の問題とも

違う。ただ、その中で先ほど坂﨑委員の方からもお話がございましたけれども、

保育所の中で子どもの命を一人たりとも落としていない。ただ、実際に現地に行

きますと、赤ちゃんも含めてこれはどうやって避難したのかなという状況なんで

すね。ただ、それこそ避難するときに靴を履かせるかどうかで生死を分けたとい

う話も聞いております。 

そういう意味では、保育士というのが子どもの命ということに関して非常に使

命を果たした。ある意味では本当に誇れる行為だったかなという感じがします。

そんなことは当たり前だろうと言うけれども、赤ちゃんを含めてというのはなか

なか難しい問題だと思います。それを御報告させていただいて終わりにしたいと

思います。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 では、大橋さん、秋田さんでよろしいですか。 

○大橋委員代理 お時間がないところを申し訳ありません。国公幼の大橋です。

今日は池田会長が出席できませんので、代理出席ということでこちらの方に参加

させていただきました。２つお話しさせていただきます。 

 質の改善で、Ⅱの「子どもの発達支援」と、それから子育て支援というところ

で、実は国公幼の代表で来んですが、私は震災のときに浦安市の舞浜幼稚園とい

うところで勤務しておりました。舞浜は預かり保育をしていますので、６時半ま

で子どもたちがおります。31 人の子どもたちが園庭で遊んでおりました。ものす

ごい揺れと長い時間、それから水道管が２つ破裂して液状になって、隣の小学校

のプールがものすごい音を立てて水があふれ出してきてということと、異様に木

が揺れたり、それからブランコの音がすごかったとか、本当に長い時間、子ども

たち 31 人の命を守って小学校に避難した体験というのは今までになかったこと

です。 
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 その後、浦安市は東日本ということで震災しましたが、やはり夜中まで迎えに

来られない保護者もいて子どもたちは小学校に泊まりました。そういうこともあ

りますし、うちの幼稚園はディズニーランドから 10 分ほどの幼稚園なので、都内

の中学生も修学旅行で３校の子どもたちが小学校に泊まりました。地域の方、デ

ィズニーランドの方ということで、本当にその日すごい経験ができて、命を守る

ということと、それから全員帰したことの気持ちですね。 

 浦安はまだほかの東北の方とは違いますが、その後のことを考えていたときに、

幼稚園は２時で帰りますから、その後の預かり保育ということで６時半まで 31

人ということですが、これが午前中とか、それから夜中とか、そういういろいろ

なことを考えたときに、やはり職員の手厚い配置ということを考えていかなけれ

ばいけないのかなと思いました。 

 うちの園は今、４歳児は 33 人で１学級１担任なんですね。これが本当に午前中

180 人の子どもたちをどのように避難させるかということは、園長としてすごく

悩みました。31 人という人数で、預かり職員と学級担任とで覆いかぶさってそこ

を確保して小学校に避難したということがあったんですが、この時間帯が違って

３歳児、２歳児、０歳児が避難するときのことを考えたときに、管理者としてそ

れを本当に考えなければいけないかと思っております。 

 ですので、先ほど出ましたきめ細かな対応ということと職員の配置、それから

職員がこういうときにカウンセラーをするとき、子どもを支えていくとか研修、

それから年代の経験のある方の配置などということで、こういうことが起こり得

るんだという事実ですね。日本にこれが起きたということを考えたときに、やは

りそこにきちんと子どもを守るということをこれから体験した方に、東北の方に

もいろいろ御意見を聞いたりしてまとめていき、より子どもたちを守る環境を整

えていくことがとても大事かと思います。 

 それから、子育て支援のことです。被災した２日後に臨時園長会を開いて、被

災していない園には３日後から子育て健やか広場ということで午前中と午後に未

就園児を開放しました。それで午前中、午後、親子登園して小学生低学年と幼稚

園児、未就園児を午前中、午後に分けて遊び場広場、それから地域のフットサル

のサッカーチームを呼んで一緒に遊んでもらうとかということを開催しました。

うちの幼稚園は下水道、ガスは一切使えないので、仮設トイレの中で預かり保育

を開催したんです。始業式からやっと水が出るということになったのですが、こ

れからのことを本当によく考えていただいて手厚いきめ細かな職員の配置、それ

から職員の研修というところに力を入れていただきたいと思います。それが子ど

もを守るということだと思います。 

 それから、子育て支援なんですが、臨時園長会のときに水道水はどこどこに出

ますよとか、そういう張り紙を幼稚園の門とか地域に張ったんですね。うちの幼
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稚園は水道が出ませんでしたので。 

 それで、自宅で子どもたちが被災したときにちょっと電話をしましたら、やは

り預かり保育の子どもたちは私たちが守ったのでそんなにあれはなかったんです

が、自宅で地震に遭った子どもたちはトイレに一人で行かれなくなったというよ

うなことがあるんです。ですから、子育て支援ということでもやはり保護者を守

る、子どもたちを守るときに、各家庭での被災した子どもたちのケアみたいなも

のもとても大事かなと思います。 

 長くなって申し訳ないんですが一応２点、子育て支援と、それからきめ細かな

職員の対応を手厚くしていただきたいということを申し上げました。申し訳あり

ません。 

○末松座長 それでは秋田さん、簡潔にお願いします。 

○秋田委員 短く２点だけです。私は、やはり量の拡大と質の拡大をセットにし

たいと考えていますので、具体的に今日の５ページのところを見ていただくと、

例えば待機児解消のためにヒアリング結果を踏まえてという最初が賃貸物件の活

用から始まるんです。 

 しかし、実際には例えば小学校の空き教室を活用するなど、子どものためにつ

くられた公共の場が、例えば保育以外の場をうまく活用するとか、先ほど尾﨑委

員が言われたように、小規模の施設でも多様な老人と子どもとか、いろいろな形

のセットをすることによって、より質の高い解消の方法というのはあり得るわけ

です。 

 ですので、そういう限られた狭いマンションを借りるよりは、子ども用につく

られたものを使うなど、そういう施設の活用というところをうまく考えていただ

く。 

 また、それは乳幼児だけではなく学童期においても同じなので、19 ページの例

えば学童保育のところも、放課後児童クラブも量と時間の延長は書かれているん

ですけれども、今、置かれている子どもたちを考えると、やはり空間のより施設

基盤の保障というんでしょうか、充実ということが連続して考えられることが必

要なのではないだろうかということがまず１点目になります。 

それから２点目としては、先ほど北條委員が言われましたけれども、やはりワ

ーク・ライフ・バランスということが極めて重要で、そのことを子育て支援並び

に小１の壁のところでは今回、単に量の拡大だけが言われていますけれども、両

方とも親が関わるところではワーク・ライフ・バランスで、親がやはり親として

育っていくところを育てていくというか、支えていくという発想が書き込まれた

上で、拡大やその支援がなされるべきではないか。その２点です。以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは宮島委員、短くお願いします。 

○宮島委員 では、40 秒で申し上げます。この後、きっと財源の厳しい配分の議
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論の場に私もいることになると思うんです。政務三役の方がこれからどのぐらい

御苦労かということを考えます。その中で現場の皆さんに是非お伺いしたいのは、

外に対してもやはり財源を質と量の拡大のために最大限活かしているなと思って

もらえるような工夫にあと何があるかということを、是非次の機会でも教えてい

ただきたいと思います。 

 例えばずっと考えているんですけれども、幼稚園が保育所の形になる、小さい

子も預かるための一つのハードルとなっているのが給食の施設というふうに聞き

ます。もちろん赤ちゃんを預かるわけですから、煮炊きができる最低限のものと

いうことが要ることは本当にそうだと思うんですけれども、調理室の設置には平

均数千億かかるというようなことも言われています。一体どこまでが本当に子ど

もの食事のために必要で、どこからは過剰に見えるのかということを厳密に考え

て、例えばアレルギーの子でもこれから小規模施設が増える中では、その子のた

めに材料を減らしたりメニューから一皿減らすよりも、意外といくつかの保育園

全体の中でアレルギーの子のための対応、その子たちのメニューが別立てでちゃ

んとできるようなシステムをつくるという考え方もあるのかもしれないと思うん

です。 

 だから、あくまでも食べ物の質は落とさずに、過剰な施設をつくらずに済む方

法というものがないのかどうか。外に対しても財源を最大に効果的に活かしてい

るとわかってもらえる方法を１つでも２つでも足し上げていくことによって、外

に対して財源の確保の武器になるのではないか。是非、現場の皆さんにもお伺い

したいと思います。 

○末松座長 本当に効率運用というのは一番求められているところですね。秋田

先生の御意見もそうでした。 

 最後に、大日向座長の方から発言を求められておりますので、どうぞ。 

○大日向委員 では、１分ぐらいで。先ほど幼保一体化の 11 日のワーキングチー

ムの御報告の中で、事務方が出してくださった修正案に対して評価する声がある

一方で課題も指摘されたと御報告いたしました。それがまさに宮島委員、坂﨑委

員が御指摘になったところです。 

 具体的に申しますと、制度案要綱との整合性ですね、それをもう少しわかりや

すく言いますと、給付と名称が一本化された。だったらなぜ法制度上の一元化が

図れないのか。あるいは、所管の一元化をもっと進めてほしいというところは幼

保のワーキングチームの中でも大変多く声が出たところです。特に０～２歳児に

関して教育があるということは皆、共通の認識でおります。従いまして、それを

何らかの形で織り込みたいという願いをもっております。 

 ただ、一方で待ったなしの現実もあるということなんです。私が先ほど理想の

姿を共有しつつ、できるところからスタートしたいと申しました。それがまさに
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例えば坂﨑委員が工程表とおっしゃったところと思いは同じかもしれません。何

年か後にここを目指すんだけれども、とりあえずここからスタートして実を取っ

ていこう。そういう議論をしているということを追加させていただきます。あり

がとうございます。 

○末松座長 すばらしいおまとめ、ありがとうございます。これに従って、また

全力を尽くしていきたいと思います。 

 今日は本当にお忙しい中、ありがとうございました。次の会合については事務

方から連絡させていただきます。 

 どうも本当にありがとうございました。 
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