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第４回子ども・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 

議 事 次 第  

 

 

 

                       日  時：平成 22 年 11 月 15 日（月）14:00～16:28 

                       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）放課後児童給付（仮称）について 

   （２）産後・産前・育児休業給付（仮称）について 

   （３）意見交換 

 

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４回会合を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中を皆様にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 

 

○末松座長 なお、本日の委員の御出欠につきまして、事務局より御報告申し上げます。 

○藤原参事官 それでは、委員の御出欠について御報告申し上げます。本日は、連合の会

長代行の岡本直美様、子育てひろば全国連絡協議会理事長の奥山千鶴子様、全国知事会高

知県知事の尾﨑正直様、慶応義塾大学経済学部教授の駒村康平様、日本経済団体連合会の

髙尾剛正様、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、本日御欠席の委員の代理といたしまして、子育てひろば全国連絡協議会副理事長

の坂本純子様。 

 全国知事会より、高知県地域福祉部長の小田切泰禎様。 

 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それぞれ代理で御出席をいた

だいております。 

 本日は、放課後児童給付（仮称）に関連して、放課後児童クラブの現状等についてお話

をいただくために、全国学童保育連絡協議会事務局次長の真田祐様にもお越しいただいて

おります。 

 以上、御報告申し上げます。 

○末松座長 本日は、衆議院本会議が開催され、ちょうどぶつかる予定ではあったんです

が、今、予算委員会が四海波静かではないものですから、多分その可能性はないと思いま

すが、万が一のときは、司会は大日向座長代理にお願いをしておりますので、大日向さん、

よろしくお願いします。 

 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 それでは、資料の御確認をさせていただきます。 

本日は、配付資料といたしまして、資料１「放課後児童給付（仮称）について（案）」。 

 資料２「出産・育児に伴う休業中の給付について（案）」。 

 資料３といたしまして、各委員から御提出をいただいた資料を合わせたもの。前段には

全国学童保育連絡協議会の真田事務局次長に提出いただいた資料を冒頭に付けさせていた

だいております。 

 参考資料としては「参照条文集」について参考１ということでお配りしております。 

 以上でございます。 

○末松座長 今日の大体時間割としまして、放課後児童給付について１時間弱ぐらい。そ

の後、出産・育児に伴う休業中の給付についてを１時間弱ぐらい。こんな感じで今考えて

いるところでございます。御念頭に置いていただければと思います。 

 それでは、まず資料１「放課後児童給付（仮称）について（案）」、事務局より説明願い
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ます。その後、真田様から放課後児童クラブの現状についてお話しいただきたいと思いま

す。 

 また、幼保一体給付（仮称）につきましては、明日開催されます幼保一体化ワーキング

チームの検討状況などを見つつ、次回以降に御議論を賜りたいと思っております。 

 それでは、事務方から説明をお願いします。 

○黒田室長 厚生労働省の少子化対策企画室長でございます。お手元の資料１に基づきま

して、「放課後児童給付（仮称）について（案）」を御説明させていただきたいと思います。 

 １ページ、目次に本日の構成、二部構成になっておりまして、前半が「放課後児童クラ

ブと放課後子ども教室について」、後半が「放課後児童給付（仮称）について」となってお

ります。 

 ３ページ、赤枠で囲っておりますのが、本年６月に決定されました基本制度案要綱の該

当部分の抜粋でございます。制度案要綱の中では、給付設計といたしまして、放課後児童

給付、Ⅲの（４）の１つ目の○にございますように、小一の壁に対応して放課後の遊びの

場と生活の場を提供するサービスとして、個人に対する利用保障を強化するという記載が

ございます。 

 ２つ目の○といたしまして、指定事業者ごとの利用登録の仕組み。 

 ３つ目の○といたしまして、小学校４年生以降も、必要な子どもにサービス提供を行う

といったことが書かれてございます。 

 Ⅷといたしまして、すべての子どもを対象とした放課後子ども教室推進事業との関係に

ついて検討するということが挙げられておりまして、この制度案要綱の記載に基づきまし

て、以下、検討の資料でございます。 

 ４ページ、これはそれぞれの事業の経緯をまとめたものでございます。まず、放課後児

童クラブにつきましては、昭和 41 年、当時の文部省が「かぎっ子」対策として事業を創設

いたしまして、その後、昭和 51 年、厚生省の事業として放課後児童対策事業が創設され、

平成９年の児童福祉法改正等に基づきまして、放課後児童健全育成事業として法律上の規

定がなされ、第二種社会福祉事業として、社会福祉法に位置づけがなされてございます。

現在では、児童福祉法における子育て支援事業の１つとして、市町村実施について、努力

義務が課せられているということでございます。 

 次に放課後子ども教室でございます。こちらの事業につきましては、すべての子どもを

対象に、地域住民、ボランティアなどの協力を得て、さまざまな体験活動の機会を提供す

る事業といたしまして、平成 16 年度からスタートいたしまして、平成 19 年度から現在の

補助事業の形で実施されてございます。現在、学校では放課後だけではなくて、学校の活

動全体を通じて幅広く実施をされているということでございます。 

 後ろの方に三鷹市の実践の例等を資料として御用意いたしておりますが、そちらも御参

照いただければと思います。例えば三鷹市では、コミュニティスクールとして学校運営に

地域住民が参画。その中で地域住民などの地域事業のサポート、放課後のスポーツ等のさ
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まざまな学校支援の活動が一体的に実施されてございます。 

 こういった点を踏まえまして、５ページ、平成 23 年度の予算要求の中では、地域住民、

ボランティア等による「新しい公共」の力を生かした学校づくり・地域づくりを重視する

観点から、新たな予算要求を行っているところでございます。 

 続きまして、両事業の連携についてでございます。連携につきましては、平成 19 年より

総合的な放課後対策といたしまして、「放課後子どもプラン」を推進してございまして、こ

の中で放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携を行うということを促進してございま

す。 

 例えば自治体の取組といたしましては、横浜市などでは、放課後子ども教室の事業、放

課後児童クラブの事業に加えまして、両事業を連携して実施する放課後キッズクラブとい

った事業の形態もございますので、こういった現場における自治体の創意工夫といったも

のもございます。 

 こういった流れを踏まえまして、基本制度案要綱の中では、すべての子どもを対象とし

た放課後子ども教室推進事業については、放課後児童給付（仮称）との関係について検討

することとされておりまして、両者については地域の実情に応じた連携強化を推進してい

くということでございます。 

 ６ページ以降は、放課後児童クラブの現状でございます。６ページの１つ目の○が法律

上の位置づけでございます。こちらにつきましては、共働き家庭など留守家庭のおおむね

10 歳未満の児童に対して、児童館、学校の余裕教室、公民館などで放課後に適切な遊び、

生活の場を与えて、健全育成を図るということになっております。 

 次の実施状況ですが、平成 22 年５月現在で、クラブ数でいきますと２万弱。これは全国

の小学校のおおよそ９割程度でございますが、まだクラブを未実施の市町村数も全市町村

数で言いますと１割程度ございます。 

 登録児童数が 81 万人余り。これは全国の小学校１年生から３年生のおおむね２割程度で

ございます。一方で、まだ待機をしている方が 8,000 人ほどいらっしゃるということ。比

較的早い時間、18 時までに終了するクラブも半数程度存在する等々が書かれてございます。

障害児の受け入れクラブ数が全体の半数弱。利用者負担は、平均は 6,000 円程度ですが、

月額の利用者負担にはかなりのばらつきがあるといったことでございます。 

 ７ページ、これが予算措置の現状でございます。こちらにつきましては、児童育成事業

費から事業実施市町村に対する補助として実施されておりまして、現在、当該年度の予算

額で言いますと、274 億 2,000 万でございます。運営費につきましては、その右側に概念

図が記されておりますとおり、２分の１を保護者負担、２分の１を公費でという考え方で

設定されておりまして、例えば児童数が 40 人のクラブにつきましては、１クラブ当たりの

基準額は 300 万円余りということでございます。 

 その他、障害児の受け入れ、時間延長等につきまして、加算の措置があるというのが現

状でございます。 
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 ８ページ、放課後子ども教室の現状でございます。まず、実施状況でございますが、実

施箇所数が 9,280 か所、全国の小学校数のおおむね４割強でございます。一方、実施市町

村数で申しますと、全市町村の６割強になっております。 

 参加児童数は、こちらは登録制になっておりませんで、延べの人数になりますけれども、

延べ約 3,190 万人でございます。 

 年間開催日数が 119.8 日。利用者負担は原則無料ですが、材料費等の実費をいただく場

合がございます。 

 ９ページが予算措置でございます。予算措置につきましては、本年度につきましては、

学校・家庭・地域の連携協力推進事業のメニューとして、事業実施市町村の補助を実施し

ておりまして、このメニュー事業全体の予算額が 130.1 億円。この中の内数として、当該

事業に対する補助を実施してございます。 

 平成 23 年度につきましては、先ほど冒頭で少しだけお話し申し上げましたように、「新

しい公共」の力を生かした学校づくりを今後の教育政策の中心に据えまして、２つ目のポ

ツにありますように、学校の授業時間の内外を問わず、地域で子どもたちの活動をトータ

ルに支援していく観点から、新しい事業として要求しているところでございます。 

 以上が概要でございまして、次にⅡの放課後児童給付についての御説明に移らせていた

だきます。 

 11 ページでございます。11 ページに課題が列挙されておりまして、１つ目の○といたし

まして、事業の実施義務でございます。これは平成９年に放課後児童健全育成事業が児童

福祉法に位置づけられましたが、事業を実施する市町村には努力義務が課せられたのみと

いう扱いになっておりまして、現在も未実施市町村が存在するなど、市町村の取組状況に

差があり、正確な待機児童などの把握ができないといった現状にございます。 

 ２つ目の○といたしまして、小一の壁。これは保育所の利用者の方が、小学生になって

も引き続きサービスの利用が可能なように、クラブ数の拡充あるいは利用時間の延長が必

要ではないかということでございます。 

 ３つ目といたしまして、基準の策定でございます。これは指導員の資格要件、職員の配

置基準、施設基準等につきまして、明確な基準がございません。平成 19 年にガイドライン

は示されておりますが、その状況のままでは実施体制にばらつきがある現状にございます。 

 ４点目で、指導員の処遇改善等でございます。こちらは国庫補助単価が低く、実態との

乖離が指摘されておりますし、また職員の処遇改善が課題となっており、低賃金、定着率

の低さ等に関する御要望を多数いただいております。 

 最後に対象児童でございまして、小学校４年生以上の利用につきましても、ニーズがご

ざいます。特別な支援を必要とする児童の受け入れ態勢につきましても留意が必要、こう

いった課題がございます。 

 12 ページに新たな制度に関する論点を記載してございます。１番、給付の在り方でござ

います。 
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 １つ目の○にございますが、これは制度案要綱にも記載がございますとおり、放課後児

童給付（仮称）につきましては、放課後児童クラブのサービスが必要な子どもに対するサ

ービス保障の強化を図るべきではないかということでございます。 

 ２つ目の○にございますが、その際、現在の放課後児童クラブにつきましては、放課後

児童クラブの運営形態はかなり多様でございます。後ろに参照資料を御用意しております

が、保護者会で実施しているクラブや小規模なクラブなど、多様な主体によって行われて

いる現状にございます。 

 ２つ目といたしまして、サービス利用の実態が多様であることが書かれてございます。

これは週４日あるいは週５日の利用が多うございますが、一方で週３日以下で利用されて

いる児童の方も４分の１程度存在しております。 

 ３つ目といたしまして、サービス利用手続が放課後児童クラブに直接申し込む形で行わ

れている場合も多く存在しているといったことがございます。 

 こういった実態を踏まえますと、市町村が地域の実情に応じてサービスを提供できるよ

うな事業形態とする必要があるのではないかということでございます。 

 ３つ目の○といたしまして、放課後児童クラブに加え、すべての子どもを対象とする放

課後子ども教室を給付の対象とするべきかどうかという点がございます。 

 13 ページでは、量的拡大と質の確保に関する記述をさせていただいております。まず、

①の量的拡大でございます。先ほどから御説明を申し上げておりますように、例えば待機

の方、利用時間等々多数御要望いただいておりますので、この中では市町村の責務として、

サービス提供責務あるいはサービス提供基盤の整備の責務を課して、就労状況の多様化な

どを踏まえた利用者のニーズ、これは量的な問題もございますし、利用時間の延長に関す

る御要望も含まれますが、こういった点を踏まえたサービスの基盤整備計画を策定するこ

ととする必要があるのではないかということでございます。 

 ②といたしまして、質の確保・向上でございます。基準の設定につきまして、１つ目の

黒ポツといたしまして、サービスの質を確保する観点から、全国一律の基準を設けること

が必要ではないか。 

その下でございますが、その際、基準の内容は最低限必要な基準を国が設定することと

し、市町村による柔軟なサービス提供を可能とする仕組みとすべきではないか。 

 その下のポツでございますが、または、基準はすべて地方の条例で定めることとし、国

の基準は「従うべき基準」「標準」または「参酌すべき基準」とすることについてどのよう

に考えるか。これはこども園（仮称）などとも共通する論点でございます。 

 その下でございますが、現行は法的な拘束力のないガイドラインがありますけれども、

このガイドラインに基づく運営がなされていないクラブが多く存在している現状もござい

ます。 

そういったことから、一番下のポツですけれども、待機児童や潜在的なニーズの高まり

などを踏まえますと、量的な拡大を図りつつ、上記のような質の確保のための環境整備に
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は、一定期間が必要であり、そのための経過措置を設けることが必要ではないか。 

 その１つ上に戻りますと、基準を満たすための支援措置が必要となるのではないか。こ

ういったことが書かれてございます。 

 14 ページでございます。指導員の処遇改善等でございます。サービスの質の向上を図る

観点から、指導員に対する研修強化による指導員の資質の向上、質の確保された指導員の

体制確保が必要でないか。また、このような一定の質を確保するために、指導員の処遇の

改善を図る必要があるのではないかということでございます。 

 最後に３番といたしまして、対象児童についてでございます。現行では小学校４年生以

上も国庫補助の対象となっておりまして、現在でも１割程度御利用がございますが、更な

るニーズが見込まれることを踏まえますと、現行と同様に４年生以上の児童についても対

象とすること。 

 その下にございますように、その際、各自治体における基盤整備を図る際には、４年生

以上の利用ニーズも踏まえつつ、基盤整備を図る必要があるのではないかといったことで

ございます。 

 以下、参考資料等々をお付けしておりますが、そちらは折に触れて御参照いただければ

と存じます。 

 以上でございます。 

○末松座長 では、続きまして、現場からの報告ということで、真田様から放課後児童ク

ラブの現状についてお話をいただきます。 

 真田様、よろしくお願いします。 

○真田事務局次長 全国学童保育連絡協議会の真田といいます。今日はお招きいただきま

して、本当に貴重な機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 各委員提出資料の１ページ目、２ページ目に私の方から資料を出させていただいていま

す。発言時間が３～５分ぐらいという短い時間ですので、ごく簡単にお話をさせていただ

きたいと思います。なお、今日、皆さんのお手元にこういう『学童保育情報』という資料

集をお配りさせていただいています。私の説明では大変不十分だと思いますので、詳しく

はこちらの方の資料をごらんいただければと思います。 

 今の事務局の方の報告にもありましたように、学童保育は現在２万か所ぐらい、81 万人

を超える子どもたちが毎日学童保育を利用しているという実態があります。ただ、毎年、

ここ数年前までは１年間に４万人、５万人、６万人と子どもたちが増えていたんですが、

去年、今年とあまり増え方が伸びなかったんです。それはこのレジュメの最初の現状とい

うところに少し書きましたけれども、学童保育は本当は必要としているのにもかかわらず

入所できない家庭が随分あったのではないか。私たちは潜在的な待機児童と言っています

けれども、例えばそれは地域にそもそも利用するべき学童保育がないというところもあり

ます。あるいは定員いっぱいで待機児童になっている。これは厚労省の調査でも 8,000 人

程度となっていますけれども、実はそれは市町村が把握できただけの数字であって、多く
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は把握すらできていない状況があるわけです。 

 保育料の負担が厳しく、入所を断念して子どもを１人で家庭で留守番させているような

家庭も増えている。これは例えば１人親家庭であるとか、経済的に厳しい家庭でも保育料

の減免措置というのがあまりないんです。保育所の方は国としての目安を付けて保育料の

基準というのはありますけれども、学童保育の場合はそういったものが国としてもありま

せんし、市町村でも減免措置をしていないところもかなりあるということで、母子家庭で

あっても月１万とか１万 5,000 円払わなければいけないというような現状があります。 

 大規模化や指導員の頻繁な入れ替わりなどで、本当に安心して預けられる学童保育にな

っていないのではないか。これも最低基準とか適正規模ということがないものですから、

１つの学童保育に大変多くの子どもたちが入所せざるを得ないような状況がありますし、

先ほどの事務局の方の問題点の指摘にもありましたように、指導員さんが働き続けられな

いような厳しい環境にあるといったような現状はあります。そういった中で、私どもとす

れば、今回の新システムの基本制度案要綱に対して、３つほどの危惧を感じるところがあ

りました。 

 １つは、市町村の自由裁量に任せるという考え方があるのではないか。今までも基本的

に学童保育は市町村任せになるような国の制度だったわけです。そういった中で、市町村

による大きな格差あるいは同じ市町村でも学童保育の施設によって大きな格差が生まれて

いるような現状がありますので、きちっと国としてのナショナルミニマムを設けるなどの

整備をしていただきたいと思っているわけですけれども、今回の制度案要綱にはそういっ

た考えがあるのではないかということを大変心配しております。 

 個人に対する利用保障の強化ということが書かれてあって、これ自体はとてもいいこと

だと思いますけれども、それが個人給付のような形で実施されると、大変厳しい状況にな

っていくのではないかと思っています。 

 あと、指定事業者あるいは登録児童数に応じたサービスの提供ということになりますと、

本当に安定的、継続性、信頼性を持った運営ができるのかどうかという心配をしておりま

す。 

 ２番目ですが、国の制度として大きな３つの問題点があったかと思います。市町村の公

的な責任が非常にはっきりしていない。利用の促進の努力義務にとどまっている。最低基

準がない。実際の補助金は奨励的なもので、なおかつ実際の運営費と相当乖離がある。先

ほど 40 人ぐらいで 300 万円ぐらいと事務局の方の御説明がありましたけれども、40 名規

模の学童保育でも 1,000 万～1,500 万円の運営費がかかっているわけです。そことの大き

な乖離があるということがあります。 

 そういったことを踏まえまして、私どもとしては児童福祉法を改正して、いわゆる最低

基準が設けられるような児童福祉施設として整備していただきたい。あるいは市町村の実

施責任をもっと強化していただきたい。最低基準をきちっと定めていただきたいというこ

とが１つ目です。それと市町村任せではなくて、国としての責任も持った形の制度をつく
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っていただきたい。 

 先ほど言いましたように、個人給付ではなくて、市町村が積極的に責任を持って整備で

きるような位置づけの事業として、制度としていただきたい。 

 最後に、放課後子ども教室の関係ですけれども、放課後子ども教室も大変大事な事業だ

と思っています。それは学童保育と連携しながら、それぞれを拡充していくというような

内容で整備していただきたいと思っています。 

 長くなってしまいましたけれども、以上で私の方からの発言を終わりにしたいと思いま

す。 

○末松座長 どうも真田さん、ありがとうございました。それでは、ただいまの２つの説

明について、御意見をお伺いしたいと思います。挙手の上、お願いを申しあげます。 

 どうぞ。 

○小田切委員代理 全国知事会でございます。高知県尾﨑知事が出席できませんので、地

域福祉部長の小田切でございます。代わりに意見を述べさせていただきます。 

 お手元の資料３の５ページをごらんいただきたいと思います。上段の放課後児童給付（仮

称）についてでございますが、まず基本的な考え方でございますが、保護者の就労を支援

し、放課後に子どもが安全に安心して過ごせる環境を整備するとともに、健やかな育ちと

豊かな学びを支援することは重要なことでございますので、放課後児童給付（仮称）の検

討に当たりましては、単に保育サービスの提供という視点だけでなく、子どもの放課後の

生活や学びをより充実させるといった視点に立った仕組みにすべきだと考えております。 

 そしてその仕組みを検討する際には、現行の放課後子ども教室推進事業は地域の方々と

さまざまな学びや交流ができるなど、効果の高い取組でございますので、その趣旨も生か

した仕組みにすべきだと考えております。 

 次にサービスに要する費用の保障でございますが、人口減少地域等にある小規模の放課

後児童クラブにおいても、安定的な運営ができるようにする。例えば現在は児童数が 10

人未満の場合は国庫補助の対象外となっておりますが、そうした小規模なものについても

給付の対象としていただくことが必要だと考えておりますし、またサービスの内容、利用

料や指導員の配置、支援内容などに応じた費用を保障する仕組みにすべきだと考えており

ます。 

 次に基準の設定でございますが、児童数や利用者のニーズなど、それぞれの地域におい

て状況が異なっておりますので、地域の実情に応じた形で、サービス給付を確実に提供す

ることができるよう、地方が裁量と創意工夫を持って担うことが可能な仕組みにすべきで

あると考えております。 

 最後に、都道府県の役割でございますが、現行の放課後児童クラブにおきましては、そ

の設置状況やサービスの内容が地域によって異なっておりまして、今後、量的拡大や質の

確保を図っていくためには、例えばサービスの提供に関する市町村への支援や、指導員の

研修など、都道府県の役割は重要でございますので、その役割を具体的に位置づけること
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が必要であると考えております。 

 知事会として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、次々に。 

 どうぞ。 

○倉田委員 全国市長会から出ております、池田市長の倉田でございます。まず 10 秒だけ

同じ話をさせていただきたいと思います。 

 この制度の構築というのは、財源の裏づけなしに考えられませんので、新システムの構

築、最終のステージで財源の目安もお示しいただきたいということをまず御要望申し上げ

ておきたいと思います。 

 放課後の児童給付の問題でありますけれども、これは平成 20 年６月の地方分権改革推進

要綱にも明記されておりますが、現行の放課後児童健全育成事業と、放課後子ども教室推

進事業、これを一体、一本化させるという方向で進めていただければありがたいなと思っ

ています。 

 先ほどの説明のとおり、現行の放課後児童健全育成事業の実施については、児童福祉法

上、市町村の努力義務とされているわけであります。これに対して、市町村に対し、サー

ビス提供責務や基盤整備責務を課すのは、地域主権の観点から進められている国による義

務づけ・枠づけを必要最小限にとどめるという流れとは逆行するのではないかということ

を指摘しておきたいと思います。 

 更に、放課後児童クラブや放課後子ども教室は、市町村が地域の実情において、さまざ

まな手法で実施をしているところでございまして、それを尊重していただき、全国一律の

基準を設ける、ナショナルミニマムという気持ちはわかりますけれども、市町村の創意工

夫の余地を奪うことなく、市町村の創意工夫に委ねていただければありがたいということ

を申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○末松座長 どうもありがとうございます。では、もうお一方お聞きして。 

 どうぞ。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。今ほどの知事会、市長会からの御意見と基本的にか

ぶる箇所もありますが、全国町村会の立場で意見を申し上げさせていただきたいと思いま

す。 

 放課後児童給付（仮称）の説明を受けましたけれども、まず総論と申しましょうか、倉

田委員からもお話がありましたけれども、基本的に新システムは地域主権を前提としてお

ります。国による義務づけ・枠づけは、必要最小限度として地域の実情に応じたサービス

を提供することが可能となるような制度設計を考えていただきたいということであります。 

 ２点目には、必要な財源の規模や費用負担の議論を先送りしている現状にありますが、

制度設計の議論は財源と併せて実施していく必要があるのではなかろうかと考えておりま

す。これはこれまでも申し上げてきたとおりであります。 
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 次に放課後児童給付（仮称）についてでありますが、倉田委員から話があったように、

現行の放課後児童健全育成事業、これは児童クラブに対応する事業でありますが、それと

文科省の放課後子ども教室推進事業でありますけれども、これは基本的に一本化していく

べきだと考えます。この点につきましても市長会に同感であります。 

 また、放課後子どもプランを着実に推進するためには、適切な措置を講じていかなけれ

ばならないと考えております。また、幼保を一体化するのであれば、放課後児童対策につ

いても一体化の方向を検討していくべきだと基本的に考えます。 

 放課後児童健全育成事業は、児童福祉法に位置づけられています。その実施については

市町村の努力義務ということになっております。これに対して新たな制度の下では、量的

拡大のために市町村にサービス提供責務、サービス提供基盤の整備責務を課することとさ

れております。国による義務づけ・枠づけを必要最小限度にする、という地域主権の流れ

に逆行していると考えております。 

 また、放課後児童クラブや放課後子ども教室は、市町村の事情に応じてさまざまな手法

で創意工夫しながら実施しているところであります。これを尊重していただくべきであり、

指導員の資格や設備等について、全国一律の基準を設定して市町村に義務づけることは、

市町村の創意工夫の余地を奪いかねず、慎重に検討すべきではないかという意見でありま

す。 

 以上であります。 

○末松座長 どうもありがとうございました。御意見をいただいた中で、私の方で放課後

児童クラブと放課後子ども教室の関係で、地方の自治体の方々から一体化、一本化という

御意見が出ているわけですけれども、これについて今までの議論というか、その説明はお

願いできますか。 

 私の方でお聞きしていたのは、地域の実情に応じた連携強化というような形で認識して

いたものですから、それを更に進める一体化、一本化というのはどうなのかというのを確

認したいと思います。 

○塩見課長 失礼いたします。文部科学省の社会教育課長の塩見と申します。放課後子ど

も教室と放課後児童クラブの関係につきまして、少し御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 先ほど事務局からの説明にもございましたとおり、この事業は放課後子どもプランとい

うことで両者連携してやっていこうということでこれまで進めてきた流れにございます。

その連携してやってきている内容については、今回お配りしております資料の 27 ページを

ごらんいただきますと、横浜市で連携してやっておられるような取組の事例が出ておりま

すけれども、これは文科省の事業の放課後子ども教室と厚生労働省の放課後児童クラブと、

両方の事業をうまく連携いたしまして、それぞれのよさを生かす形で実施されております。 

 放課後キッズクラブというところが真ん中にございますが、この事業につきましては、

文科省、厚労省の両省からの事業を活用する形ですべての子どもたちへの体験活動、学び
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の場づくりということと、留守家庭の児童への対策ということを一体的になさっている、

連携してやっておられるような例ということでございます。 

 こういう形で放課後児童クラブは、先ほど来、お話がありますとおり、留守家庭の児童

を対象にした事業ということでありまして、そういう方が対象でございます。一方で、放

課後子ども教室はすべての子どもたちを対象に、さまざまな体験活動でありますとか、学

習の機会を地域の創意工夫を生かす形、地域のボランティアの方たちに特にお力をお借り

しながらやっていこうという形で進めてきたものでございまして、それぞれ対象でござい

ますとか、目的は違うわけでございますが、両者のよいところを是非連携させてやってい

こうということで進めてきた経緯がございます。 

 文科省の方の放課後子ども教室のことにつきましては、先ほども御説明申し上げました

が、放課後の地域の方たちの子どもたちへの支援は放課後だけではなくて、学校の授業時

間も含めて学校の活動、子どもたちの教育活動を是非地域の力で支えていこうということ

で、今、各学校でかなり取組が進められているところでございます。 

 そういう中で、文科省といたしましては、放課後、授業中、全体を通じて地域の方たち

のお力を借りた子どもたちの支援がしやすくなるようにということで、来年度の概算要求

におきましては、そういう形での地域の方たちの活動が、放課後、授業時間、内外問わず

できるような形に概算要求の方も改善して要求をしているところということでございまし

て、この放課後子ども教室につきましては、地域の力を活用した事業を学校全体の活動に

広げてやっていく際の是非中核となる事業として進めていきたいと考えておるところでご

ざいます。 

 その上で、放課後子ども教室と学童クラブとの連携というものも、地域の実態を踏まえ

ながら、是非地域地域で一番よい形で進めていただきたいと考えてこれまでやってきてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○末松座長 今の説明でよろしゅうございますか。あるいはもしかしたらそれを超えるよ

うな形での一本化、一体化ということをお考えなのか。それはそれとしてまた御意見とし

て承ってはおきます。 

 どうぞ。 

○倉田委員 １つは、このシステムの中の最終ステージの子ども家庭省（仮称）ができた

ら、是非一本化しますね。そういう方向だなと思います。 

○末松副大臣 どうぞ。 

○渡邊委員 文科省でいろんなコミュニティをつくるとか、学校支援地域本部事業とか、

放課後子ども教室の推進事業とか、これらを一体的に取り組んでいることは承知しており

ます。なおかつ、厚労省の児童クラブは、それぞれの地域に応じて、特に市町村では一体

的にやっている場合も多いわけです。ですから、そういう意味で今後我々市町村の立場で

行っていく場合は、やはり一体化を目指した形の中で地域事情を考慮していくべきではな
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いかと考えます。 

○末松座長 では、今の御意見をまとめると、大体将来的には一本化、一体化のような方

向の中に形を進めるけれども、直接的な今の新システムの形ではないと思うんですが、そ

れについての御意見でいらっしゃいますか。 

 どうぞ。 

○秋田委員 一体化、一本化というのは、１つの目的に向かっての子どもの新システム全

体が、子どもの教育や養護の質を高めるというところが目的になる。そのためには、まず

先ほど真田さんからお話がありましたように、放課後の学童クラブについて、すべて地域

主権に任せるのではなく、最低限のナショナルミニマムというものをおつくりいただいて、

当然地域の実情に応じた形の設定ができるにしても、最低限のナショナルミニマムと研修

というものを作成すべきです。学童の児童育成の方とは、放課後子ども教室は別の目的で、

すべての子どものためですけれども、こちらも研修を強化していくことによって、両面と

もに子どものための質を上げていくというようなことが必要になると思います。と同時に、

先ほどから御説明があるように、まず子どものことを考えていただければ、生活のための

育成クラブに入る子どもの最低基準をつくると同時に、放課後子ども教室はすべての子ど

もの教育機能として、いわゆる学校の義務だけでできないところを地域の教育、社会教育、

家庭教育機能を高めて、地域の信頼を得るという目的のために行われるものですので、そ

こはきちっと明確に目的に応じた形のデザインをつくっていただくということが必要では

ないかと思います。 

 もちろん、地域の柔軟な発想を活かし、連携はしますけれども、機能に応じた形という

ことをお考えいただくことが大事かと思います。 

 以上です。 

○末松座長 すみません。秋田先生、一応今のお話は、承りましたけれども、私の方で問

題意識が一本化、一体化ということだったものですから、それについて、将来的にはそう

だけれども、今、新システムはすぐにそれを一本化、一体化という形では考えないという

形の。 

○小宮山副大臣 今の話が根底にあるので、深く関わっています。 

○末松副大臣 ということは、新システム全体に。 

○秋田委員 幼保もすべて一体化して一本の筋で０から 18 を考えたときに、国がナショナ

ルミニマムはきちんとどこにおいても設定することが必要であり、その子どもに関わる研

修の義務は、それぞれに位置づけていくことが重要ではないかと考えます。目的に応じて、

教育機能より高めていくために、放課後子ども教室というものを十分に保障していくこと

も必要だということで、つながってはいるのです。 

○末松座長 私の方で読み取れなくてすみません。それについていいですか。 

 どうぞ。 

○池田委員 全国国公立幼稚園長会です。私も、幼稚園の子どもたちが就学した先の現状
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が大変厳しいものなんだなということを今聞いて、何とかいい形にしてあげたいなという

ことを思いました。 

 そして、放課後児童クラブにつきましては、やはり留守家庭の児童を対象にしているこ

とから、家庭の保護者に代わる健康管理や心の安定などのサポートが大変必要であろうと

思いますし、福祉の分野での専任の指導員の資質、専門性の向上などが今後ますます重要

になると思いました。 

 また、放課後子ども教室の方は、すべての子どもを対象にしていることと、指導者が地

域の協力者やボランティアであること、教育施策としての意義が大きいなと思います。保

護者の就労の有無ではなく、すべての子どもが放課後の生活を豊かに過ごせるということ

は非常に大事だと思いますし、そこの場で地域のさまざまな世代の大人、子どもが関わり

合うということは、地域で子どもが育つ、そして地域で育てられるという日本の教育の原

点があるような感じがいたします。 

 子どもには求心力がありますし、地域は人材の宝庫でもあると思います。子どもにとっ

ての意味は当然ながら、地域の大人にとっても自己実現の機会となり、生涯学習の視点か

らも、この事業は非常に意義があると思います。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。皆さんの御意見をお聞きしている中で進めていき

たいと思っております。 

 どうぞ。 

○菊池委員 全国保育協議会の菊池でございます。私も現状の説明は先ほどいただきまし

たけれども、基本的には幼稚園、保育所を一体化して、子どもを１つのくくりの中で考え

ていくという考え方が今回新システムの中の基本になっているとすれば、この辺を一体的

に整理していって、現状はともかく、将来的にはその方向に一体的な形に進めるべきでは

ないかという気がしております。 

 地域の支えで教育というお話がございましたが、福祉の分野も地域とともに福祉をどう

するかというのは非常にこれからの大きな課題になっているわけです。これは教育だけの

問題ではないと思います。今後の公共的なサービスの在り方として、そういったことをベ

ースに考えていくべきではないかと思っています。 

 ついでに関連することですけれども、基本的に質を確保するためにどうするかというこ

と。全保協の意見をペーパーで出しておりますのでご覧いただいたらと思うんです。 

 この間もある学校に行って、放課後児童クラブを見てきました。500 人規模の小学校で

したけれども、90 人くらいの方が利用。４年生までの対象でしたから４分の１ぐらいの子

どもさんが利用しておられて、まだまだ増える傾向にあるということでした。実際にはニ

ーズがかなりあるんだということを考えると、あとは量的な拡大ということも急ぐ話では

ないかなという気がしております。 

 もう一つ、職員の処遇の問題は非常に大きな課題だろうと思っております。対人サービ
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スですから、質を確保するために、その処遇をよくしないといい職員が来ない。そういう

意味では、この辺の改善も含めてご検討いただければと思っております。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、どうぞ。 

○藤原委員代理 日本経団連の藤原でございます。先ほどの放課後子ども教室のところ、

議論が抽象的過ぎてわからなかったのですけれども、将来的な一本化ということの前に、

12 ページにあるように、放課後子ども教室を放課後児童給付（仮称）の対象にするのかど

うかという課題設定だと思うのですが、先ほどの文科省の方の御説明は、要するに放課後

児童給付からは排除するという御説明と聞こえるのですけれども、そういうことでよろし

いのかどうかを確認したいと思います。 

そのようにあらかじめもう結論が決まっているのであれば、ここで課題設定する必要も

ないのかなと思いましたし、もしそのように排除するということになるのであれば、今ま

で「放課後子どもプラン」として一体化といいますか、連携強化をしてきたのに、新シス

テムでは、放課後子ども教室をあえて位置付けないことになります。、幼保一体化を掲げる

新システムの考え方の中で、学齢期では親が就労しているか否かで給付の対象になるかど

うかが分かれるということでよいのでしょうか。そのような課題が保育所・幼稚園のレベ

ルよりも１つ上に上がって、低学年のレベルでは解決されないことをどのように説明すれ

ばよろしいのかなというのが疑問ですので、後で御説明いただければと思います。 

 次に放課後児童クラブの基準設定の問題についてなのですけれども、運営主体もサービ

ス利用実態も多様な今の運営実態を踏まえまして、市町村の事業ということで位置づけて

いただいて、その際、実態にあわせ柔軟性を持たせるため、現行のガイドラインに基本的

な事項が示されておりますので、それを踏まえて自治体が基準を設定していくという方向

で検討を進めてはどうかなと思います。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。 

では、田中さん、どうぞ。 

○田中委員 今のことと関連するんですけれども、給付設計が決まっていないで議論をす

るのは困るというのは前回もお話ししたとおりなんですが、事業者とすれば、子どもにと

っていい環境をつくっていただきたいということは基本的にはあるんだと思います。です

から、今、お話のとおり、いろいろな利用条件によって子どもの環境が分かれてしまうと

いうのはいいことではないと感じています。できるだけ同じ環境で子どもたちが受け入れ

られるような環境を検討して言っていただきたいとは思います。 

 事業者側として、実施時間については、今までのデータでも出てきているとおり、６時

では少し早い、もう少し遅い時間まで受け皿になっていただきたい。この２点について。 

○末松座長 では、中島さん、どうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。少し意見も含めて全体について申し上げたいと思い

ます。資料３の 11 ページのところに連合提出の資料がございますが、今日はそれ以外に国
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民生活センターが行った調査と放課後児童クラブの写真を別紙として付けさせていただき

ました。写真はグレーで見にくいと思いますが、肖像権の問題もあるので、ぼかしてござ

います。これは学童保育、放課後児童クラブの現状、姿が見えるようにと思いましてお付

けした資料でございます。 

 先ほど真田さんの方からもございましたけれども、放課後児童クラブは、現状ではニー

ズに比して大変ヒト・モノ・カネが足りない状態で、自治体がかなり無理をして財政の持

ち出しなどをしています。例えばこの写真は、放課後児童クラブに力を入れている東京近

郊の自治体の現状です。この放課後児童クラブでは、「放課後児童クラブガイドライン」に

沿って入所規模を 70 人としているのですが、実際にはアコーディオンカーテンで仕切って

140 人ほどの子どもが入通っています。「放課後児童クラブガイドライン」に定める施設要

件の「児童１人当たり 1.65 ㎡」は、芋の子を洗うような状態でございまして、天気が悪い

日やおやつタイムは身動きがとれない現状です。 

 なおかつ、ここに障がい児を入れるというのは大変厳しい状態です。この点は、真田さ

んの資料にもいろいろ書いていただいていますので、議論いただきたいと思っているのが

一番最初のメッセージでございます。 

 また、ペーパーの方に戻ってごく簡単に申し上げたいと思いますけれども、先ほど来、

議論になっている放課後児童クラブ、いわゆる学童保育というのは、留守家庭児童の保育、

居場所ということで、これは保育所からの連続性が非常に強く必要とされるものだと思い

ます。 

 したがいまして、基本的に通年、保育所と同じような開所時間がありませんと、本来の

目的を達成できません。この点がいわゆる放課後子ども教室や高学年の児童館事業とは異

なるところですので、そこはただ単に放課後児童クラブと放課後子ども教室をフラットに

一体化するという話ではなくて、放課後児童クラブの必要な趣旨や福祉的機能はきちんと

押さえた上で、放課後の確実な居場所を確保するということは非常に重要な論点になるの

ではないかと思います。 

 特に放課後子ども教室は必ずしも通年で開いておりません。子どもに対して毎日きちん

と居場所を提供することは、放課後児童クラブには欠くことができませんので強調させて

いただきたいと思います。 

 学童保育は、子どもの居場所を提供することが基本ですが、多少大きくなってくると、

遊び場のあるところや子ども集団ができるところでは必ずしも閉じ込めておく必要はない

ということもあると思います。その意味で地域の実情や、お子さんたちの成長段階に応じ

た受け皿の違いや自由度というのはあってもいいと思っております。 

 ただ、皆さんがおっしゃっていますように、現在の「放課後児童クラブガイドライン」

だけではあまりにも市町村における実施責任やサービスの質量に関する拘束力が薄いとい

うのが実態でございますので、これは基本的に法律に基づく最低基準をきちんと制度とし

て設けていただいて、工夫の余地はそれをベースに自治体で行っていただくような形が望
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ましいのではないかと思っております。 

 したがいまして、現在のガイドラインを法的拘束力のある一定の最低基準にしていただ

いて、そこに公費を一定の水準で入れていくということが望ましいのではないかと思って

おります。 

 もう一つ、実施責任と関係しますが、現在、自治体においては、放課後児童クラブのニ

ーズや待機児童数を正確に実態把握できる方法がないと思います。そういう実態やニーズ

を地域で把握できるという意味でも、自治体の実施責任、提供責任のところを押さえてい

ただく必要があるのではないかと思っております。 

 さらに、これも資料を付けさせていただきましたけれども、現在、「放課後児童クラブガ

イドライン」に法的拘束力がなく、財源の問題もあり、人材確保が非常に困難となってい

ます。様々な事情があると思いますけれども、おおむね私どもが調査しているところでは、

大体指導員の半数が年収 150 万円未満ということでございまして、高校生のアルバイトす

ら集めるのが大変だという実情があるというのが実態と聞いております。 

 職員自身は非常に頑張っていただいておりますけれども、やはり専門性や研修という意

味では、財政的にも機会も不充分という状況があると思いますので、これは人材確保のた

めに財政や制度の改善・拡充が必要になってくるのではないかと思っております。 

特に障がい児の受入れについては、私が知る範囲では現時点では、施設で独自の研修、

専門的な研修に限らず何らかの研修を受け、それを申告すれば障がい児が受け入れられる

ということになっており、恐らく統計に出てきているのは研修をしましたという自己申告

で出てきているのではないかと思われます。障がい児がいるかどうかというのは必ずしも

いただいた数字と一致しないのではないかと思いますが、ここはまた後ほど真田さんなど

に補足いただけたら大変ありがたいと思っております。 

 以上です。 

○末松座長 北條さん、どうぞ。 

○北條委員 レジュメの 13 から 14 ページですが、実はこれはこども園（仮称）のことが

議論されると思い込んでおりましたものでこれを出してしまいましたが、次回以降、説明

をさせていただきます。申し訳ありませんでした。 

 この放課後児童クラブと放課後子ども教室についてですが、これは明らかに文部科学省

と厚生労働省との二重行政と、待機児童の問題。実は幼児段階よりも実態としてははるか

に厳しい待機児童の問題でございます。そうすると、施策の優先順位としては、私はこち

らの方が先ではないかという思いが大変強いぐらいのものでございます。 

 私の妻は学童保育の指導員をやっておりました。また、今回こういうテーマでありまし

たから、地元の教育委員会でこの２つの事業のことはどう展開されているのか聞き取りを

行いました。その結果を申し上げますと、区内の小学校において、ほぼ同数が文科省の予

算と厚労省の予算をそれぞれ別々に使って、事業の名称としては共通の名称で、ほぼ毎日、

事業を実施しているということでございます。 
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 そうすると、それを利用している側から見ますと、就労支援に重きを置いている、教育

の視点が重視されている、そういう違いはもちろん大事なことですし、あるのでございま

すが、利用する側から見れば、同じ事業が実は厚労省予算で行われているのと文科省予算

で行われてほとんど同じ時間帯で行われている。これが実態であるということでございま

す。 

 私どもの地元では、一時、子どもの数が急減いたしました。その急減を背景にして、児

童館で行われておりました放課後児童クラブが徐々に小学校の中に移されてくるという実

態がございます。現在は相当数の小学校でこの事業がそれぞれ別々に行われているという

ことになっております。 

 私は、将来的な問題はともかくとして、現時点で言えば、少なくとも小学校という施設

を利用する以上は、単純に考えますと、設置者の管理運営責任という学校教育法の規定が

ございますので、小学校を利用するものについては文部科学省が責任を持って行うべきだ

と思います。児童館で行うものは、厚生労働省が責任を持って行えばよろしいと思います。 

 この間、いろいろ一体化の御意見が出ておりました。この問題を解決するということに

なれば、幼保のいわゆるこども園（仮称）の論理からいけば、小学校段階において初等こ

ども園をつくって一体化するということに論理上はなるわけでございます。 

 また、中学校段階でも同様の問題が実はございます。中学生の居場所づくりという問題

と、中学校の教育課程終了後の部活動という２つの問題があります。これも解決しようと

すれば、中等こども園で一体化していくということに今後なっていくんだろうと思います。 

 そういう教育体系全体を見通した覚悟と見通しの下でお考えをいただくのが正しいと思

うんです。小学校入学前を切り離して、そこだけ考えるとおかしなことになってしまう。

将来に禍根を残すことになるということを一言申し上げて終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

○末松座長 宮島さん、どうぞ。 

○宮島委員 まず、今お話があったので。「学童保育は厚労省で学校は文科省」という考え

方は、実は学童を利用している子どもの親からすると最も苦しんできた部分だなと思って

聞いていました。最近になって、小学校の施設が使えるようになったことがどんなに学童

の状況をよくしたかというふうに思っています。 

 それは置いておきまして、学童クラブか児童クラブか名前は別として、少なくとも子ど

もに受け皿があって、そこに権利性があるということは今回の改革では一番必要だと思い

ます。 

 もう小一の壁をなくすというのはみんな共通の意見だと思いますけれども、少なくとも

保育所と同程度の、ニーズの調査からすると 19 時くらいまでは預かってもらえること、夏

休みも開いていること、必要のある子どもに関してはでいいと思うんですけれども、４年

生以上もニーズに応じて使えること。これは実感としては４年生以上で毎日行きたい子ど

もというのは実は少ないと思うんですけれども、中にはそういう方もいらっしゃるだろう
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ということで、学年で切るべきではない。でも、多分やってみるとそんなに多くはないと

思います。この３点についてどの地域でも必ずサービスが受けられるということは絶対に

必要だと思います。 

 あと、質という意味でソフトな意味でのといいますか、やはりガイドラインというのは

私も必要だと思います。ただ、ここで自分の中でも要注意と思っているのは、保育所と小

学校というのは親の立場から見てもものすごくステージが違うと思っておりまして、保育

所の延長のような形での基準というのは違っているかなと思います。 

 例えばしっかり守られている必要がある保育園児と違って、小学生は自分たちでやりた

いこともあるし、家にいる子どもだって別に草むらに行ってけがもするし、いろんな形で

大人と接することがすごくいいわけです。指導員で年収何百万でこういう人が何人いなけ

ればいけないという人のほかに、地域のお年寄りですとか、お兄さん、お姉さん、いわゆ

る指導員の立場とは別の人たちとの接触というのがいかに子どもたちの放課後を豊かにす

るかというのは実感として感じています。同じガイドラインをつくるのでも、何の立場の

人が何人とか、一人当たりの面積が 1.64 とかといっても、小学生の子どもの活動を見てい

て、この人たちの生活の場はどこからどこまでかしらと思ったりします。そこで計算して

1.64 と考えることそのものがもしかしたら基準の作り方として違うのではないかと思っ

ておりまして、逆に学童保育ならではの基準というものが必要なのではないかと思います。 

 その上で、そういった基準が硬直化しすぎていて、多様なサービスやいろいろな形での

受け皿の参入を妨げることがないように、むしろいろんな形のサービスを増やすインセン

ティブが働く形での基準づくりというのがものすごく大事なんだと思います。もともと学

童クラブは困った親たちの中から出現したものですので、組織の形、お寺でやっていると

ころもありますし、面積とかつくりも全然違いますし、今度基準をつくることで、今まで

やっていたものが「これはだめ」という形で切り捨てられるとしたらそれは本当にナンセ

ンスだと思うんです。だから、それぞれの学童の足りないところは持ち上げるというよう

な形での基準は必要だと思うんですけれども、それは保育所の基準とはまったく違う、い

ろいろなやり方を緩やかに抱え入れる形のような標準基準というものが望ましいのではな

いかと思います。 

 厚生労働省と文部科学省で別々に走っている２つの制度につきましては、私自身はレア

なケースかもしれませんけれども、厚労省タイプの学童保育を受けている地域から、文科

省の形の学童クラブの地域に引っ越しました。ただ、文科省型の地域とは言いましても、

就労している親の子どもをちゃんと夏休みを含めてみるという形ですので、ある意味両方

のいいところどりかもしれません。 

 そうすると、いいところがあるなと思いましたのは、子どもは別に親が働いているか、

働いていないかなどは関係ないし、友達同士で仲良くなれば放課後約束をするし、それぞ

れいきたいところもあるわけです。それを最初から「週５日ここに行きなさい」とか、「何

時から何時までここに行きなさい」というふうに言うと、親は安心なのかもしれないけれ
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ども、私は１回子どもの本音アンケート調査でもやってみたらいいかと思うんですけれど

も、果たしてそこまでがっちり見るのが、小学校１年生の最初のころは保育所と同じかも

しれませんけれども、３年生ぐらいのところではハッピーなのだろうかと思います。 

 親の立場とは関係なく、もっと言うと、「絶対週５日来ないと脱退だ」などと言われるよ

うなところが一部あるんですけれども、つまり待機児童が多いところでは週４日以上来な

いと学童保育は脱退になってしまうんです。そうではなくて、行きたいときは行く。友達

と約束して、裏山はないですけれども、公園で遊びたいときは遊ぶというような多様性も

含めてフォローできるような形というのが望ましいなと思っています。 

 抽象的かもしれませんけれども、もう絶対に受け皿はどこの地域でも必要だし、緩やか

な形でのガイドラインとしてのきっちりした基準は必要だと思うんですが、それが柔軟性

と多様性を育むような形での基準であってほしいと思います。 

○末松座長 では、両角さん、どうぞ。 

○両角委員 私も宮島委員と一緒で、上の子どもが 1 年生で学童保育を利用しております。

私が住んでいるところでは、全児童を対象とした放課後給付はなく、就労家庭の子供を対

象に児童館で学童保育をやっております。私はそちらしか知らないのですが、もちろん学

童と保育所は違うけれども、小学生でも親が日中家にいない場合は、低学年のうちは保育

が必要な部分があって、指導員が一人一人の子どもを見てくれることが必要な面があると

感じております。 

 そのため、個人的には、全児童対象の放課後教室と学童クラブを一体化すると、親が就

労している子ども達にとっては不十分な内容になってしまうのではないか、就労支援とし

て足りないものになるのではないかと危惧しています。しかし知り合いの中には、一体的

に学校で実施している放課後教室を使っている人達もおりまして、話を聞くと、必ずしも

私が心配しているような問題が発生していない自治体もあるようです。 

 一体化が望ましいのかどうかということは非常に大きな論点ですけれども、その議論を

するためには、まずは、うまくいっている自治体はどのような条件がそろえばうまくいっ

ているのか。どういうことが欠けているとうまくいかないのかというノウハウや情報の蓄

積が必要だと思います。将来、一体化の方向を考えるのであれば、是非、様々な自治体の

ノウハウを蓄積するシステムをつくっていったらどうかと考えます。 

 また、中島委員のお話にもありましたように、学童施設の老朽化や環境の問題を改善す

るため、何らかの形での公的な最低基準の設定は不可欠だと思います。また、指導員の待

遇改善ということも非常に重要な課題だと思います。非常勤の指導員の方が多いですけれ

ども、身分が不安定なために、保護者からのクレームを恐れて十分指導ができないという

ような話も聞いております。 

 以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。 

 では、山縣さん、どうぞ。 
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○山縣委員 かなり重なってしまいますけれども、せっかく大阪から出てきましたので。

大きくは２点、細かくは３点になります。 

 １点目は、在り方論です。ここを２つに分けまして、もう既に何人かの委員がおっしゃ

っていましたが、いつまで親の生活で子どもの生活を分断するのかという点です。特に今

回、小学校３年生以上までも視野に入れようという話になったときに、実態は恐らく宮島

委員がおっしゃるようにそう多くはないと思うんですけれども、仕組みとしてそのことが

ずっと残っていくということについて、子どもの立場から見るといかがなものかという感

じがしています。 

 特に文科省の方が放課後子ども教室は教育の視点でやるんだというふうに言われれば、

なおさら放課後児童クラブの子どもたちには教育視点が届かないのかという、幼保一体化

の議論と同じことになりそうな気がします。 

 そこに関する２点目ですが、今の放課後児童クラブは恐らく大きく３つの機能を果たし

ていると思うんです。１つは保育所の延長上としての保育、福祉的な機能を果たしている。

これは多くの方が言われているとおりだと思います。 

 ２つ目は、安心・安全な生活の場を提供しているのではないかという気がしています。

町中、田舎も含めて非常に安心な場所というのは減ってきておりますので、そういう部分

をカバーしていると思います。 

 ３点目は、縦横の遊び仲間、あるいは地域との交流を含めた仲間という部分を保障して

いる空間ではないかと思っています。そういう３つの大きな機能があるとしたときに、第

１の要素は放課後児童クラブ固有のものかもしれませんけれども、後者の２つの要素はす

べての子どもたちに求められているのではないかと思います。親が働いている、働いてい

ないにかかわらず、安全で安心にできる生活の場は欲しいでしょうし、あるいは遊び仲間

や地域住民との交流も欲しいのではないかと考えると、できるだけ一緒にできるような仕

掛けの方が好ましいというのが私の考え方です。 

 大きな２点目になりますけれども、これも重なってしまうんですが、幼保一体化のとき

もお話しましたけれども、サービスの質というのは基本的には人が担っていると思ってい

ます。そういう意味で指導員の量と質ということになるわけです。今、あまりにもここに

ついては条件が貧し過ぎる。量的にも幾つかのグループからそのような調査結果が出てお

ります。現状においてさえ、正規職員として生活ができるような状況になっていない。大

学生のアルバイトを排除するつもりはありませんけれども、学生のアルバイトというのは

質を保証するものではなくて、量だけをカバーしてしまうのではないか。そこでずっと働

くというのを考えない人たちと考えた方がいいと思うんです。 

 そういう意味では、前段の一体化に向けての努力は少し時間がかかる。幼稚園、保育所

の関係で言うと、10 年ぐらいのスパンという案が出ておりましたけれども、指導員の労働

条件の改善というのは 10 年待っていられないのではないかなと。もう少し早めに対応しな

ければならない課題ではないかと考えます。 
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 以上です。 

○末松座長 お待たせをしました。山口さん、どうぞ。 

○山口委員 やっと順番が回ってまいりました。山口でございます。 

 私は放課後子ども教室と子どもクラブの両方の事業を運営させていただいております事

業者としてお話をさせていただきたいと思います。ちょうどここの三鷹四小と横浜のキッ

ズの方もたまたま私どもで運営させていただいておりまして、そのほかにもいろんな形の

学童クラブというのを運営させていただいております。合計で 45 か所させていただいてお

ります。そういった視点で、直接子どもの声であるとか、保護者の声だとか、そういった

ことを含めましてお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、放課後子ども教室の成り立ちでございますが、ちょうど学校の帰りに子どもが誘

拐されたり、そういった事件が多発したころにこれが制定されたと思いますが、そのほか

にも実際に子どもたちが放課後遊ぶような場所がどんどんなくなっていく。例えば公園に

おきましても、子どもたちが楽しめるような遊具というのはどんどん撤去されていく。そ

ういった中で、子どもたちが健全に遊べるような場所を提供していこうということで始ま

ったと認識しておりますが、それ以外にも実際に運営させていただいておりまして、さま

ざまな効果がございます。 

 例えば最近いじめの問題もございますが、現場の指導員というのは学校の教員と違いま

して、かなり子どもたちに近い目線、また子どもたちに近い場所にいます。子どもたちの

本音というのがいろんなところから聞こえてきます。今申し上げたいじめの問題に関しま

しても、なかなか現場の教師には「あの子がいじめられている」ということは耳に入って

こないケースが多いと聞いておりますが、私どもの学童では、直接指導員に対して子ども

たちが話をしてくれるケースが非常に多くございます。 

 また、家庭での虐待の問題もそうですが、教室の中で先生と向き合って指導しているだ

けではなくて、実際にもう横からも後ろからも上からも下からも一緒に生活しているとい

う現場の指導員は、子どもたちというのは随分気を許すケースがございます。そういった

中で、随分と実際には虐待であるとか、いじめの問題であるとかというものを私どもの現

場では発見しておりまして、それに対して対応することも今までしてきております。 

 そういう意味で言いますと、宮島委員もおっしゃいましたように、山縣先生もおっしゃ

っていましたけれども、「親の生活でいつまで分断する必要があるのだ」というのは本当に

正直な思いでございます。そういう意味では、すべての子どもにこういった放課後の事業

というのは必要だということは確信しております。 

 一体化の話でございますが、職員配置とナショナルミニマムというものが必要だという

ことは確かにございますが、すべてのところを一体化してくというのはいかがなものかと

考えております。例えば実際に運営しておりましても、学校、地域によって全然事情が違

います。どういうことかと言いますと、小学校でも 600 人以上いるようなマンモス小学校

と 23 区内の最近多い 100 人台の小学校は、当然運営の仕方というのはまったく違います。
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それを同じような仕組みで運営するというのはかなり困難ではないかと感じています。 

 先ほど宮島委員がおっしゃっていた「子どもの視点から」ということでございますが、

例えば学童クラブの方におきましては、子どもたちが行きたくないというような声が結構

いろんなところで聞かれます。一番大きな理由は、自分の友達、自分の好きな子と遊べな

い。こういったことがありながら、先ほどの分断の話ですが、分断してしまっているとい

う現状がそれぞれの地域にあると認識しております。 

 是非そういったことも踏まえて、単に一体化する、それが運営者側の論理、都合で運営

するのではなくて、それぞれの子どもたちの視点を大事にしながら、地域の裁量を活かし

た運営をしていただきたいと思っております。 

 最後になりますが、待遇の件でございますけれども、これは各委員から出てまいりまし

たが、300 万程度で一体何ができるのか。職員１人の採用もできるかどうか。そういうよ

うな中で、現実には地方自治体の方で負担されて運営されているというのがほとんどでご

ざいます。そうなりますと、それなりに余裕を持たれている自治体に関しましては、しっ

かりと処遇をすることができて、こういう子どもたちに対してサービスを提供することは

できるわけですが、そうではない自治体におきましては、本当に私どももいろいろなとこ

ろからお電話をいただくわけですが、500 万ぐらいでやってくれとか、かなり難しい御要

求をいただいております。実際にはそういった金額では運営できないのが現実でございま

す。是非そういったことを踏まえて、予算的にももう少ししっかりしたものを付けていた

だきたいと考えています。 

 以上です。 

○末松座長 では、坂﨑さん、どうぞ。 

○坂﨑委員 今日出しております９ページの資料につきましては、先ほど末松副大臣の方

から次回だということでございますので、現状、今日時点での幼保一体等を含めた形での

私たちの意見が先日岐阜県の認可保育連盟が中心となりまして、日本保育協会、全国大会

の中で出た意見でございますので、それは次回に回すこととしまして、私は今日の放課後

児童給付のことについては、大きく言うと２点あるのだと思っているんです。 

 まず１点目は、放課後といいますか、小学校というところにある。先ほどだれかが中学

校のことまで話をしておりましたけれども、幼保を含めた形で大きな仕組みの中で整理、

整合を、例えば「幼保は一体なのでこちらの方もすべての子どものためにやっていくんだ」

という仕組みをつくっていくのか、それとも「幼保の部分とまた小学校のところは違うん

だ、中学校の部分は違うんだ」、そういうところは幼保の関係、小学校との関係等が一体的

に何らかの形で示されてこういうふうになっているのかどうかということが非常に疑問な

わけですが、自由性やナショナルミニマムも含めて、全体的な大きな形の中で統一感を持

って整理するのか、「小学校のこの部分だけは、今までよりも単純にもっとよい形をつくっ

ていくんだ」とするのかということが、すごくそこら辺の整理がきちんとできることが一

番最初の問題だと思います。 
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 ２点目は、私も学童保育に関わってきたことがありますのでよくわかるんですが、やは

り保育所側の学童保育ばかりではなくて、子ども教室等も含めて、学童の保育に対しての

これまでの御労苦といいますか、例えば小規模型というのは完全に必要不可欠なわけです。

大規模型でなければできないような仕組みというのはもうだめなわけですから、そういう

ことも含めたり、特に先ほどから言っております指導員の低賃金なども含めた形で、現状、

早めに打破をしないと、ここの部分の問題を今やられている事業者の方と指導員の方々の

多くの強い気持ちで支えている部分があるという、またそこに対して地方自治体が取り組

んでいるという形上だけはすばらしいんですけれども、それだけではここは非常に心苦し

い気持ちでいつも見ておりましたので、そこら辺を考えてみても、１歩でも２歩でも現状

打破を早めに進める施策というのを打つことが大事ではないかなということと、先ほど話

をしましたように、これから新しい仕組みの中でやっていくとしたときに、一体化も含め

てきちんと「幼保はこうでございます、だけれども、これに引き続いた上はこうでござい

ます」とか、例えば「そことは別な考え方なのであります」というふうにきちんと整理し

てくれないと、一般国民も含めて理解し難いところがあると思いますので、その点、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○末松座長 では、田中さん、どうぞ。 

○田中（啓）委員 静岡文化技術大学の田中と申します。いつも大まかな話で申し訳ない

のですけれども、私はこのワーキンググループに参加して、初回から悩ましいなと感じて

おりましたのは、国がサービスの供給を保障するという考え方と、いわゆる地域主権とい

うものをいかにこの制度の中で整理していくのかという話で、まさに本日も保育サイドの

方からナショナルミニマムが必要であるという話と、一方で、地方サイドはある程度柔軟

性が欲しいという、ある意味、相対立する立場が出てきたと思うんです。 

 私自身も、幼保一体化の議論のときには、ある程度国がサービスを保障することは必要

ではないかというような立場をお示ししました。よくよく考えてみますと、そもそもナシ

ョナルミニマムというのは国からの押し付けであるというような嫌悪感が地方側ではあっ

たと思うんですが、今まさに時代が変わっていますから、同じナショナルミニマムでも、

国が一方的に押し付けるのではなくて、国と地方が一緒につくり上げるような基準とか、

新しいナショナルミニマム像というのがあってもいいのではないかと思っております。 

 ですから、ナショナルミニマムと地域主権が相対立するというようなとらえ方ではなく

て、むしろ検討会として新しいスタンダードのつくり方、あるいは考え方を打ち出してい

ってもいいのではないのかなと。特にこのシステムでは子ども・子育て会議（仮称）とい

うような関係するさまざまな主体が御参加する会議の設立も想定していますので、そうい

うところを基準なり一定のスタンダードを一緒に地方と国、あるいは関係する主体がつく

り上げていくというようなことで、これまでのナショナルミニマムと地域主権が相対立す

るというような形を少し発想転換していったらどうかなというのが今までの議論で思った
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ことです。 

 以上です。 

○末松座長 あと発言しておられない方は、坂本さん。 

 どうぞ。 

○坂本委員代理 子育てひろば全国連絡協議会、今日は代理出席で、副理事長の坂本でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 私自身も子どもを学童に入れておりました。昨年は次世代行動計画の後期計画の策定で、

私の埼玉県新座市で、学童問題は大変紛糾いたしました。先ほど来の発言にありましたよ

うに当市でも、制度上の問題や、基礎自治体が非常に大きな負担を強いられている点で、

子育て家庭、子ども、学童職員、自治体職員も含め、やりにくい議論がずっと続きました。 

 先ほど山縣先生の御意見にもありましたが、親の側からすると、親の就労を問わず、子

どもたちの放課後の居場所を広く考えていただく議論が、新システムの中では重要だと思

います。 

 どこが予算を負担するかとか、どこが管理するかという制度の問題もあろうかと思いま

すが、親の側からすると、そこの議論ばかりが目については、この国は学童のことをちゃ

んと考えてくれないのではないか、という不安が増していくばかりです。 

 学童問題を抱えている自治体からすると、量の問題は非常に大きいです。学童を利用し

ている子どもは小学校３年生まで２割とありましたが、「２割の子どもはいいわよね」とい

うのが親たちの声です。「８割の側に入っているうちの子の放課後は、どうなるのか」とい

う声、８割を置き去りにして議論が進むことは、決して新しいシステムのスタートとして

は歓迎されるべきものではないと思っています。 

 財源問題が非常に大きいところでは、量をカバーする器の整備が欠かせません。先ほど

小学校を開放している自治体の話もありましたが、学童問題を抱えているところは余裕教

室もなく、学校の敷地ももう満杯というよう状況が多い。その中で量を何とかしようと思

うと、やはり自治体が独自の財源を注ぐということになり、大変やりくりが難しいのが現

状です。 

 さまざまな問題はあろうかと思いますが、すべての子どもの放課後を保障するという視

点で、新しいシステムでは議論を進めていただきたいと思います。 

○末松座長 すみません。ありがとうございました。せっかく皆さんから御意見をいただ

きましたので、一番最初に説明していただいた真田さんからも皆さんの御意見を踏まえた

感想を少しだけ手短にお願いします。 

○真田事務局次長 御議論ありがとうございました。今までのお話を聞いていて幾つか感

じたことがありますけれども、学童保育は 50 年ぐらい前から、徐々に親たちの願いで広が

っていきました。最初にできた当時から、やはり親たちは、親の願いで学童保育はつくっ

てきた。だけれども、実際に利用しているのは子どもたちだと。子どもたちの思いはどう

なんだろうかということを絶えず考えてきたわけです。 
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 やはり子どもたちが一人ひとり大事にされて毎日学童保育に行くのが楽しいという学童

保育をどうつくっていったらいいのかということで、ずっと 40 年、50 年間、私たちはい

ろんな活動をしてきましたし、国に対しても、自治体に対してもいろんな要望をしてきま

した。1997 年に学童保育が児童福祉法に位置づけられたことによって、急速に広がってき

たわけです。それから 13 年経ってみて、制度が持っている大きな問題点が明らかになって

きたのではないか。 

 今、どなたかおっしゃったように、小学校の低学年で働いているお母さんは６割ぐらい

です。その子どもたちがみんな学童保育に入れるようにしていくためには、つまり働いて

いるお母さんたちは多数なわけです。そのお母さんたちの子どもたちを安心して預かって

もらいたいという願いと同時に、我が子が喜んで学童保育に通ってもらえるような学童保

育をどうつくっていくかといったときには、指導員さんの配置であるとか、指導員さんの

研修であるとか、施設、毎日そこで暮らしている施設の在り方ということを真剣に考えて

いかないと、先ほど連合の方で資料を出していただいたように、本当にすし詰め状態のと

ころで子どもはかわいそうです。ですから、その子どもたちが安全で安心して生活できる

ような学童保育をきちっと整備していただきたいということが今までの御議論を聞いてい

て改めて強く感じたところです。 

○末松座長 ありがとうございます。それぞれの方から本当に一体化の方向をも議論をど

ういう形で進めるかも含めて基礎的な御意見を賜りました。 

 幾つか概念整理が必要と思いますし、また質問に答えていただく前に、今いただいた中

で私も印象に強かったのが、「例えば幼保一体化のように財布と組織を一体化する関係はど

うなるんだ」という話もあれば、教育制度と保育制度という関係、小学校、中学校、ある

いは幼稚園、保育所との違いをどうとらえるか。 

 子どもの活動領域は育つにしたがってどんどん広がっていく。それとそういったクラブ

との関係をどうするかとか、連携がうまくいった自治体のベストプラクティスの例をどん

どん広げていって、そういった一体化というものに結びつければいいのではないかとか、

国と地方とのぶつかり合いをどういうふうな形でナショナルミニマムの中で解決していく

か。いろんな観点で御意見をいただいたこと、まずもってありがとうございます。 

 それでは、藤原さんを筆頭に、こちらの方から位置づけていかなければいけないいろん

な回答をしていただければと思います。 

○黒田室長 藤原委員代理からお尋ねのありました、そもそもこのシステムの給付の対象

として教室をどう考えるかという話につきましては、今までの御議論でおわかりのとおり、

この場の御議論に委ねられているということです。検討課題だということでございます。 

○村木統括官 具体の話はそこだけなんです。 

○末松座長 そうですか。特に何かございますか。よろしいですか。 

 では、皆様、御議論いただいた中で、そこはこちらとしても改めて御意見をいただいた

という中で考えさせていただきまして、またここで議論をさせていただくということでよ
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ろしゅうございますでしょうか。 

もう一つ、別の複雑な課題を抱えているということでございますので、「産前・産後・

育児休業給付（仮称）について」がございますので、とりあえず議論は放課後児童給付（仮

称）については閉じさせいただきます。 

 それでは、「出産・育児に伴う休業給付について（案）」、事務局から資料の説明をいたし

ます。 

○黒田室長 それでは、お手元の資料２に基づきまして、御説明をさせていただきます。 

 １ページ。基本制度案要綱の抜粋が書かれてございます。Ⅲの２ですが、幼保一体給付

（仮称）や育児休業給付と幼保一体化を含め、仕事と子育ての両立支援と保育サービス、

幼児教育を保障するために、切れ目のないサービスを提供していこうということが書かれ

てございます。 

 （１）でございますが、そういった切れ目のない給付が受けられる仕組みとして、産前・

産後・育児休業中の現金給付の一体化を実施方法と併せて検討するということが検討課題

として挙げられてございます。 

 （３）切れ目のないサービスの保障といたしまして、育児休業の給付と保育サービスを

一元的な制度により保障することにより、育児休業から保育サービスへの円滑な利用を保

障する仕組みとするということが書かれており、①～④までの議論が掲げられておるとい

うことでございまして、この基本制度案要綱に挙げられました検討課題に即して、置き換

えますならば、こういったイメージになるということをイメージとしてお示しした資料で

ございます。 

 ２ページ。この基本制度案要綱の考え方でございます。○が４つございます。 

１つ目の○といたしまして、これは育児休業を取得して在宅で子育てをすること、保育

サービスを受けながら働くこと、いずれも仕事と子育ての両立の表裏の関係でございます

ので、新しいシステムの構築に当たっては、いずれの選択も保障されることが必要である

ということ。 

 ２つ目の○といたしまして、育児休業後の復職に際しまして、現在では保育サービスの

確保が困難であるために休業期間調整等が余儀なくされるといった事情が生じておりまし

て、これを切れ目なく保障していくことが必要であること。 

 ３点目の○といたしまして、産前・産後・育児休業中の現金給付は、現在は他の被用者

保険制度（健康保険あるいは雇用保険）で提供されておりまして、そのため給付水準、給

付範囲も異なってございます。 

 ４点目の○といたしまして、こうしたことを踏まえまして、制度案要綱の記載がなされ

ている旨の事実確認でございます。 

 ３～４ページをごらんいただけますでしょうか。４ページに現行制度のイメージ図がご

ざいます。左から右に向かって矢印が伸びている図でございます。産前・産後の休みの期

間に対応する給付が現在は健康保険から支給されておりまして、これが出産手当金でござ
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います。健康保険の保険者であります全国健保協会、健康保険組合等から支給をされてご

ざいます。給付額は標準報酬日額の３分の２でございます。 

 それに対しまして、育児休業給付は原則産後１年。保育所が見つからない場合などは１

年６か月まで延長可能な仕組みがございますが、これは国が行っております雇用保険の事

業の中で展開をされております。支給は国（ハローワーク）が行っておりまして、給付水

準は休業開始時賃金日額の 50％でございます。 

 ５～６ページは、それぞれの仕組みの実績、制度概要でございますので、後ほど御参照

いただければと思います。 

 ７ページは、出産手当金、育児給付金がそれぞれどのように改正されてきたのかという

経緯でございます。出産手当金はできましてから 80 年あまりの歴史がございます。それに

対しまして、育児休業給付は 1995 年の制度創設以降、15 年という比較的新しい仕組みで

あるということ。順次その時々の合意形成を図りながら給付水準が引き上げられて、現在

に至っているということでございます。 

 ８ページ。出産手当金は医療保険の仕組み、育児休業給付は雇用保険の仕組みで給付さ

れております。その中でこの新システムになじむ、あるいはそれぞれの制度の中に位置づ

けられている趣旨というものを抜粋したものでございます。 

 まず出産手当金につきましては、疾病の治療を主な目的といたします医療保険制度の中

にございますが、この目的は出産前後の一定期間において、労務に服さなかったことによ

る所得の喪失、減少を補い、生活の保障を行うために支給されるものであるということで、

そこが新システムとの親和性でございます。 

 育児休業給付につきましては、これは失業給付を主なターゲットに置いています雇用保

険の仕組みの中にございますが、休業制度と並びまして、この給付を位置づけることによ

って、その雇用の継続あるいは雇用の安定を図るということが目的になされておりまして、

こういった趣旨から現在の仕組みの中に位置づけられているということでございます。 

 ９ページを飛ばしまして、10～ 11 ページ。10 ページは出産手当金の事務フローでござい

ます。これは先ほどお話し申し上げましたように、今は健康保険の保険者がやっておりま

すが、書類につきましては保険者、つまり全国健保協会や健康保険組合の方に書類を出す

仕組みになっておりまして、実際に職場経由、職場の皆様に御協力をいただき、御本人の

負担が軽減される仕組みになってございます。 

 書類が出された後、保険者で支給要件を確認の上、支給決定をされて、現金が被保険者

の口座に振り込まれるという仕組みでございます。 

 11 ページ。育児休業給付の事務のフローでございます。こちらは事務をやっております

のが雇用保険でございますので、ハローワークに書類を提出していただく仕組みでござい

ますが、先ほどの出産手当金と共通いたしますのは、こちらでも職場の方にかなりの御協

力をいただいておりまして、書類については事業主からハローワークに提出されるといっ

た仕組みになっておりまして、ハローワークでの支給決定を経て口座にお金が振り込まれ
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るといった仕組みでございます。 

 12 ページ。各国の休暇の制度、あるいは休暇に伴う給付の総覧でございますので、御参

照いただければと思いますが、12 ページにございます出産休暇の各国比較をごらんいただ

きますと、日本は産前６週、産後８週ということになっております。例えばドイツでも同

様の期間がございますし、スウェーデンは出産前後７週間、あとは各国に応じて前後がご

ざいます。 

 出産休暇時の手当につきましては、12 ページの表の下の部分にございます。日本は標準

報酬日額の３分の２でございます。これに対しまして、スウェーデンでは８割、フランス

では疾病保険から基準賃金日額の 100％が支給される。イギリスでは９割といった形で各

国ごとに水準は異なってございますが、アメリカのように給付がないような国も存在して

おります。 

 13～14 ページが育児を目的とした長期休暇の各国比較でございます。13 ページの表で、

日本は子どもが１歳になるまでが原則ですが、１歳半まで延長することが可能でございま

す。この点につきましては、例えばスウェーデンですと 18 か月に達するまでは完全休業。

それ以降の部分両親休暇といった仕組みがある国もございますし、ドイツ、フランスのよ

うに３歳までを一つの念頭に置いたような仕組みが設けられている国もございます。 

 給付につきましては、14 ページにございます。日本は 50％の給付となっております。こ

れに対しまして、ドイツは 67％の給付。スウェーデンは８割給付といった形で、各国によ

って水準に差があるというのが現状でございます。 

 以上が現状でございますが、次に 15 ページ以降で論点の検討といたしまして、各種検討

課題とそれぞれに沿った資料を御用意しております。 

 16 ページが検討事項の一覧でございます。 

 17 ページ以降でございます。17 ページのイメージ図。矢印が２本ある図でございますが、

こちらは上が現状で、下が仮に制度案要綱の趣旨に従って一本の給付として新システムに

位置づけていくのであれば、このようなイメージ図になるというイメージでございます。 

 18 ページにそれぞれ、まずは２つの給付を一本にする意味として、ペーパーを御用意し

ております。18 ページの「意義」というところをごらんください。それぞれ違う別々の給

付として行われているものを一本化すべき理由といたしましては、この「意義」の１番に

書かれておりますように、これは女性の労働者については連続した就業の中断でございま

すので、その当該期間中の所得保障という意味合いでは共通の目的、一本化になじみやす

いという面があります。また、申請先も一つの仕組みでありましたら一本化されるといっ

たことでございます。一方で課題は、後で出てまいりますが受給者の範囲の違い。支給水

準の違いといったものをどう考えるかといった点が論点でございます。 

 19 ページ。先ほどの紙は一本にする意味だとしますと、19 ページはそれぞれ被用者の制

度から新システムに移行してくる場合にどのような意義があるのかということをまとめた

紙でございます。 
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 給付改善が可能な制度的な環境が整うというところが意義であろうということでござい

ます。例えば出産手当金につきましては、今、疾病の治療を主な目的といたします大きな

制度である健康保険制度の中に位置づけられてございます。ですので、この部分だけ取り

出した議論というものには一定の制約がかかるということ。 

 ２点目の育児休業の関係も雇用保険という大きな仕組みの中に位置づけられております

ので、一方で失業給付につきましては５割給付であるといったこととの兼ね合いはどうす

るのかといった論点が生じてくるわけですが、これらが新しい仕組みに移行した場合には、

この新しいシステムとしてどうあるべきなのかという議論に変わってくるということでご

ざいます。課題といたしましては下にございますように、仮に移行する場合にはどなたに

やっていただくのかという話と費用負担のルートをどう整理するのかといった論点がある

ということでございます。 

 少し先に参りまして、22 ページは、冒頭の制度案要綱の中にございました切れ目のない

サービスの保障に対応するものでございます。切れ目がなぜ生じているかといいますと、

これはもちろん保育サービスの基盤の問題が一つはございますので、その部分については

幼保一体給付（仮称）の中で議論がされるということでございますし、あとは市町村に今

は担っていただいております、これらのサービスを組み合わせて、利用者の方々にお届け

をする仕組みをどのように改善をし充実していくのかといった点も論点としてございます。 

 23～24 ページ。これらのシートは意識調査の内容でございます。23 ページは年齢別に、

お子さんを持つ母親として望ましい働き方についての調査がございましたので、それを御

紹介するものでございます。１歳までは育児休業を取りたいという方の数が一番多くて、

１歳半以降になりますとこの割合が徐々に減っていきまして、短時間勤務を御希望になる

方々の割合が高まってくるといった状況でございます。 

 24 ページは、先ほどの切れ目に対応する資料でございます。育児休業から復帰をする際

に、希望する保育サービスを利用できたかどうかに関する調査でございます。４割の方が

休暇休業期間を調整せずに利用できたという方々でございますが、一方で期間を調整して

利用した方が３割強、利用できなかった方もいらっしゃいますので、この辺りをどう改善

をしていくのかということが課題でございます。 

 25 ページ。それぞれの仕組みの受給者の関係を記した資料でございます。この図は左半

分が雇用されている方々。右半分が自営業者などと書かれておりまして、それぞれの数は

雇用者で約 5,000 万人強。自営業者等で 1,170 万人ということになっております。 

 資料の中で御紹介いたしました出産手当金が属しております健康保険の被保険者は約

3,540 万人。この赤枠の部分でございます。それに対しまして、雇用保険の被保険者は約

3,730 万人でございます。この間に点々のＡで囲ってありますところが両者の差でござい

まして、この差は所定労働時間が 20 時間から 4 分の３、おおむね 30 時間ですが、この間

の所定労働時間の方々がＡの部分に属している。つまり雇用保険が適用されているが、健

康保険は適用になっていない方々がそれだけいらっしゃるということでございます。 
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 隣にあるＢの部分が週所定労働時間 20 時間未満で雇用されている方々。Ｃの部分が自営

業者などの方々になります。保育所につきましては、御案内のとおり、雇用者・自営業者

を問わずお使いいただけますが、これらの仕組みを出産手当金あるいは育児休業給付を考

える上で、これらのＡ、Ｂ、Ｃの扱いをどのように扱うのかといった点が大きな課題とい

うことでございます。 

 今、申し上げた点を文章化いたしましたのが 26 ページでございます。一番上の○が受給

者の違い。特にＡの部分に対応するものでございます。２つ目の部分はＢの部分。３つ目

の○がＣの部分に対応するものということでございまして、大きくこういった点をどう取

り扱っていくのかという点が、この論点を考える上での検討すべき課題ということでござ

います。 

 少し飛びまして、次に 28 ページ。先ほど 25～ 26 ページでは適用範囲の違いということ

を資料として御用意しておりますが、28 ページはそれらに加えまして、仮にこういった

方々を対象にする、拡大をすると仮定した場合に、プラスαの論点があるということを示

したものでございます。 

 まず短時間、特に 20 時間未満の方々を、先ほどの図ですとＢという部分ですが、これを

対象とするという場合には、これらの方々からお金をいただくルートが必要になってまい

りますが、既存のこういったルートは存在をしないということでございます。 

 次の○では、自営業者等を受給者とする場合の論点でございます。お金のいただき方の

問題も共通の問題としてございますが、１つ目の矢印のところに書かれておりますように、

ここの独自の課題として、自営業者の方々自らの裁量で就業日、就業時間等々を決めるこ

とが可能ですので、いつからいつまでを休業と認定をするのかといった点でございます。

こういった点も踏まえまして、現在は国民健康保険では出産手当金の仕組みというのは、

法定給付とはされていない実態がございますので、こういった点をどう考えるのかという

ことでございます。 

 29 ページが給付額でございます。冒頭御説明申し上げましたように、給付水準につきま

しては出産手当金は休業前の標準報酬額の３分の２、育児休業給付は５割でございますが、

仮に１つの仕組みの中に新しい仕組みとして位置づけられるとした場合に、どのように設

定をするのかといった点が課題でございます。 

 ２つ目の矢印にございますように、現在の仕組みで申しますと、育児休業期間中は社会

保険料免除の仕組みがございます。厚生年金、健康保険を合わせて 25％あまり。折半で 12

～13％くらいでございますので、これらを勘案すると、見た目ほどは違わないという見方

もできますが、こういった点をどう取り扱うのかということでございます。 

 30 ページが費用負担等々でございますが、これは全体の費用負担の中の議論とも関わり

ますので、今回は資料は御用意しておりません。 

 31 ページ以降で、仮に新システムの中にこういった仕組みを位置づけるとした場合の事

務主体のイメージとして、３つイメージを御用意しております。 
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 31 ページがイメージ１といたしまして、市町村が実施をするイメージでございます。こ

れはほかの各種現物サービス等々と合わせて、一元的な給付というものが可能であるとい

うことがメリットでございます。 

 一方で課題といたしましては、先ほど御紹介いたしました出産手当あるいは育児休業給

付の支給のノウハウはございませんので、仮に市町村にお願いをするとした場合には、事

務処理体制、あるいはシステム面なども含めて御用意をする必要がある。 

 課題の３つ目でございます。本人の申請負担をどう考えるか。今は先ほど御紹介しまし

たように、職場にかなりの便宜を図っていただいておりますが、こういった点をどう取り

扱うのかといった点が課題でございます。 

 32 ページはイメージ２といたしまして、これは健康保険の保険者。今は出産手当金の事

務をやっていただいています健康保険の保険者に実施していただくという場合のイメージ

でございます。 

 メリットといたしましては、少なくとも出産手当金については事務を実施していただい

ているという点。事業主の方に御協力いただいている仕組みの中ですので、申請負担につ

いてはそれほど大きくは増さないのではないかということでございますが、一方で課題と

いたしまして、ほかの現物サービス等々と比べて、包括的・一元的な制度になるのかどう

か。育児休業給付については少なくとも支給ノウハウはございませんので、こういった点

をどう考えるのかといった点がございます。 

 この場合につきましては、雇用保険に比べまして、適用の範囲が小さいという点がござ

いますので、そういった点をどう考えるのかという点も論点でございます。 

 33 ページがイメージ３でございまして、雇用保険の保険者（国・ハローワーク）が実施

をする案でございます。こちらは御案内のとおり、育児休業給付についての支給ノウハウ

がございます。また、事業主の方々に御協力いただいている仕組みの延長線だということ

もございます。 

 一方で課題といたしましては、ほかの現物サービス等々と比べたときの一元性といいま

すか、包括性といいますか、その課題。出産手当金につきましては、いずれにしても支給

ノウハウがないことなどがございます。 

 ですので、こういった課題をどのように考えるかということですが、このイメージ１～

３につきましては、本日お示しをした論点について御議論をいただく際の参考として、こ

のイメージとしてお示しをしたものであることを申し添えます。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。本当にさまざまな論点がございますので、どこま

でここで審議できるかというのは私自身も疑問でございますけれども、とりあえず御意見

のある方、今日は聞けるだけ聞かせていただきたいと思います。どうぞ。 

○倉田委員 池田市長でございます。２点申し上げたいと思います。 

 まず現状です。池田市は 10 万都市でございます。例えば育児休業中の兄弟の保育の問題
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です。育児休業をお取りになっていても、お兄ちゃん、お姉ちゃんがいる。それは保育所

に行っておられるわけです。10 万都市の池田市の場合、大体 60 人いらっしゃいます。さ

て、そこで問題なのは、一定の保障ができる企業にお勤めの方はそれで行けるのですが、

非正規の社員の方、またはアルバイトの方の場合は、出産に伴って会社を辞めなければな

らない状態が起こる。いわゆる育児休業を取れない方が現実にはたくさんいらっしゃる。

この方をどうするか。この方についても兄弟がいらっしゃいます。仮に保育所でお預かり

をするにしても、保育料の算出で所得の問題等々で、現場では少々苦労しているとうのが

実態でございます。 

 ２点目は、事務をだれがするかです。これは 31 ページにケースの１つして市町村が行う

場合を実例として挙げていただいておりますし、課題も列挙いただいております。いろい

ろな問題、巨額のコスト、ノウハウ、運営の可能性の問題等々から行くと、市町村がこの

事務をできるかということは、少々疑問に思っております。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございます。どうぞ。 

○小田切委員代理 全国知事会でございます。資料３の５ページの下の方に意見を付けて

おります。産前・産後、育児休業中の現金給付の受給者の範囲の拡大でありますとか、給

付水準の引上げ、これは収入面での不安が軽減されますし、育児休業等の促進につながる

ものと考えられます。 

 先ほど提案がございました現金給付の一本化につきましては、資料にもございますよう

に、給付改善が可能な制度的な環境整備にもつながるものでございますが、出産手当金と

育児休業給付では保険制度が異なっており、給付の水準や範囲などに違いがございます。

財源は後での議論というお話がございました。また、実施主体の在り方、参考で３つのパ

ターンのそれぞれのメリットと課題が示されておりますが、そういったことを含めまして、

持続可能な制度となりますように、地方とも十分な議論を行うべきだと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○藤原委員代理 ありがとうございます。日本経団連の藤原でございます。出産手当金と

育児休業給付は新システムに移行して統合する場合には、今、非常にたくさんの課題を御

説明いただいたわけですけれども、私どもとして、大きく考えて２つの考え方の整理をし

ておく必要があるかなと思っております。 

 １点目は、制度設計の面において給付と負担の整合性、納得性をどのように担保をして

いくのかという点でございます。今、御説明のありましたように、事業主としては出産手

当金というのは出産時の健康管理の観点から設けられた強制的な休業に対する生活保障に

対して負担しております。 

 一方、育児休業給付につきましては、失業防止、更には雇用継続、復職支援というもの
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に資するということで負担しているということで、こうした負担は従業員に対する福利厚

生の意味合いが非常に強いと考えております。新システムに統合する場合、こうした負担

の根拠、給付との整合性がどのように図られるかということが課題になると思います。 

 仮に今、行われておりますような社会保険の枠組みから外して給付の改善を図るという

ことで、雇用者全体のみならず、自営業者全体に受給者の範囲を広げるということになり

ますと、負担と給付の関係ということが非常にあいまいになってくるのではないかと強く

懸念しております。 

 もう一方、個人負担の根拠というのも非常に重要になってくると思います。健康保険、

雇用保険の枠組みから取り出して、個人負担を求めるということになった場合には、例え

ば給付を受ける可能性が極めて少ない人に対しても、この新システムの下でどのように負

担を求めていくのか。その納得性をどう得ていくのか。この点は非常に大きな課題になっ

てくるのではないかと思います。 

 なお、蛇足でございますけれども、育児休業給付の制度改正によって復職時の給付が休

業時に一括給付されることになったのですが、この点は実は我々としては雇用継続、復職

支援という本来の趣旨からは問題だとは考えております。 

 ２点目は、制度移行に伴う社会的コスト、利用者の利便という点でございます。実務運

用の面においては、こういうものも非常に重要だと思います。ただいま参考として事務主

体のイメージが３つのパターンで示されましたけれども、この中で市町村が事務主体にな

らない限り、財源と給付を一体化するという制度案要綱の考え方には合わないのではない

かと思います。しかし、その場合には今、御説明がありましたように、新たな事務処理負

担、事務処理体制の整備やそれに伴う巨額のシステム費用の発生、本人の申請負担の増加

という課題がございます。 

 こうした巨額の社会的なコストを負担した上に、利用者の利便性向上、制度運営の効率

化を図ることができないということになってしまうと問題ですし、社会の理解も得られな

いと思いますので、この点は非常に重要な点だと考えております。 

 以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。田中さん、どうぞ。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中です。今の話に継続するんですけれども、やはり給

付と負担の公平性というのをどこまでちゃんと保障できるのかというのは、やはりその事

業主に対しても就業者に対しても必要なことだと思います。今の場合、その保険制度にあ

るものを新しいシステムを組み込むということについては、かなり考えないとならないか

なとは思います。 

 同じように、出産手当金は保険制度であるのを全体のシステムに組み入れようという問

題ですけれども、出産育児一時金みたいなものは、事業主が拠出している児童手当勘定か

らお金が出ているということもあるので、もしこれを新システムに組み込まないで医療保

険に継続するのであれば、逆にそういった拠出はなくなるのかといったようなことも重要
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なテーマだろうと思います。 

 全体に給付について厚くしていくということは大事なことだとは思いますが、中小企業

から言いますと、今、高齢化に対しての社会保障の支出が非常に増えています。ですから、

負担が非常に多くなっていて、それ以上に今度は子どもに対しても負担が増えるというこ

とになると、中小企業が出せるお金は決まっていますので、結局その人件費で行って、ト

ータルが決まってしまえば、人員を削減するとか、それぞれが薄くなっていくというよう

なことで、今まで中小企業の持っている懐の厚さといったものについて、締め付けてしま

うことにならないか。全体の政策の中でもう一回見直して、考えていただきたい。この２

点をお願いいたしたいと思います。 

○末松座長 では、北條さん。 

○北條委員 恐らく今回の議論の対象になっていないのだろうと思いますが、子育てをフ

ルタイムでなさっている、いわゆる専業主婦ですね。子ども・子育て新システムの中で扱

いが非常に軽くされ過ぎているのではないかという気がしてなりません。確かに税金を払

わないとか保険料を払っていないということはもちろんその通りでございますが、その一

方、保育所を利用する方は幾らの給付を受けることになるか、正確な数字はわかりません

が、今、インターネット上に大和総研の数字が流れておりますが、年額 240 万で負担が 36

万。差引き 204 万が給付だという数字が流れております。こういうことと比べても、いわ

ゆる専業主婦に対する扱いというものは、そういう方々が納得できるような説明がシステ

ム全体の中ではっきりと示していただくことが必要だと思いますので、是非お願いいたし

ます。 

○末松副大臣 ありがとうございました。では、渡邊さん、どうぞ。 

○渡邊委員 出産育児に伴う休業時の給付についてでありますが、極論を申し上げるかわ

かりませんが、基本的に「これはなじまない、無理だ」という考え方を私は持っておりま

す。なぜかと言いますと、この出産育児というのは休業中の母親に対する保障給付なわけ

です。ですから、この子ども・子育てというシステムの制度設計を考えていくと、保険給

付という考え方と整合が取れるのかどうか。基本的にこの辺は問題があるのではなかろう

かと思います。 

 それを前提として考えるならば、制度案要綱の基本的な考え方に基づくという趣旨はわ

かるんですけれども、先ほどから話がありますように、受注者の範囲とか受注額とか、拠

出の在り方、使用負担、いずれに対してもメリットは確かにあるかもしれませんが、それ

よりも非常に課題が有り過ぎる。また、非常に整合も取りづらい。お互いの制度が隔離さ

れていると言っても過言ではないと思います。市町村が事務を執ればというような話もあ

りましたけれども、市町村でこれを行うとなれば、支給ノウハウが正直蓄積されておらず、

経験もございません。事務処理対策の整備についても多くの時間とコストがかかります。

そして、何よりも実現の可能性の観点から、先ほど申し上げたように、課題があまりにも

多過ぎるという考え方からしますと、制度案要綱に逆行するかもわかりませんけれども、
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無理があるのかなと私は考えます。 

○末松座長 ほかにございますか。どうぞ。 

○菊池委員 菊池でございます。１～２ページの切れ目のないサービスの保障でございま

すとか、２ページの「育児休業の復職に際しては、保育サービスの確保が困難なために、

休業期間中の調整、最悪のケースでは離職を余儀なくされることも生じている。育児休業

中の支援と保育サービスの提供の切れ目ない保障が求められているところ」ということで、

これは非常に現実的な話だと思います。こういったことが起こらないような工夫をしてい

ただきたいということが１つございます。 

 これは質問ですけれども、25 ページのところで、要するにＡ、Ｂ、Ｃのところはその差

異を表しているということでしたが、ここを埋めたときに実際にどの程度のお金が必要な

のか。この試算額がもしございましたら、教えていただければと。かなり大きな金額では

ないかという気がします。 

○末松座長 これは今、答えられますか。どうぞ。 

○黒田室長 ＢとＣについては手元にございませんが、仮にＡの部分を埋めるといたしま

すと、出産手当金は今は大体 670 億円くらいですが、これが人数が仮にこれだけ増えると

機械的に計算をしますと、プラス 40 億円くらい増えて 710 億円くらいになるというのが足

下でございます。ＢとＣについては手元に資料がございません。 

○菊池委員 そちらの方が大きいですね。 

○末松座長 図では大きくなっていますね。どうぞ。 

○坂本委員代理 私もこのＡ、Ｂ、Ｃも気になるんですけれども、この表の外にある人た

ちの問題も非常に大きいと思っています。先ほどどなたかのお話にありましたけれども、

在宅で専業で子育てをしている人たちが蚊帳の外に置かれて議論をいろいろしていること

に対して、私も大変危惧をしております。 

 今日、意見書として、参考資料３で奥山委員の提出資料ということで、奥山と私の連名

で地域子育て支援拠点に関するペーパーを出させていただいております。今回の新システ

ムに対しては、今までさまざまな支援の蚊帳の外にあった人たちの声をどれだけ取り込む

かということが非常に重要だと思います。特にこの給付の問題に関しては、やはりそこら

辺をあまり無視した形で、既に今、受けている受給者のことばかりに終始されるのはいか

がなものかと思います。 

 地域子育て支援拠点は、保育所にも通わせていない親たちが利用しております。０～３

歳未満児の８割が利用している施設であります。その人たちの声を丁寧に新しい制度に乗

せていくということにもう少し心を砕いていただければと思います。注がれる予算におい

ても、そういったものも意識しながら御検討いただきたいと思います。 

○末松座長 ありがとうございました。中島さん。 

○中島委員 ありがとうございます。そもそもこの話は、労使拠出の雇用保険や健康保険

に関わるものであり、あまりすぐに議論できる条件にないだろうと思って、今日はペーパ
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ーを用意をしなかったのですけれども、当然、今後こういう課題もどこかの段階で議論を

しなければならないだろうと思っております。 

 これは今後取扱いを検討いただくときに少し整理をしていただきたいと思います。現行

では、労使拠出を伴う労働保険、医療保険にかかわるものですから、新システムの議論の

中で、どこかのベクトルを提示するということと、もう一方で労働政策審議会なり社会保

障審議会の医療保険部会など、労使参加の関係審議会がございますので、そういう関係審

議会とも見合いをしながら、少し丁寧に議論をしていく必要があるのではないかと思いま

す。 

 ですから、今日の段階で賛成とか反対とか質問とか、私としては特にしようがないんで

すけれども、これは議論の素材と理解をしてよろしいでしょうか。 

○末松座長 今の点はどうですか。 

○村木統括官 毎回テーマを定めて議論をいただいております。１回の議論で結論が出る

ということではございませんので、今日とりあえず意見を出していただいて、また整理を

して、次の議論のタイミングとか議論の中身は調整して、またお諮りをしたいと思います

ので、そのときに御意見をいただくとか、関係のところで審議の場がほかのある場合にど

うするかというのは、きちんと整理をして御相談しながらやっていきたいと思います。 

 それから、先ほどの試算の関係で若干補足をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○黒田室長 先ほど菊池先生からお尋ねがありました点でございます。Ａの部分について

は先ほどお答えしたとおりで、Ｂについては 1,300 万人余りと人数がかなり多いところで

ございますが、実はこの部分については、どれくらいの金額のかさになるのかというのは、

この部分の方々については報酬等の水準はかなり低いので、そことの見合いになってくる

という点がございまして、人数のかさだけで判断することはなかなか難しいという点がご

ざいます。 

 Ｃの部分についてはそういった点に加えて、今こういった部分もカバーする仕組みがご

ざいませんので、その水準をどう考えるかといった点があって、これはにわかに金額の水

準を出すことは難しいということだけ申し上げておきます。 

 以上です。 

○黒田室長 先ほど菊池先生からお尋ねがありました点でございます。Ａの部分について 

○末松座長 特にございませんか。どうぞ。 

○山縣委員 私は門外漢なので、1 つだけ教えてほしい点があります。それは出産手当の

話は今、出ていたんですけれども、出産一時金の話、あるいは市町村が独自に出産祝い金

なるものを出しておられるところが結構あると思いますが、この辺は恐らく在宅子育て層

に対してカバーしているのではないかと思います。出産祝い金は市町村の独自事業だとし

ても、出産一時金は制度化されたものです。これは全く視野に入れなくていいのでしょう

かという質問です。 

○末松座長 どうですか。 



37 
 

○香取統括官 いわゆる出産一時金ですね。あれは文字どおり分娩費用を補てんしている

ものなので、まさに医療保険各法にいう出産に伴う費用の補てんということになりますの

で、医療の給付ということになります。 

○山縣委員 その枠組みに残しておくということですね。わかりました。 

○末松座長 田中さん、どうぞ。 

○田中（常）委員 今、事業主が拠出している児童手当勘定から 140 億ほどそこにお金が

出ていると言っているんですが、新システムに組み込んだ場合は、その拠出みたいなもの

はなくなるというような解釈でよろしいでしょうか。 

○末松座長 どうぞ。 

○香取統括官 それはこの場の議論ではないと思います。おっしゃるように医療保険の側

の財源が出ているんですけれども、それは医療保険の側でどういうふうに構成するかとい

うことなので、この制度のスキームとは直接関係しません。 

○田中（常）委員 関係しているかどうかは別なんですが、それはどういうふうなお話に

なっているのでしょうか。 

○香取統括官 それは医療保険部局で、それこそ医療保険部局の拠出側である皆様と御議

論をされていると認識しています。 

○末松座長 よろしいですか。どうも視野には入っていないという感じです。どうぞ。 

○村木統括官 変則的に拠出をしていただいたときに当時に局長でございましたので、大

変居場所がないような思いでここに座っておりますが、そういう意味では医療の分野とか

出産一時金とか、そういったものについての年々の予算編成の中で、充実する中での財源

で非常に変則的にお願いをしたものでございますので、それはその分野の予算編成の中で

御相談をしていかなければいけない問題だと思っています。 

 そういう意味では、このシステムの中に出産一時金そのものを持ち込むのであれば、こ

のシステムの中での議論ということになりますが、そうでなければ、個別の政策の中の財

源問題として、きちんと御相談をしていくというたぐいのものだろうと思っております。 

○末松座長 どうぞ。 

○宮島委員 論点の指摘だけですけれども、29 ページの論点の中にありますように、今は

育児休業を取る人はすごく増えていて、その取った後にどういうふうにスムーズにもとの

職場のペースまでに戻していくかということで、いろいろ企業も考えていると思うんです。

短時間勤務で復帰した場合を給付対象にするかという論点がここにも挙げられているんで

すが、例えば最初は週１日だけ復帰したい人とか、時間的にものすごく短いけれども、徐々

にもとの働き方になじんでいくというようないろいろな組立てが今後考えられる上で、こ

の育児休業給付の組立てをどうするかというのが１つの論点になると思います。 

 もう一つ、これは財源がないと無理だなと私も思いながら。今、国も含めて、男性も育

児休業を一生懸命取ってほしいと思います。でも一部の方の中には、特に父親が休んだ場

合の所得保障というものが大きなネックになって、やはり父親は取れないよという声があ
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ります。一体どのレベルの所得保障だったら取れるのかというのは、今、現実にはむしろ

職場環境のせいで取れない方が多いと思うので、その水準の決め方は難しいと思いますけ

れども、例えばものすごく短期間でも結構な水準の所得保障を男性の育休に出せたら、イ

クメンというか育児休業を取る人が増えるのであれば、それも一つの考え方かなと思った

りしております。 

○末松副大臣 ありがとうございます。ほかにございますか。この議論は極めて国民全体

の議論というよりも、ある意味では制度構成の技術的な側面も非常に大きいので、そこは

こちら側でも再整理いたしまして、またお示しをしたいと思います。これを入れるか入れ

ないかの議論も含めて、させていただきたいと思います。 

 まだ時間が 10 分くらい残ってはおりますが、特にここで言い残して、何とか言いたいと

いう方。どうぞ。 

○坂本委員代理 子育てひろば全国連絡協議会です。資料３の３ページをお開きください。

なかなか議論の順番が回って来ず、テーマにフォーカスしていただけず残念に感じている、

０～３歳未満の制度の蚊帳の外に置かれてきた子どもの問題です。地域子育て支援拠点事

業が 2 種福祉事業に位置づけられ、少し支援され始めた０～３歳未満児の８割の親子に対

する事業から、御提案をしたいと思いペーパーをまとめております。 

 待機児問題や幼保一体化の問題なども大きな議論かと思いますが、待機児のリストに載

る０～３歳未満児の８割は在宅で子育てされています。その人たちの声を丁寧に聞き、ニ

ーズに細かく対応し、地域に即した、柔軟な新しいサービスに供給・誘導していくことが、

新システムの肝だと、子育てひろば全国連絡協議会は考えています。 

 現在、０～３歳未満の在宅子育て、地域の子育て家庭のセンサー役になれるのは、「地域

子育て支援拠点」だけです。政府は、将来的にはこのセンサーを全国に１万か所整備する

数値目標も出されています。そこが確かなアンテナとなり、得たものに、きめ細やかに対

応していくことが、新しいシステムが動き出したときに大きな役割を担うことになります

ので、是非御議論にお時間をいただきたいと思っております。 

 よくご存知の委員もいらっしゃると思いますが、地域子育て支援拠点という事業は、地

域の子育て当事者と支援者たちが、市民活動のように生み出し、それを国が制度化してい

った事業です。新システムの先を行っているともいえる事業でございます。ここで私たち

は、さまざまな親のニーズに気づかされます。親子に、より近いところで、行政の窓口や

専門職ではない拠点で、隣人のように支援の手を差し伸べていく地域子育て支援を手厚く

していくことが、行き詰っている子育ての現状、親達の不安を解決していくものだと確信

しております。どうぞ今後の議論の中でお時間を割いていただけますようお願いします。 

○末松座長 それはもちろん検討させていただきます。どうぞ。 

○宮島委員 今日はどちらかというと小学生の話題でしたので、別の視点からの子どもに

対する考えです。私は経済の分野で今後の次世代のことを考えていく機会が、割と議論し

ている機会がある中で、本当に今の子どもたちが大人になったときの日本をどう支えてい
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くかというのは、子どもたちにとってもすごく厳しい状況なんだと思います。そのときに

安全で愛情いっぱいに子どもを育てるという視点にプラスして、どこまでチャレンジング

に、少しリスクも取らせる形をしながら、子どもをある意味、強く育てていくかというよ

うな視点もすごく大事なのではないかと思います。 

 どうしても子どもが大事という考え方の中で、危険でないようにとか、大事にしていこ

うというところで親は考えてしまうんですけれども、今日議題になった小学生くらいにな

ったら、耐え得るぎりぎりまでいろいろな経験をさせたり、リスクを取らせたりしていい

のではないかと思う年ごろなんだと思います。放課後の過ごし方を議論する上では、親が

安心して、例えば何時にちゃんとお迎えがあるというような安全の視点だけではなくて、

よりチャレンジングな多様な経験ができるように、つまりそのためにはさまざまな規制や

さまざまな基準ができるだけ狭くなってしまうのではなくて、本当に今、民間がやってい

るいろいろなサービスやいろいろなチャレンジも含めて、よりいろいろなものがチャレン

ジできるような制度としての放課後の過ごし方を考えたらいいのかなと思っています。 

○末松副大臣 ありがとうございます。貴重な御意見ですね。どうぞ。 

○小宮山副大臣 話が変わるというより元に戻るんですが、先ほど学童のことを真田さん

の方からもお話がありましたけれども、私もずっとこの問題と関わってきているものです

から一言だけ。 

 ちょうど解説委員をしていたころに、中央児童福祉審議会で、学童を位置づけるときに

審議に参加していました。そのときにも努力義務ではなくて義務にというお話もあったの

ですが、さっきのお話にあったように、つくり方がまったく違うんです。それぞれの親の

状況によって、つくり方も形態も。ですから、義務化をすると、落ちていってしまう部分

があるということで、それでもそのころは３分の１の自治体が行っていなかったので、努

力義務という形でやってほしいということを入れました。 

 その次にガイドイランをつくったときは、ちょうど青少年問題の審議会で初めて学童の

集中審議をして、そのときは与野党で議論をした結果、本当は最低基準を申し上げたんで

すけれども、これもいろいろな実情が違うので、そのときにガイドラインまでこぎ着けた

ということです。さっきからのお話のように、本当に財源があって、全部のところで両方

の要求を満たすことができるならば、すべての子どもに一体化をしてとは思わないではな

いんですけれども、現状は全児童のための放課後こども教室というのは、お話にあったよ

うに、学校帰りの子どもが殺されてしまったりしたときに、安心の場所が必要だというこ

とで、学校の中で地域のボランティアの方などに来ていただいて始めたもので、現状とし

ては開いている時間のことだけがここに出ていますけれども、場所によっては週に何時間

かしかやっていないところもあるわけです。 

 ですから、小学校の低学年は学校にいるよりも、学童にいる時間の方が長いような状況

の中で、家庭に代わるきちんとした生活の場にするということとの今の現状があまりにも

違います。幼稚園と保育所を一体化するというのは、それぞれ歴史もありベースがあるわ
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けですけれども、こちらのこども教室の方はまだ始まったところで、50 年の歴史があって、

学童が子どものためにいろいろやってきたこととあまりにも、さっきはうまくいっている

ところのお話もありましたが、それはごく一部だと思いますので、現状は大きな差がある

中で、今この新システムと併せて一体化というのは、財源的にも人材的にも難しいだろう

と。 

 それは 10 年後に幼保一体化ができ上がっていくときに、もう少しそこが広がればいいく

らいの視野に置いておかないと、最初からここを一体化とすると、これはなかなか現実と

ギャップがあるなということを、関わってきた者として一言申し上げたいと思いました。 

○末松座長 ありがとうございます。一番最初のテーマから入っているわけですけれども、

そこら辺は大きな現状を見ながら、将来的な方向性との兼ね合いで、どういう形が一番い

いか。こちらの方も検討させていただきますし、もし御意見が不十分だと言われる方は是

非また紙にしていただいて、こちらの方にお寄せいただければと思っております。 

 時間前でございますけれども、２分を残しまして、今日はこの辺で終わらせていただき

ます。どうもありがとうございました。  

 

 


