
 

 

 

 

 

 

 

                 

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８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８回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 22 年 12 月 28 日（火）9：30～12：26 

               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）費用負担について 

 （２）子ども・子育て包括交付金（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、この作業グループ基本制度ワーキングチームの第

８回会合を開始いたします 

 年末の本当にお忙しい中、何人お集まりになられるか、ちょっと不安だったんですけれども、本

当に皆さんありがとうございます。 

 それでは、委員の御出欠について事務局より御報告を申し上げます。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について御報告申し上げます。 

 東京大学大学院教授秋田喜代美委員、日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長の髙尾剛

正委員、静岡文化芸術大学准教授の田中啓委員、以上３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、日本経済団体連合会より藤原清明経済政策本部長に

御出席をいただいております。 

 なお、日本労働組合総連合会会長代行の岡本直美委員におかれましては、所用により１時間ほど

遅れての御出席になるとの御連絡をいただいております。 

 また、明治学院大学教授の両角委員が少し遅れていらっしゃるようでございます。以上、御報告

申し上げます。 

○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 資料の確認をお願いいたします。本日配付いたしておりますのは３種類でございま

す。 

 資料１は、「子ども・子育て支援施策にかかる質の改善に関する論点整理」です。 

 資料２が、「子ども・子育て包括交付金等について（案）」です。 

 資料３が、「各委員提出資料」です。 

 以上、３種類の資料をお配りしております。御確認いただければと思います。 

○末松座長 今日は、この子ども・子育て支援施策にかかる質の改善に関する論点整理についての

御議論、それから子ども・子育て包括交付金についての御議論と、２つをさせていただくというこ

とで、事務方から 20 分ほど説明がございまして、その後、70 分程度ずつ御議論をいただくという

スケジュールになっておりまして、今日はみっちり３時間でございますが、どうかよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、まず質の改善ということで事務局の方から説明をお願いします。 

○黒田室長 それでは、お手元の資料１に沿いまして御説明させていただきます。 

 資料１を１枚おめくりいただきまして目次がございます。この資料は大きく２つのパートからで

きておりまして、１つ目は職員の配置の充実などの面での質の改善に関する部分が前半、後半は給

付率を改善していくという面での質の改善という構成になってございます。 

 １ページをごらんください。１ページに、職員配置の充実などに関する資料がございます。 

 まず（１）といたしまして、「こども園（仮称）」に関する職員配置の充実等に関する検討課題で

ございます。 
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 １つ目の丸ですが、こども園（仮称）におきましては現在の幼稚園・保育所の垣根を取り払い、

現行の幼稚園、保育所に比べて更に質の高い幼児教育・保育を一体的に提供する観点から、質の改

善を行うことが検討課題でございます。具体的には、幾つか課題が挙げられております。 

 まず①「職員体制の強化」でございます。 

 アにありますが、こども園（仮称）における幼児教育機能及び保育機能の充実等を図るため、職

員配置基準、あるいは学級編制基準の引上げが検討課題でございます。 

 １ページおめくりいただきまして２ページでございます。参考となる取組として、１つは現行の

保育所、制度が改まった後ではこども園（仮称）の長時間利用ということになりますが、こちらに

関する自治体の取組を御紹介しております。例えば指定都市、中核市において職員配置を独自に上

乗せする措置を講じている例がございまして、１・２歳児、３歳児、４・５歳児、左側にあります

のが国が定めております職員の配置の基準でございます。これを右側に２つのパターンをお示しし

ていますが、実際に単独の取組として上乗せ配置をしている例がございます。 

 これらを例として取りますと、定員 90人のモデル的な保育所について保育士の数を算定いたしま

すと今、保育士が 11名の配置になりますが、これが 13名ないし 15名になるということが想定され

ます。これを現在の保育所の国庫補助単価ベースに置き換えますと、１人当たり 450 万円程度、こ

れに２名ないし４名の増員分に相当する追加費用がかかってきます。 

 参考２といたしまして現行の幼稚園、こども園（仮称）の短時間利用のケースでございます。こ

の点につきましては、来年度の予算案の中で小学校１年生における学級編制基準の見直し、これは

40 人から 35 人に充実をする取組が盛り込まれることになっておりますし、それから今ごらんをい

ただいたこども園（仮称）・長時間利用の４・５歳児の上乗せの状況などから考えますと、現在１学

級当たり 35人の人数を 25人ないし 30人に充実をしていくということが考えられます。この場合、

定員 160 人のモデルケースについて当てはめますと、現行の幼稚園教諭５名が１名ないし３名分増

員されるということになります。この場合、１人当たりの単価は参考１と同等といたしますと 450

万円程度。これに１から３名分の追加費用が必要になることになります。 

 また、参考３といたしまして、長時間利用を念頭に幼保一体化ワーキングチーム、本ワーキング

チームでも御議論がありますように、保育士の方々の研修の機会などが限られていて、この部分の

充実が急務であるということ。それから、ペーパーワーク的なものも含めてかなりの直接の処遇以

外の御負担もあるということがございます。そうした点を踏まえますと、参考３の３つ目の丸です

が、例えば事務職員あるいは主任保育士の代替の職員を新たに配置するということが考えられます。

この場合、１施設当たり以下に掲げております追加的な費用がかかってくるということでございま

す。 

 次に４ページでございます。次はイですが、これはこども園（仮称）における体調不良児への対

応などを充実するために看護師の配置を検討するということがもう一つの検討課題でございます。

この点については、本年１月に策定されました子ども・子育てビジョンの中で体調不良児対応に全

施設で取り組むということが目標として掲げられております。また、介護保険のデイサービスでは

看護師が必置ということになっております。こういった点を踏まえて、こども園（仮称）に看護師
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を配置する場合には、１施設当たりで 490万円程度の追加費用が必要ということになります。 

 また、５ページです。②といたしまして「職員の処遇改善」です。この分野、保育士あるいは幼

稚園教諭の方々の賃金水準のデータを下に掲げておりますが、他の産業の平均に比べて低い状況に

なっております。一定の資質を確保した職員の定着を図るという観点から、職員の処遇改善が検討

課題でございます。 

 ③といたしまして、「減価償却費の導入」でございます。これはイコールフッティングの観点から

減価償却費相当額は給付費の中に含めて支給する方式を検討するということが制度案要綱の中にも

触れられておりますが、こういった点も検討課題としてありますし、これに取り組む場合には給付

費に対してプラスの影響が出てくるということでございます。 

 続きまして、６ページでございます。「放課後児童給付（仮称）」についての検討課題でございま

す。基本的な構成はこども園（仮称）と類似しておりますが、まずこの分野につきましては子ども

が安全に安心して過ごせる生活の場を提供するため、子どもや保護者と安定した関係が構築できる

人材を確保する観点から質の改善が検討課題でございます。 

 検討課題としては、①として職員体制の強化、この点については本ワーキングチームでも、開設

時間を延長すべきである。あるいは、職員体制を強化すべきである。特に非常勤職員が常勤並に対

応している体制を常勤の対応に切り換えていくといったことも課題として挙げられてございます。

これらが検討課題でございます。 

 それから、②の減価償却費についてはこども園（仮称）と同様の論点でございます。 

 続いて８ページでございます。「多様な保育サービス」についての検討課題でございます。多様な

保育サービスにつきましては、こども園（仮称）の利用と一体的、それから連続的に利用される、

あるいは利用を保障していくということが検討されておりますが、そういった観点から質の改善を

図っていくことが検討課題でございます。 

 具体的な検討課題としては、「①職員体制の強化」でございます。これは、こども園（仮称）との

一体的・連続的な利用を保障するといった観点から、こども園（仮称）同様に職員体制を強化して

いくということが課題として挙げられます。この場合、今の国からの補助の仕組みでいきますと、

常勤と非常勤の組合せでの対応ということが念頭に置かれておりますが、仮にこれを常勤対応をベ

ースに置き換えていくと仮定しますと、この部分の追加費用がかかってくるということでございま

す。 

 続いて９ページ、（４）でございます。（４）は「社会的養護等」でございます。この点につきま

しては前回御議論をいただきましたが、虐待を受けた児童などの増加への対応、家庭的な環境にお

ける養育、それから自立支援や心理的なケアの充実をしていくという観点から、こども園（仮称）

等に準じた質の改善を行うことが検討課題でございます。 

 また、次の丸ですが、障がい児に対する保育につきましては職員体制の強化が検討課題となって

おります。 

 続きまして、10 ページでございます。10 ページは「その他」として、まずは 10 月のワーキング

チームで御議論いただきました一時預かりにつきましては体制の充実を図り、一定の資質を有した
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職員の定着を図っていくことが検討課題です。 

 また、２つ目の丸ですが、地域子育て拠点について体制の充実、専任の職員の配置などを図るな

ど、地域の子育て支援事業の充実を図ることが検討課題でございます。 

  

 続きまして 11ページ以降が、給付率を改善するという側面に着目した「質の改善」の資料でござ

います。 

 １つ目の丸ですが、現在のこの分野の給付率、公費によってカバーされる率といいますのは、マ

クロベースで見ますと保育所で６割くらい、それから幼稚園、放課後児童クラブ、多様な保育サー

ビス、育児休業給付は５割となっておりまして、他の社会保障制度、例えば医療保険ですと原則７

割給付、介護保険ですと９割給付となっておりますが、それらに比べまして給付率は低く設定をさ

れているということで、この給付率の改善が検討課題となります。 

 前回のワーキングチームの際に、それぞれの給付類型ごとに量的な拡充を行った場合の試算を御

用意いたしましたので、これに基づきまして給付率の改善を行った場合の追加的にかかってくる費

用を機械的に試算したものが以下の資料でございます。 

 まず１つ目が、こども園（仮称）の長時間利用でございます。これは現行の給付率が６割でござ

いまして、その量的拡充を行った場合の給付額は下に参考で表の中に示しているとおりでございま

す。この６割給付から１割、給付率を引き上げますと、追加的な公費が 2,400 億円くらいかかって

くるということでございます。 

 続きまして 12 ページ、（２）でございます。こども園（仮称）の短時間利用、今の幼稚園利用に

相当するものでございます。この部分の給付額は下に掲げている表のとおりでございますが、給付

率５割ベースでございます。これを１割引き上げますとプラス 700 億円、それから放課後児童給付

につきまして現行の給付率５割から１割引き上げた場合にはプラス 200億円です。 

 （４）といたしまして、「多様な保育サービス(延長保育等)」でございます。これにつきましても

給付額は下記のとおりですが、これを５割から１割引き上げた場合にはプラス 200 億ないし 300 億

円程度かかってくる。 

 それから、（５）といたしまして「育児休業給付」ですが、これも現在の給付率５割から１割程度

引き上げますとプラス 800億円かかってくるということでございます。 

 なお、こういった給付率の改善のデータにつきましては、本年１月に策定をされました子ども・

子育てビジョンの中にも一部触れているところがございまして、そういった資料につきましては 17

ページに試算がございますので、合わせてごらんいただければと思います。 

 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、御審議を賜りたいと思います。どなたからでも

結構でございます。では、坂﨑さんどうぞ。 

○坂﨑委員 意見と、４点の質問をお願いいたします。私の方は、今日は各委員の提出資料の方に

１人でございますので非常に寂しいのですが、出しております。 

 それで、１番と２番につきましてはお読みをいただくということで、今お話になったところで少
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し２ページ目の３の「保育の質向上」のところで意見を述べたいと思います。 

 今日の会議の最初の御説明の中で、更に質の高い形でこの質の改善を行うことが最も大事なこと

であるということは非常に賛成するところであります。今回の子ども・子育ての新システムの中心

は保育の質の向上であって、これと財源が一緒に確保された中で導入されていくことがシステムと

してスタートラインに立つと考えております。 

 私の方で基本的に考えておりますところは、やはり同じシステムの「最低基準の維持と改善」と

いうところでは、やはりいわゆる床面積等を含めた形での基準の改善、またはこの国の基準を地方

が厳守をするということが基本的な建物の中のところであると思います。 

 また、現状と考えてみますれば、保育所の開所時間というのは 11時間で、その中で保育時間は８

時間を基本として現在は職員の配置をしていると思います。現状は多分、厚労省の方々もよく御存

じだと思いますけれども、多分 10時間を超えております。今、８時間だけ使っている人というのは

非常に少なくて 10時間くらいになっていると思いますので、現実的に開所を含めたところでの時間

に保育時間が完全に近付いているという状況をかんがみた形での質の改善が必要なのではないかと

いうこと。 

 また、その 11時間開所しているところについては、現状で言うと延長保育によって例えば１時間

延ばす、２時間とやっていることによって補填されているような形でその延長保育の 11時間もフォ

ローされているということがございますので、そのことについては保育所の開所時間と保育時間の

整合性をもう一度考えていただきたいと思います。 

 保育士の配置基準につきましては、今日は中にありましたが、いわゆる１歳児と２歳児を単純に

４対１、５対１にするというだけでも大変ありがたい話ですが、１歳児と２歳児で例えば１歳児の

４対１、または２歳児の５対１、そのような組合せもひとつ考えられるのではないかと思います。 

 ３歳児につきましては、２歳児までの複数担任というところからすぐさま 20対１という非常に大

きな隔たりがあるわけでございますので、ここを単純に 15対１ということも含めて保育士の複数担

任制の導入を考えていただけたらと思います。 

 ４・５歳児に関しましては先ほどの説明の中にありましたように、今回の小学校１年生の 35対１

をかんがみた中で４・５歳児の 30対１という現状の保育時間、８時間を考えたものからの改善とい

うのは必須だと思います。 

 また、専門的な職員として看護師のことがございましたけれども、やはり食育の観点、給食の観

点から考えても栄養士、または保健師、障がい児の対応の職員等の配置を再考くださればと思いま

す。特に栄養士につきましてはよろしくお願いしたいと思います。 

 また、出ておりましたけれども、他職種との均衡のとれた保育所職員の処遇の改善というのは基

本です。 

 また、地域子育てのために、これはあくまでも機能強化として子育て支援や文化芸術関係の職員

等の配置もできればと思います。職員の配置につきますところは以上でございます。 

 「職員の専門性、資質の向上のための施策の推進」としては、まずこども園（仮称）としての園

長ということがどういうふうになるのかということの議論がまだされていないわけでございますが、
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現行の保育所の施設長、または主任保育士の資格化、このことが非常に大きなことではないかと思

います。これに伴いまして、短大、専門学校等、保育士養成校を出てくるときの基本的に国家試験

の導入、または養成を含めた形での主任保育士などはその一つだと思いますけれども、上級資格の

創設等をよろしくお願いしたいと思います。 

 研修のことにつきましては中に少し今、触れておりましたけれども、まず職員研修の体制づくり

というのは初任者や５年、10年という研修の確立とともに代替職員の確保ということが大きな問題

になると思います。特に次のところは大きな問題だと思いますけれども、子ども処遇・保育環境準

備時間等の確保、特に子どもの検証、そしてそれによる保護者への対応等も含めまして、現状の８

時間の勤務というのはすべて保育だけに充てる形になっておりますので、最低８時間の中の１時間

以上はそれらの時間に取っていただけるような形で考えてくださればと思います。 

 地方自治体による研修体制の確保、または最近、とみに大きくなっております正規職員と非正規

職員の比率の違いも多分、公立保育所であっても正規職員と非正規のパーセントが約半分になって

いると思いますので、ここら辺は保育単価とこども園ができた中でもそういう単価と基本的に絡ん

でくる問題だと思います。 

 また、こども園（仮称）で示されている一つの大きな問題として、３歳未満児の短時間の保育、

６時間というものが示されているんですけれども、その６時間に対する職員が例えば６時間という

ような形では対応ができませんので、そこの仕組みもどうしていくのかということは考えてほしい

と思いますし、教育的な配慮ということになれば先ほどの３歳児の保育士の複数担任とはまた違う

意味で複数担任の導入、支援する方々の導入というのが必要だと思います。意見としては、以上で

ございます。 

 ４つほど御確認を願います。まず。今日の中で保育所の施設整備のことがありました。 

 １点目は、施設整備につきましては５ページですが、減価償却相当額を給付に含むということが

ありますけれども、前にも一度言ったのですが、現状として多くの保育所が建替えの時期にきてい

るということに関してはある程度の施策をきちんと行ってくれるのかどうかということです。 

 延長保育につきまして、８ページでございます。これは私の確認なんですけれども、現行の延長

保育、保育所における延長保育というものが今までどおり行われるのかどうかということです。 

 ９ページの障がい児に関しては、一般財源化を回避するという考え方はあるのかどうか。 

 ４点目は 10ページの一時預かりと地域子育て支援等ですけれども、基本給付に入っているわけで

すから、子ども手当との関係でこれらのことが行われないということはないと思いますが、箇所数

も含めて現行よりも現実的に細っていく。権利はあるけれども、行われないということが実質的に

行われていくのではないかという懸念があるのですが、その４点をお願いいたします。長くなりま

した。申し訳ありません。 

○末松座長 それでは、事務方の方からお願いします。 

○黒田室長 御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の施設整備の件でございます。施設整備の件につきましては、お手元の資料の５ペ

ージにも掲げておりますとおり、基本は減価償却費相当を給付費の中に入れていくということです
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が、その下に※印が振ってありまして、緊急的な基盤整備が必要なケースについては施設整備費と

しての補助を行うことが検討課題であるということが書かれております。 

 詳細についてはトータルの費用負担とも関わりますので全体の中で検討していくということにな

ります。 

 それから、２点目の延長保育の関係です。この点については、前回の多様な保育サービスの中で

延長事業の取扱いについて紙が出ていると思いますけれども、その事業については幾つかのやり方

があると思いますが、基本的にはこの部分はしっかり取り組んでいくという方向で制度の中で検討

していくということだろうと思います。 

 それから、３点目の障がい児の保育の件でございます。この点につきましては、前回も御議論が

ございましたように一般財源化されているものでございますので、それを一般財源化された前提の

中で取り組み、あるいは充実をしていくのか。または、この仕組みの中に入れていくのかというこ

と自体が論点でございますので、引き続きの検討課題ということでございます。 

 それから、４点目の一時預かりなど、あるいは地域子育て支援事業でございますが、これにつき

ましては今年の１月に定めました子ども・子育てビジョンの中でも一時預かり、それから地域子育

て支援事業とも箇所数も大きく増やしていくという目標が掲げられておりますので、これらをきち

んと増やしていけるような体制づくりについて、法的な枠組みを含めて全体の中で考えていくとい

うことでございます。以上です。 

○末松座長 よろしいですか。ほかにございますでしょうか。 

 では、池田さんどうぞ。 

○池田委員 私は意見と、１つだけ質問をお願いします。 

 先ほどの御発言にもありましたように、私どももこの新システムにつきましては質の高い幼児教

育、保育を希望するすべての子どもにということを第一のねらいと考えておりますので、本日事務

局の方から示していただきました、本当に子どもを中心に考えての職員配置、それから処遇改善、

このことについてはとてもありがたいことだと受け止めました。 

 幼稚園におきましても、また保育所も同様だと思いますけれども、一人ひとりの幼児が集団生活

を通して豊かな体験を積み重ねていくためには今、幼稚園は現行 35人対１という基準ですが、やは

り少し厳しいかなと思っておりました。今回、基準が上がることで職場としても正規の職員が増え

る可能性が増すということは、その組織運営の面でも非常にありがたいことだと思います。子ども

にも職員にもゆとりが生まれて、記録の整理や研修の時間等も確保しやすくなり、やはり質の向上、

質の維持というところにつながっていくかなというふうに思っております。 

 ここで１つ質問なんですけれども、学級編制ということです。ここでは、学級担任を置くという

ふうなことの理解はしてよろしいかということです。一人ひとりの幼児への意図的、計画的、継続

的な指導には、学級に対する責任を持つ責任者を明確にしていくような担任制が非常に有効である

と考えております。幼児期は身近な信頼する大人に依存しつつ、自立を目指す時期ということも考

えて、学級担任制も合わせてお願いしたいと思っているところです。 

 それともう一点、処遇改善につきまして、これはありがたいことなのですね。職員よりも、本来
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ならば子どもの方のことをというふうに思うのですが、やはり職員の意欲やそのやりがいを支える

ということが結果的には子どもの利益に返っていくと思います。ある程度の処遇が保障されること

で、この仕事を自分の一生の仕事にと考える職員が出ることは当然だと思います。経験の浅い職員

が常に入れ替わる職場ではなく、専門職としての知恵や経験が子どもたちのために生かされていく

職場をつくることができるかと思っております。以上です。 

○濵谷課長 担任の在り方については、基本的にはこども園（仮称）の基準の在り方の中での議論

だと思っておりますけれども、今回の推計上はクラスが増えるごとに担任が増えるということを前

提に推計をしております。 

○末松座長 ほかにいかがですか。では、渡邊さん、山縣さん、両角さん、北條さんとお願いしま

す。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。今ほど、子ども・子育ての支援施策にかかる質の改善という

ふうなことで、いわゆる前回の会議で示された費用負担の推計に更に踏み込んで、これまでの議論

を超えた核心の部分にかかる説明をいただいたわけであります。 

 ようやく核心の部分に触れて、そしていわゆる子ども・子育ての施策をいかにシステム化するか

という部分にかかってきたわけであります。これは見えない部分だったわけでありますので疑問が

多かったと思うのですが、あまり意見が出ないのはそこに圧倒されたのかなという感じさえ受けて

おります。そんなことで、大いに歓迎すべきことだなということで評価に値すると思います。 

 特に、やはり子どもに質の高い幼児教育または保育を保障するという形で関わるには職員が絶対

的な要素を占めるわけですね。ですから、先ほどの方からも御意見があったように、どうしてもそ

ういう職員の配置の基準改善とか、または職員の働く雇用改善とか、そういうものをやはり充実し

てあげることにより、さまざまな形での多様な子どもにかかるサービスの充実化も図られるわけで

すし、そして今、求めている質の高い幼児教育であり、保育であり、または量的なサービスも確保

されていくのではなかろうかと思います。 

 そういう意味で、特にこども園（仮称）の一体化の問題についていろいろと議論をしてきました

けれども、そういうことが今、示されたことによって核心に触れる部分として見えてきたわけです

ので、更により踏み込んだ考え方が示されてくるのかなと。また、皆さんもそういう意味で非常に

納得のいく形で、今後の論点整理をしながら議論をしていける一つの段階に踏み込んだのかなとい

うことで、非常に私としてはありがたく思っております。 

 ただ、これだけの踏み込んだいわゆる充実化を図るとなれば、どうしても財源がかかるわけであ

ります。先般の費用負担の推計の中でも７兆円に近いお金が必要となっているわけで、更にここに

プラスアルファ部分として内容の充実を図るとなれば、今ほど示されているような形の金額がプラ

スアルファ部分としてふくらんでいくわけでありますので、これが果たして今後の 25年以降の子ど

も・子育てのシステム化を、社会で支える子ども・子育てというふうな施策を推進していく中で徹

底的に確保される自信があるのかどうかというような不安も逆に出てきます。 

 先般、国家の 23年度予算が閣議決定されましたけれども、寄せ集めと言うと失礼ですが、我々は

何とか財源を捻出して形をつくったというふうな認識です。そういう中で、やはり今後議論をして
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よりよいシステムを目指していくことも当然のことですけれども、財源の確保ということで特に政

務三役の皆さん方は政治主導ということをおっしゃっているわけですので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。以上です。 

○末松座長 どうもありがとうございます。本当に核心の部分というのは財源の部分で、そこはま

さしく共通認識です。 

○山縣委員 山縣です。２つの意見と、１つ質問をベースに、質問の答えによってはと思っている

のですが、とりあえず今、渡邊委員からもありましたように、現行制度から見るとかなり夢を見さ

せていただいたという感じがあります。これだけでも実現したら相当現場は楽になるなという感じ

がありますが、夢ついでに更にもう一つ夢を見させていただきたいと思います。 

 いわゆるこども園（仮称）の機能との関係での職員配置の整合性といいますか、その点について

の意見です。こども園（仮称）についてはまだどういう形になるかというのは決定していませんけ

れども、少なくともこども園（仮称）というものをつくる方向で考えたときに、子育て支援機能と

いうものを私は義務づけるべきだという意見を幼保一体化のワーキングチームの方でも言っていま

す。それで、それに非常に近いものが今、認定こども園制度だと思うんです。教育機能と保育機能

と子育て支援機能の３つを義務づけているということですから。 

 しかしながら、ベースにある保育所は子育て支援機能が努力義務で、幼稚園も同じく努力義務と

いうふうに法律に書いてあるんですけれども、認定こども園につきましては義務づけているにもか

かわらず職員配置がされていません。「努力義務」と「努力義務」を足して「義務」になっても人は

配置されないという構造になっていますので、そこの関係は少し適切な対応が必要なんじゃないか。

すなわち、少なくとも義務にしたことについては常勤でも非常勤でも財源が幾らかでもかかってし

まいますからそんなに大きな夢は見ませんけれども、少なくとも義務づけたということはそこをつ

かさどる人が必要だということになるのではないかということです。そこを配慮していただきたい

とい思っております。 

 それに関連して養成に関わるのですが、保育士養成については来年から新しい仕組みになって、

そこに関する科目が従来の科目名称を変えて同じようなものが残っていきますけれども、幼稚園教

諭の養成についてはもともと大綱化しておりますから中に入っているということもできるのですが、

子育て支援があまりそこが明示されていないような気がします。今、養成課程を見ておりましたら

教育相談学的なものが恐らくそれに当たるんだろうとは推察するのですが、実際にやられている教

育相談学というのはあくまでも子どもを中心にした相談でして、テキストを見ましたら家庭を中心

にした相談学には必ずしもなっていないという気がします。そこら辺ですね。子育て支援にふさわ

しいところの大綱内での例示で結構ですので、幼稚園の養成でもそこの整合性を持たせたらどうで

しょうかというのが提案になります。 

 それから２点目ですけれども、質の改善の本体に関するところです。ちょっとここで確認をした

いんですけれども、今回は職員配置などが中心のものになっていましたけれども、今まででしたら

ここに評価とかが入っていたんですが、これは次回以降というふうになるのでしょうか。今日、意

見を言ってもよろしいのでしょうか。 
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○末松座長 どうぞ。 

○山縣委員 では、質の改善につきましては職員配置等による環境改善ですね。面積基準等の環境

改善による質の改善は当然だと思うんですけれども、このワーキングチームでも何度か示されまし

たように、質の改善というのは一方で評価を通じても改善が可能ではないかと思っています。 

 保育所、少なくとも自己評価の義務づけですね。私は理想的には第三者評価まで義務づけたらど

うかとは思っていますけれども、これもなかなかそこまでは難しいだろうとしたときに、自己評価

の義務づけと第三者評価の努力義務化ということが少なくとも保育所、幼稚園の双方、あるいはこ

ども園（仮称）に求められるのではないかという意見を持っています。その中には、当然利用者評

価も含めてということになります。いわゆる１者、２者、３者の評価体制ですね。これをどのレベ

ルで義務づけ、どのレベルで努力義務化するかというのは私もまだ詳しくはわかりませんけれども、

そういうことを視野に入れていただきたいということです。 

 もう一点、質の改善では言葉遣いが非常に難しいんですけれども、福祉関係で言いますと苦情解

決制度というふうに呼んでいますが、この部分がやや学校場面、特に私立学校が独自の枠組みにな

っていますので、そこの窓口が地方を見ていたら少ないという感じがします。公立学校については、

教育委員会がある程度対応されている仕組みがあります。 

 それから、保育所等につきましては社会福祉協議会とか社会福祉法の中でその対応制度は書いて

ありますので、すべてに適用されています。私も大阪府でこういうものをつくろうというので行政

と一緒に考えたのですけれども、私立学校だけがその枠組みに入りづらいという結果になってしま

いました。そこの部分ですね。私立幼稚園さんにも適用するような保護者と子どもの権利が守られ

るような、あるいは疑問があったときに匿名でも言えるような仕組みですね。そういうものが必要

なのではないかということです。 

 さらにそれが進化すると、被措置児童等虐待というのが児童福祉法の中の制度にあるんですけれ

ども、私はこの制度ができたときにこの制度は反対ではなくて賛成なのですが、その制度設計のと

きに言った意見の中で実現できなかったのが、保育所がここに入っていません。児童養護施設とか

乳児院とか、いわゆる措置のイメージのところプラス障がい児施設ですね。これについては対象だ

というふうに国の方から明示しておられます。 

 それ以外にも若干、措置制度でないものが入っているのですが、保育所も残念ながら現場におい

てはそういうことが起こっているというふうな認識をしています。それに対応する仕組みですね。

これは学校でも同じではないかと思っていまして、そういう公的な仕組みを検討することによって、

質をそれ以上に落とさないといいますか、改善というよりも最低限のところは守っていただくため

の仕組みが要るのではないかというのが２点目のトータルでの意見になります。 

 それから、最後に質問です。５ページのところのデータを少し教えていただきたいのですが、「職

員の処遇改善」というものがありまして、賃金構造基礎調査の結果が出されていますが、このデー

タはまず常勤職員ということで考えていいんですね。調査は両方入っていますが、ここに出された

のは常勤のみと考えていいですか。 

○黒田室長 一般労働者ですので、常勤ベースです。 
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○山縣委員 そうですね。それをベースに考えたときに、保育所と幼稚園教諭の差があまり見えま

せんけれども、これは公立も当然含めて入っていますよね。 

○黒田室長 含まれております。 

○山縣委員 御存じのように、保育所の場合は公立と民間が数的にはほぼ半々で、職員的には民の

方が多いと思うんですけれども、幼稚園の場合はほとんどが私学になります。公立幼稚園さんは非

常に少ないということで、私立幼稚園さんが中心になります。 

 そうすると、私はトータルではあまり差がないという結果だと思いますが、恐らく公民格差を見

たときにかなり差があるのではないかという感じがします。すなわち民間保育所の方々、それから

企業ベースの保育所も含めて、民間労働者の問題というのはもっと深刻な受け止め方をした方がい

いのではないかという感じがしています。これは質問をベースにして、データがもし可能であれば

出していただいて、そのときに必要があれば意見を言わせていただきたいと思います。以上です。 

○末松座長 貴重な御提案をありがとうございました。評価システムとか苦情解決システムについ

てコメントがあれば言っていただけますか。最後のところは、特に公民格差も何かコメントがあれ

ばお願いします。 

○濵谷課長 評価システムについては、幼保一体化ワーキングチームで資料を出させていただいて

おりますが、まだ議論されておりませんけれども、自己評価あるいは第三者評価の努力義務化また

は義務化についてどう考えるかということは大きな検討課題だと認識をしております。 

 それから、苦情処理については確かに御指摘のようなところはあろうかと思いますけれども、今、

基礎資料がございませんので課題として受け止めさせていただきたいと思います。 

 それから、公民格差の件については同じデータとしてのデータはないんですけれども、今回お示

ししたデータは公私立の別が取れないのですが、別のデータで申しますと御指摘のような公私格差

がございます。ちょっとベースが違いまして、ボーナスが入っていない賞与を含まない１か月の賃

金ベースで見ますと、幼稚園の私立の教員については 20 万 1,000 円で、保育士の私立についても

20万 1,000円でございます。 

 一方で、公立については幼稚園は 30.9 万、保育士は 24 万ということで、やはり御指摘のとおり

私立について給与が低い現状でございます。 

○末松座長 それでは、両角さんどうぞ。 

○両角委員 私も、この質の向上というのは非常によいことだと思います。日本は今、ＯＥＣＤの

中では子どもにお金を使う割合が非常に少ない国の一つなので、確かに大変なお金が必要になりま

すけれども、やはり子どもにもっとお金を使うという社会的な合意ができてくればいいと本当に思

います。具体的に２点、御質問と意見を申し上げます。 

 まず５ページの「職員の処遇改善」です。今、御質問があったところですけれども、これは全体

として全産業平均より低いということと、もう一つ、私が気になるのが勤続してもあまり賃金が上

がっていないということで、保育士さんとか幼稚園の先生が結婚したり子どもを持っても長くずっ

と勤続していくということをあまり想定していない賃金制度になっているのではないかと、この表

を見る限りで感じました。 
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 前回も申し上げましたが、こういう職業の方々が長く自分の子どもを持っても働いてくださると

いうことが、親として子どもを預けている者として、保育や教育の質という点からとても大事だと

思っておりますので、賃金を上げることももちろん大切ですが、もっと積極的な両立支援の仕組み、

重点的にこれらの職業の方の両立を支援する工夫のようなものが必要ではないかと思います。 

 それからもう一つは、６ページ目の放課後児童給付の方です。これも提案されていることは非常

に賛成でして、特に子どもを学童に預けている親として見ますと、確かに非常勤の若い職員の方が

子どもを見てくださるのもいいんですが、何か問題があったりしたときの父母とのコミュニケーシ

ョン、父母会との連携などの点からは、常勤職員が各クラブに複数いることが望ましいのではない

かと感じています。 

 そこで御質問なのですが、この試算では年 300 万円かける３となっていますが、この 300 万円と

いうのは常勤の賃金なのでしょうか。低過ぎるように思うのですが、これは非常勤ですか。 

○黒田室長 お答えします。放課後児童給付の今の補助の組み方は非常勤職員をベースにして、今、

手元にはございませんが、年間百数十万くらいの金額がまず積まれています。これを常勤化する場

合に、お１人当たりプラス 300 万円のお金が追加的にかかってくるということで、そういう計算に

なっています。 

○両角委員 300万円を上乗せすると、１人当たりどのぐらいになるのですか。 

○黒田室長 大まかに申しますと、先ほど保育所の方で見ていただいた、例えば１人当たり 400 万

くらいの金額になるということです。 

○両角委員 わかりました。 

○末松座長 ほかにございますか。では、奥山さんどうぞ。 

○奥山委員 子育てひろば全国連絡協議会の奥山でございます。今日、資料を見させていただきま

して、職員配置等について配慮されたことについてはありがとうございます。 

 私どもは、ゼロからおおむね２歳の小さい子どもたちが通っている子育てひろばの運営をしてお

りますが、何度も申し上げますけれども、やはりゼロ歳児に関しましてはもし１歳からきちんと保

育所に入れるという確証ができれば在宅で子育てをしたいという人たちも多いと感じておりますの

で、ゼロ歳児はなるべく地域で、御家庭でというところを申し上げたいと思っております。 

 それで、前回の資料の中でゼロ歳から２歳の保育所、こども園（仮称）、公的保育利用割合が現状

は 24％から 35％ということです。ということは、65％の方がまだ在宅でということになると思うの

ですが、更にゼロ歳児さんがなるべく地域や御家庭でとなりますと、やはり初めて子育てをする家

庭をきちんと見守っていくということが重要だと考えます。今日の資料の中に２行で、10ページに

地域子育て支援拠点事業のことも触れていただいておりまして、分量が少ないということは伸びし

ろもあるということで、今後いろいろな向上が図られていくのだろうと期待しているところですけ

れども、ますますそういった意味では重要になっていく分野だろうと思っております。 

 ここについても、専任の職員配置ということに触れていただいております。現状では、スタッフ

２人という中で常勤雇用はもちろんできない状況ですので、時給ベースで何人かの人たちで支援を

しながらスタッフとして活動しているということがございますので、是非これからますます情報提
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供ですとか、一人ひとりの御家族に対してのサポートがきめ細やかに必要になってくるということ

を考えますと、この部分にも是非御配慮いただければと思っております。 

 あとは１つ、質問ですけれども、前回の資料の一時預かりのところには就労形態の多様化に対応

する一時的な保育や、専業主婦家庭等の一時的に子育てが困難となる際の保育という形で一時預か

りのことを書かれておりまして、現状より 26 年度ベースでは 10 倍の利用者を見込んでいるという

数字になっているわけです。その辺りと、ここでの一時預かりについての体制の充実ということで

すね。それから、今回はこの資料にない小規模保育や家庭的保育との関係について少し教えていた

だければと思っております。お願いいたします。 

○末松座長 では、お願いします。 

○黒田室長 御質問にお答えいたします。まず、子ども・子育てビジョンに掲げられた数との関係

ですが、数については子ども・子育てビジョンの案における量の拡充というものが大前提にあって、

それを前提に置いた量の拡充の試算は前回お示ししているとおりです。ですから、言ってみればこ

この一時預かりについての質の拡充が実現するとしたら、それが量の拡充にプラスして行われると

いうことになります。それが１点目です。 

 それから２点目で、一時保育等との関係についてのお尋ねです。これは、恐らく短時間の利用と

の制度的な仕組みの住み分けの仕方ということになると思いますので、この点については引き続き

の検討課題ということになりますが、基本は一時預かりはすべての御家庭に対する子ども・子育て

家庭に対する支援、それで幼保一体給付（仮称）の方は保育あるいは幼児教育の必要性を踏まえた

ものということで、そこが大きな違いということになります。 

○末松座長 それでは、北條さんどうぞ。 

○北條委員 ２つございます。１つは、今日いろいろお示しいただきましていろいろ改善の方向と

いうものが具体的に示されたことは大変ありがたいことだと存じます。１ページのところは「現行

の幼稚園・保育所に比べて更に質の高い幼児教育・保育」となっておりますので、このことを決し

て忘れないでいただきたいと思います。 

 心配なのは、おわかりだと思いますが、園庭を心配しております。園庭確保は大変なお金がかか

るということは十分承知しておりますけれども、それをあきらめてしまうならば質の確保というこ

とにはならないですから、これはお答えは要りませんが、是非ともよろしくお願いいたします。 

 もう一つは、ただいまの御発言とも関係はあるのですが、基本制度案要綱でワークライフバラン

スについて、新システムとはそのシステムの中でワークライフバランスの実現というふうに書いて

ございます。このことについて具体的な議論がなされておらないと思いますが、やはりこれは質と

関係すると思います。例えば、長時間の保育というのも必要なときには必要ですけれども、これは

子どもの立場に立ってみればあまり長過ぎない方がいいということも当然あるわけですから、一体

どういう保育あるいは幼児教育を実現していくのかということをやはり具体的に示すということが、

これは約束ごとなんだろうと思いますので、是非ともその検討を次回になるのでしょうか、そうい

う時間を取って議論いただきたいと思います。強くお願いいたします。以上でございます。 

○末松座長 それでは中島さん、菊池さんとお願いします。 
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○中島委員 ありがとうございます。事務局より具体的な資料をお示しいただいて、イメージがだ

んだん具体化してまいりましたけれども、私からも幾つか意見を申し上げたいと思います。 

 本日は資料をお配りしておりますので、詳しくはそちらをごらんいただきたいのですけれども、

私からは皆様から出されている意見とも関係して５点申し上げたいと思います。 

 １つは、財源の確保についてでございます。今日の大くくりのテーマが費用負担ということでご

ざいまして、「質の改善は夢」という表現をされた委員もいらっしゃいましたけれども、私はこれは

夢ではなくて現実のものにしていく確信を持って、このワーキングチームが意見を表明し、社会的

合意を促していくような方向で問題提起すべきではないかと思っております。 

 といいますのは、先ほど来も出ておりますけれども、ＯＥＣＤレベルで見ましても、日本の社会

保障費の全体の割合から見ましても、子ども・子育て関連支出が日本の場合は非常に少ないという

前提があると思っております。今般、政府からも社会保障と税の一体改革の一定の道筋をお出しい

ただいておりますけれども、社会保障と税という意味で安定財源を国民合意の下に確保することを

前提で考えていく必要があると思います。本日提出させていただいた資料にも書いておきましたし、

この政府の文書にも書いてございますけれども、今まで人生の後半にシフトされがちだった社会保

障費を人生全般、未来への投資という位置付けで子どもや若者にきちんと回していく。全体のパイ

の問題と配分の問題と、国家戦略として子ども・子育て支援にパラダイムシフトしていくという覚

悟で、そのボリュームについても積算をしていくべきではないかと思っております。 

 それから、質の問題ということで職員配置を取り上げていただいて本当にありがたいと思ってお

ります。今まで本当に少ない職員配置と財源、待機児童も発生をするということで現場の皆さんは

頑張ってやり繰りをしていらっしゃいますし、自治体におかれましても単費で持ち出しをしたり、

本当にさまざまな工夫をして担っていただいています。 

 そうした現状から、やはり子どもの安全、そして少なくとも今までの水準を下回らない、むしろ

質の向上を前提に、例えば保育所あるいは放課後児童クラブ、そして児童養護施設など、たくさん

の関係の施設や施策がございますけれども、少な過ぎる職員配置の部分について、是非適切な配置

に確実に増強していただく必要があると思っております。 

 この前、幼保一体化のワーキングチームでもちょっと申し上げましたけれども、例えばゼロ歳が

３対１、１歳が６対１、この配置では緊急時なども考えますととても安全も含めて担保できる水準

ではないと思います。取り分け今、一般財源化の影響により公立保育所では非常勤職員の方が非常

に増えているということを考えますと、常時、正規職員で確実な人員、あるいは人材が子どもたち

を見ているということが確保される必要があると思っております。 

 ３点目が専門職の配置についてです。これにつきましても、アレルギー食であるとか、健康の問

題であるとか、虐待の問題であるとか、必ずしもその施設に常に張り付きで常勤で配置される必要

はないかもしれませんけれども、専門職の支援やサポートがきちんと担保されることが必要だと思

っております。 

 それから、４点目が人材の確保についてです。これも先ほど来、多くの先生方が御指摘でござい

ますけれども、公立保育所運営費の国庫負担金が一般財源化されたということもあり、現在、公立
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保育所では非正規職員の割合が５割を超えております。結果として非正規の職員の皆さんの賃金、

処遇なども入れれば、先ほど官民格差というお話がございましたけれども、平均すると公も民もな

く、この分野は職員の処遇が高くないと言えるかと思います。結果としてどういうことが起きてい

るかというと、人材が定着をしないという現実が起こってきております。その意味でも、十分な処

遇と、人材が定着できる条件整備というものが必要だと思っております。人材を確保するのが困難

な状態は、公立も民間も、あるいは放課後児童クラブや児童養護施設なども同じ状態にあると思っ

ております。 

 それから、最後になります。障がい児の財源について先ほどお話がありましたので、一括交付金

の議論の場でお話をした方がいいのかもしれませんけれども、既に障害児保育補助金は一般財源化

をされているということもございまして、自治体ごとに相当の格差が出ているということを多々聞

いております。少なくともこれから一括交付金という形で財源に子どもというマークを付けていく

とすれば、包括、一括、名称はどうなるかわかりませんけれども、子ども・子育て包括交付金（仮

称）の中にきちんと位置付けていくのが筋だろうと思っております。 

 以上でございます。長くなってすみませんでした。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、菊池さん、田中さんとどうぞ。 

○菊池委員 菊池でございます。本日、論点整理というレベルですけれども、質の改善についてあ

る一定の資料を出していただいたことについて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございま

す。 

 ただ、そのお示しいただいた水準が是か非かという議論はこれまた別の問題だと思っております。

幾つか意見と、それから質問をさせていただきたいと思っております。 

 まず、最初に質問の方ですけれども、それぞれこの水準にした場合の所要額といいますか、数字

を出していただいておりますが、これは合算すると相当膨大なものになるなという感じがしており

ます。その総額は果たしてどの程度になるのかという数字をお示しいただければということが１つ

です。それに加えて、それが本当に実現可能な水準なのかどうかということについてもお考えをお

示しいただければということです。これが第１点目でございます。 

 それから、もう一つですけれども、負担の水準について１割上昇した場合ということになってお

りますが、これを１割とした場合、現行の保育所の利用だと利用者の負担が４割から３割になると

いうことですね。これが目指す水準なのかどうか。これは、これまでも何度か意見として申し上げ

ているのですが、ほかの社会福祉制度との整合性の問題があろうかと思うのですが、所得の低い若

い人たちの負担が非常に重くなっている。そういったことについては、過去に１割負担にした場合

は 6,900 億の追加所要額が必要だということが数字で示されておりましたけれども、このことにつ

いてどのようにお考えなのかということです。これが２点目です。これは質問の２つでございます。 

 それから、これは思いといいますか、意見ですけれども、１つはこども指針（仮称）の検討が別

のワーキングチームで進められておりますが、保育所保育指針が改定されましたけれども、では現

行の保育制度がその指針を実現するに足る仕組みになっているかというと、そうではないと思って

います。そういう意味からすると、この子ども・子育てで新しい検討をされている指針と、この目
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指す給付水準というものをきちんと連動するものにしていただきたい。細かいことを申し上げるつ

もりはございません。これはやはり連動すべきだと思っております。同じ国が決める一つのシステ

ムであって、それから指針というものですので、乖離したものであってはならないということです。

これを是非ともお願いしたいと思っております。 

 それから、もう一つは５ページのところです。これを見ますと、私どもは日ごろから賃金水準は

低いなと思っておるわけですが、非常に明確な数字がここで示されている。例えば 25 歳から 29 歳

のところを年収ベースで見ると 84 万の差がございます。それから、それが 30 から 34 歳になると

144 万の差になるわけです。この問題をどうとらえるかということがあると思います。要するに、

継続すればするほど賃金格差が広がっていく。この現実をどうするのかという問題があります。そ

の辺について、是非とも今後の検討の材料としてお考えいただければと思っております。 

 それから、もう一つはどういったサービスを利用する場合においても同じレベルの水準が維持さ

れるということ、これも大事なことだと思いますので、これについても十分な御検討をお願いした

いと思います。以上でございます。 

○末松座長 それでは、今の質問についてお答えできるところがあればお願いします。 

○黒田室長 幾つか御質問がございました。まず合算すると幾らになるのかということですが、こ

の資料をごらんいただきましても検討課題を挙げているという性質のものですので、まだトータル

の金額が幾らかははじいておりません。 

 それから、費用負担、目指すべき水準はどれぐらいなのかという御議論です。今、菊池委員が御

指摘の今年の１月の子ども・子育てビジョンの中で認可保育所の利用料を１割とした場合の水準が

示されております。これは、この資料の中にも 17ページにお示ししているとおりでございます。 

 この利用者負担の水準については、最終的にはほかの制度と均衡、それからトータルでこれらの

仕組みの中で追加的にかかる財源の規模、こういったさまざまな要素が考えられるわけですが、こ

の中で一体何を優先していくのかというバランスの問題として、最終的には制度設計の段階で考え

られます。今の段階では何割という水準はお示しをしていないところでございます。 

○末松座長 それでは田中さんで、次の議題もありますので池田さんが最後ということで手短にお

願いします。 

○田中（常）委員 今日、質の改善という議論を整理していただいたものを見させていただいたの

ですけれども、全体の制度設計を考えるときにどういう視点で質をとらえるかということを一度是

非整理していただきたいと思います。ここの中で、質は子どもに対するサービスの質ということ、

それから働き方に対して親に対するサービスの質ということが両方ごちゃごちゃに入っているよう

に思うんです。それを是非整理して、全体の制度設計の中でどういうサービスに対しての質の向上、

それから子どもに対しての質の向上がどういうふうに反映されているのかということが俯瞰できる

といいと思います。 

 特に我々、産業側から見ていると、やはり全体の制度設計をどう議論するかということの中にそ

れぞれを当てはめていきたいというところがありますので、是非ラフでも結構なんですが、一度そ

ういった整理をしていただけるとありがたいと思います。 



 17

○末松座長 それは基本的ですが、事務方の方で子どもに対する質、親に対する質、あるいは産業

に対する質ですか。そこはどういう認識かを示してください。 

○黒田室長 御指摘を踏まえて考えたいと思います。それで、それぞれのファクターをきちんと分

けられるのかどうかというところもあるのかなと。つまり、先ほどのお話で申しますと、こども園

（仮称）の職員体制が充実をされれば、それは子どもに対する質、そこで提供される幼児教育、保

育の質にも関わるのでしょうし、そこで高い質の幼児教育、保育が提供されることが、ひいては親

御さんに対するメリットになるという点もあり、恐らくそれぞれのファクターは関連し合っている

という面もあると思います。御指摘を踏まえて、どのような形で整理できるかは検討させていただ

きます。 

○末松座長 では、池田さんどうぞ。 

○池田委員 ありがとうございました。先ほど、公私の格差ということも少しお話がありました。

本当に私ども公立幼稚園は大変優遇されているなということは思っております。そして、育児休業

制度にも職員は大変救われまして、仕事を続けられているという現実もあります。 

 しかし、教育、保育の質ということを考えたときにはこのような公立幼稚園が今、優遇されてい

るようなことが、すべてのこども園（仮称）でできていったら本当にすばらしいなと思っていると

ころでございます。 

 そして、一番優遇されていてありがたいというのは、やはり研修制度なんです。教育公務員とい

うことで研修が義務づけられております。もちろん園の中での研修もそうなんですけれども、自分

の幼稚園を離れて他講習の教員とも研修を十分積むことができております。これからこども園（仮

称）になったときに、現場にいますと本当に目の前にたくさんの仕事がきます。それで、この義務

づけということがあることによって、その組織の中でやはり教員を研修に出そうということがしっ

かりと明確になってきますので、やはり是非研修は義務づけるということで考えていただければあ

りがたいと思っております。以上です。 

○末松座長 それでは、もし特になければ次のテーマにいきたいと思います。 

 では、子ども・子育て包括交付金（仮称）について事務局から説明をお願いします。 

○黒田室長 お手元の資料２に沿いまして御説明させていただきます。 

 １ページは目次でございますが、構成としては交付金自体、市町村における会計、それから国に

おける会計の３つの部分で構成されております。 

 ２ページにまいります。赤枠で「基本制度案要綱の抜粋」がございます。「基本設計」の部分では

包括交付金の導入、それからⅣの「費用負担」のところでこちらに書かれているような要素が書か

れております。 

 こうした基本制度案要綱の考え方を整理したものが３ページにございます。大きく５点にまとめ

て、その制度案要綱の趣旨を説明しております。 

 まず１つ目の黒い四角ですが、これは子ども・子育て新システムの費用を社会全体で負担すると

いうことですが、これらの負担分は実施主体である市町村に確実に交付されることが必要である。

その財源保障の確実性といった要素でございます。 
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 それから、２つ目の四角にございますのが、その際、地域のニーズに応じた事業の運営が可能と

なるよう、今の各種補助金、負担金等を一本化して包括交付金を設けて、その使途については「子

ども・子育て支援」に合致する範囲内で市町村の自由度を確保することが適当であるという点でご

ざいます。 

 それから、３点目といたしましてはこういったお金が地域のニーズに即した事業に活用されて費

用負担者の納得を得て進めていくためには、子育て当事者、子育て支援の当事者、それから費用負

担者など、こういった分野の関係者の方々が包括交付金の使途や事業の効果をチェックをして将来

の事業改善につなげていくＰＤＣＡサイクルを回していくということが必要であるという点です。 

 ４点目といたしまして、交付金額の算定基礎については透明性を確保する観点から客観指標を基

本とすることとされておりますが、一方で需要に応じた変動というものも当然緩和されなければな

らないという点です。 

 最後の５点目ですが、この市町村の特別会計等につきましては、包括交付金が「子ども・子育て

支援」のために使われるということを確実に担保する方法としてお示しをしたものだということが

整理されております。 

 以下、４ページ以降で個別の論点について御説明を申し上げます。 

 ５ページは現在の個々の事業ごとの仕組み、それから新システムにおける仕組みのイメージ図で

ございます。現在は個々の事業、施策ごとに国庫補助等の仕組みが設けられておりまして、負担割

合も各々に設定をされております。ですので、個々の事業間の地域の実情に応じた使い方というの

はなかなか難しい面もございます。新システムにおきましては、これらの国庫補助等の仕組みはな

るべく一体的にしていこうという方向性でございます。 

 ６ページは制度案要綱の「給付のイメージ」ですが、何度かごらんをいただいたものでございま

すので省略をいたしまして、７ページ以降に既存の子ども・子育て支援の関係、関連の事業の一覧

がございます。これはざっとごらんいただければということですが、例えば実施主体もさまざま、

それから負担割合というところにカラーの便図が添えてありますが、国、都道府県、市町村あるい

は事業主の方、被保険者、それぞれの事業ごとにさまざまな負担割合が設定をされております。そ

れから、義務的経費か裁量的経費か、これは後でまた出てまいりますが、こういった点もまちまち

で、それぞれに定められているといったことでございます。これは、一覧として御参照いただけれ

ばと思います。 

 少し先にまいりまして、12ページでございます。こういった国から市町村に対するお金の流れを

考える上で、補助金等に関する予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる補助金適化法という法

律が関わってまいりますので、この御紹介でございます。基本的には、補助金適化法の対象になる

ということが原則でございます。 

 例外的にありますのは、12 ページの下のところにありますような主に３つの類型でございます。

例えば、反対給付を受ける。国がお願いをしてお渡しをしたお金について反対給付を国が受けるよ

うなタイプ、例えば委託費などです。それから、損失補償のような相手方がこれによって利益を受

ける面がないもの。それから、地方交付税交付金のように使途が特定をされないもの。こういった
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ものについては適化法の対象外ということになりますが、残りは基本的には対象になるということ

でございます。 

 13ページにまいりますと、この使途が限定をされる交付金は適化法の対象になるということにな

りますし、政府で検討を進めております一括交付金も適化法の適用を受ける方向で検討がされてい

るということでございます。 

 ２つ目の丸ですが、仮にこの補助金適化法の対象になるということになりますと、事業完了後の

実績報告は確定・精算等が義務づけられますので、こういった適用を受ける場合には使途は把握が

可能になるということです。 

 続きまして、14ページでございます。もう一つ、この課題を考える上で地方財政法上の経費の区

分ということが論点でございますので、この点を整理してございます。現行制度上、国から地方に

財政支援を行う方式といたしましては義務的経費、それから奨励的経費の２つの分類がございます。

例えば義務的経費に該当しますのは、今で言いますと保育所の運営費の国庫負担金などがこれに該

当いたします。 

 この義務的経費については、特定の事業目的に使途が限定をされまして、事業に対して負担する

ことは法的な義務づけがございます。一方で、事業を終了する際に不足が生じた場合には国から地

方に追加交付がなされますので、財源保障の機能は強い類型でございます。 

 一方で、②の奨励的経費です。これは、特定の事業目的に使途は限定をされておりますが、やる

かやらないかという点については地方の裁量がございます。一方で、国の予算の範囲内での財政支

援にとどまりますので、財源保障の機能は弱いということでございます。 

 それから、この※に付しておりますように、最近交付金が多くございます。これは、奨励的経費

の中で複数の事業メニューを一本化して、事業の選択は地方にゆだねられるという類型でございま

す。ですので、メニューの範囲内での事業実施あるいは補助をどのように行うのかといった点につ

いては地方の裁量がございます。 

 一方で、不足が生じた場合の財源保障が弱いといった点はこの②奨励的経費と共通であるという

ことでございます。こいった分類を踏まえて、この仕組みの中でどのように自治体を応援していく

のかということが課題でございます。 

 続いて、15ページでございます。こういった点を踏まえまして、その包括交付金の基本的な考え

方を整理してございます。これは、２つ目の丸の点線に囲った部分です。 

 １つ目の黒いポツでございますが、この仕組みの給付事業、これは市町村が真ん中に置いていた

だく仕組みを念頭に置いていますが、この新システムの給付事業については５年くらいというイメ

ージですが、中期的に取り組む内容を盛り込んだ事業計画をおつくりいただいて、この中で必要な

事業量等々は一定の期間内で見込み、それを費用的に応援する方法としてこの包括交付金を仕組ん

ではどうかという点が１つ目でございます。 

 ２つ目のポツにありますのは、この中期的な計画を踏まえて毎年度「実施計画」をおつくりいた

だいて、この実施計画の中で現在の事業量、それからそれにプラスして行っていただく事業量をお

書きいただき、その所要額を国が交付するといった仕組みにしてはどうかということでございます。 
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 こういった考え方を前提とした場合に、具体案をつくっていく上での論点を２つ挙げております。

１つ目は、交付額に不足が生じた場合の財源保障をどうするのかという点。これは特に受給権が保

障された個人給付のタイプについてはそういったものが含まれていると、言ってみれば先に権利が

発生をしてお金が出ていく面もあるということで、こういった点をどう考えるのかという点でござ

います。 

 ２番目が、市町村の裁量の確保でございます。 

 16ページ、17ページにイメージを２つお示ししてございます。 

 16ページの「イメージ１」ですが、これはまず渡し切りの交付金として毎年度の所要額を包括的

に交付して、２つ目の丸にありますように各年度の返還・追加交付は行わないということでござい

ます。これは、事業計画の期間ごとに返還・追加交付を行うということを念頭に置いております。 

 ３つ目の丸にありますが、交付金額に不足が生じた場合の対応ですが、大幅な不足時は変更計画

をおつくりいただいて交付金の変更申請を行っていただく。それから、小幅な不足時については期

間の年度の最終年の段階での確定・精算を踏まえて追加交付で対応することが考えられるというこ

とでございます。 

 この案でまいりますと、「メリット」ですが、これは渡し切りの交付金ですので市町村の自由度が

高い設定になるということでございます。 

 一方で「課題」といたしましては、現在個別の事業ごとに定められている役割分担あるいは費用

負担の割合がわかりにくくなる面があるということ。 

 それから、２つ目の丸といたしまして、地方財政法で区別をされている義務的な経費、裁量的な

経費を統合しますと、地方が義務的な経費を確実に実施することに重きを置くため、裁量的な経費

の実施に必要な国費が不足するおそれがあるのではないかといった点。 

 それから、３つ目の丸といたしまして、不足時の財源保障が別途必要になってくるといった点が

課題でございます。 

 「イメージ２」は、これに対しまして使い道、もう少し申しますと受給権が保障された個人給付

分、それから市町村事業分の２つに大きく分けまして、その両者の間にミシン目を入れるという案

でございます。 

 まず、受給権が保障された個人給付分につきましては義務的な負担金として交付をする。これは

毎年度確定・精算を行いまして、不足が出た場合には追加交付で確実に対応するという仕組みでご

ざいます。これは、個人給付ごとにまとめてお渡しをするイメージでございます。一方で、市町村

事業分について奨励的な補助金として交付をするイメージでございます。 

 この「メリット」としましては、個人給付分については毎年度追加交付によって不足が生じた場

合にも確実に財源保障がされますので、財源保障機能はイメージの１に比べて強いということでご

ざいます。 

 一方で「課題」といたしましては、市町村の自由度をどう考えるのかといった点でございます。 

 この点につきましては、先ほど触れました市町村新システム事業計画を策定する際に、市町村の

首長の方々が地域の保育ニーズを踏まえた「こども園（仮称）」、それから「多様な保育」の中でど
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ういった配分でどういったサービスの組合せでその自治体の中の保育、幼児教育のニーズにこたえ

ていくのかを位置付けていくということも考えられますし、そういったものの中で地域的な裁量、

首長の裁量というものは発揮できるのではないかという点がございます。 

 それからもう一点目は、奨励的補助金の部分については各年度の追加交付・返還を不要として渡

し切りとするような構成も考えられますし、年度間の融通や事業間の融通を認める案も考えられま

すが、この場合には国の負担割合の定めを置かないことが前提となってまいります。それからまた、

個人給付と市町村事業を区分して交付することも検討課題でございます。 

 続きまして、18ページ以降が「市町村における会計」の扱いについての資料でございます。 

 19ページに「考え方」がございます。この議論、制度案要綱にも定めがございますが、これは詰

まるところ、国からお渡ししたお金が地方において確実に「子ども・子育て」のために使われると

いうことを制度的にどのように担保をするのかということが課題でございます。事後的に実績を把

握してＰＤＣＡのサイクルを回していくということでございます。 

 この使途の実績についてのＰＤＣＡサイクルは、以前から御議論がございます「子ども・子育て

会議（仮称）」が仮に自治体にも設置をされるということでありますれば、こちらの場を通じてどの

ようにお金が使われ、それが有効であったのかどうか。その次のサイクルにどのように反映してい

ったらいいのかという点は確認をされるということでございます。 

 また、補助金適正化法の適用対象になると仮定をしますと、実績報告、確定・精算手続きはいず

れにしてもございますので、こういった場合には使途の把握ということはこの仕組みの中でも可能

だということでございます。そういうことでございますので、お金についての取扱いについて以下、

３案を御用意しておりますので順次御説明いたします。 

 まず 20 ページです。20 ページは、市町村の一般会計の中で対応する案でございます。これは構

造から申しますと、まず国というところから包括交付金というピンク色の矢印が下に下りておりま

して、都道府県が緑色のマークで書いてありますが、これらのお金は市町村の一般会計の中に受け

入れます。ですので、一般会計の歳入のところに国からの受け入れ、都道府県からの受け入れが計

上されます。それに対応する歳出が、市町村からお出しいただくお金と合わせて歳出として組まれ、

このお金が一般会計より現物給付・現金給付に対して支出されていくという仕組みでございます。

この実績については、自治体の子ども・子育て会議（仮称）に報告をされ、合わせて国にも報告を

されるという仕組みでございます。 

 「メリット」と「課題」が 21ページに整理してございます。 

 「メリット」としては、現行の制度の中で対応することができる。特別会計の新設が要らないと

いうことでございます。 

 「課題」といたしましては、子ども・子育てのために使われたということが把握できる仕組みに

なるのかどうかという点でございます。 

 この点につきましては１つ目の矢印にございますように、補助金適正化法の適用は基本的には受

けるという前提ですので、実績の報告、精算・確定等の流れの中で使途の限定把握は可能でござい

ます。 
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 また、２つ目の矢印にございますが、この市町村の一般会計予算の中の款項目の立て方によって

この分野の受け入れ、それからこの分野の使途を確認する仕組みということも可能であろう。 

 それから、３つ目の矢印といたしまして、更にこういった使われ方は子ども・子育て会議（仮称）

でチェックをしていく。ＰＤＣＡのサイクルを回していくということで、新たな当事者参加の中の

特定の仕方、把握の仕方、チェックの仕方ということもあり得るということでございます。 

 続きまして、22ページが「市町村に基金を設置」するという案でございます。お金の流れは案の

１と似ておりまして、国と都道府県からのお金は市町村の一般会計で受け入れて、一般会計の中の

歳入として計上されます。 

 案の１との違いは、国から一たん一般会計の歳入で受け入れたお金は、市町村が設ける基金に一

たん繰入れをします。この中からその当該年度に必要なお金を繰り出して、これに都道府県から受

け入れたお金、それから市町村の負担分を合わせて歳出として一般会計に予算計上をし、そのお金

が現物給付・現金給付に一般会計から支出されるという仕組みでございます。自治体の子ども・子

育て会議あるいは国に対して報告をされるといった点は、案の１と共通でございます。 

 23ページに、「メリット」と「課題」が書かれております。 

 まず「メリット」としては、特別会計の設置は要らない。これは、市町村が条例によって基金の

造成を行う必要がこの場合ですとありますが、特別会計は要らないということでございます。それ

から、国から受け入れたお金を一たん基金に入れますので、国費がどこに入ったのかということが

見えやすいという点もメリットでございます。また、複数年度にまたがる計画的な事業遂行を前提

とする事業として組む場合には、この仕組みは比較的なじみやすいという点もございます。 

 一方、「課題」といたしましては、そもそも年度間の融通をするという場合には国の負担割合を定

めにくいという地方財政法上の制約がございます。それから、２つ目の丸にございますように、い

ずれにしても基金を取り崩して一般会計の歳出として組んだ場合の使途を確認する作業は必要にな

ってくるといった点は案の１と共通でございます。この点につきましては、案の１と同様、子ども・

子育て会議（仮称）によるチェックなどといった手立てを別途講じる必要があるということでござ

います。 

 それから、通常ですとこの基金をつくる場合は一括して受け入れたお金を複数年度の事業に充て

ることが前提ですが、毎年恒常的にお金を受け入れることを前提に基金を造成するといった例はあ

まりないということでございます。 

 続きまして、24ページが「市町村に特別会計を設置」する案でございます。これは、国からのお

金、それから都道府県からのお金はすべて市町村の特別会計に受け入れて、特別会計の歳入として

計上するという案でございます。これに、市町村の負担分は市町村の一般会計に歳出として一たん

計上した上で特別会計の歳入に組み、トータルの必要とするお金は特別会計の歳出として予算計上

されます。ここから、特別会計から現物・現金に対して支出をしていくということでございます。

確定の実績報告等を自治体の子ども・子育て会議（仮称）、あるいは国に対して行うといった点は案

１、案２と共通でございます。 

 「メリット」といたしましては、特別会計を見れば明らかだという点でございます。 
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 一方で「課題」といたしましては、市町村における事務手続きの問題、それからそもそも特別会

計が必要なのかどうかといった点。それから、ほかの例えば国民健康保険ですとか介護保険のよう

に、市町村の特別会計の設置の義務づけは「特定の歳入をもって特定の歳出に充てる」場合に限ら

れておりますが、この点をどう考えるのかといった点が課題でございます。以上の３つの案を御議

論に供したいということで御用意をしております。 

 最後に、国の会計処理についてでございます。28ページでございます。これは、考え方としては

社会全体で費用を支えるということでございます。この費用負担者との関係では、子ども・子育て

新システムに特化した財源として経理する必要があるのではないかということでございますが、こ

の点についてはこの仕組み全体の費用負担の中でまず検討がされて、その結果として国に対して受

け入れる必要があるものについての会計処理の扱いを検討するということで、今回は詳細な資料は

御用意をしておりません。 

 なお、いずれの場合でありましても、運営の透明化のための方策は必要でありましょうし、外の

目を入れて透明性を高めていくことが不可欠であるということは申し上げるまでもないことでござ

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。この点につきましては、まず全国市長会の倉田さん、市町

村会の渡邊さん、それから尾﨑さんの方から御意見をいただいて、それでまた皆さんから御意見を

お伺いしたいと思います。どうぞ。 

○倉田委員 ありがとうございます。今日は御用納めでして、役所の仕事の最終日であります。公

務の半分は副市長に任せて、このことだけを申し上げるために今日参りましたので、心して聞いて

いただきたいと思います。 

 先ほど、質の改善では夢に向かってのプランをお示しいただいて、これは評価をしたいと思いま

す。ただ、毎回私はこの会合で申し上げてまいりましたが、この新システム構築に当たって財源の

裏づけの必要性を訴えてきました。やっと前回会合で総額の一定の見通しをお示しされるとともに、

財源としては消費税を核とした税制の改革をもって充てるという考え方をお示しいただきました。 

 財源の裏付けの見通しを示されたことについては一定の評価をいたしますが、ただ、気になりま

すのは、問題は新システムの法案の提出の時期と、この消費税を核とした税制改革の時期が明らか

に違っているわけです。これでは新システムの構築、いわゆる法案の提案に当たって財源の裏付け

を行ったことにはどうもならないのではないかということが大変気になっております。この点は、

質問としてお答えをいただきたいと思います。 

 次に、７ページに子ども手当の負担割合について、市町村の負担が 13分の１と明記をされており

ます。これは単に資料として書かれたのと、現行がそうだということであろうと思いますが、そう

であったとしても全国市長会としてはやはりこれからの資料にこの 13 分の１の負担割合が出てく

ることは認められないと思っております。 

 昨日も全国市長会会長が細川大臣と面談をして、平成 23年度の子ども手当についても再び地方負

担を求められたことは誠に遺憾であるということ。更には、24年度以降の子ども手当の制度設計に

当たっては、先の５大臣合意に基づいて関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場をできる
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だけ早く設けて、子ども手当及びそれに関連する現物サービスに関わる国と地方の役割分担や経費

負担の在り方について協議を開始するように申入れを行ったところであります。 

 ただ、ここで気になるのは、ではこの新たにつくられる会議と、このシステム検討とがオーバー

ラップしちゃうわけですね。どちらを優先するのかという話になりはしないか。いずれにせよ、５

大臣合意ではそのように関係府省が地方公共団体の意見を聞く会議の場を設置するという約束があ

るということであります。 

 さて、このような形で進みますと、システム構築について実施主体である市町村の意見を聞くと

いうことがやはり本当はスタートの初めではなかったのかなと、そのような気がいたしております。

その中の一番の問題点は、やはり特別会計の設置の問題であります。案としては３つ目におとなし

く小さく、遠慮がちに出されておりますが、でも２ページに基本制度要綱はやはり市町村に特別会

計を設けるということがどうも基本なんですね。 

 これは、基礎自治体不信論が背景にあるのかどうか知りませんが、そうは言いながら基礎自治体

の自由度を増すという言葉もお使いになっていますし、また地域主権の政府であります。したがっ

て、市町村に特別会計を設けるというのはデメリットで言われている繁雑になること以外にメリッ

トはありません。ですから、全国市長会としてはこの特別会計の設置ということについては全く認

められません。したがって、今後この会議で特別会計の設置を前提とする話し合いをされるのなら

ば、我々は出席することができない。 

 結局、市町村に特別会計を設置するということでもし法案が出れば、まず法案は通りません。法

案が通れば、多くの市町村は特別会計を設置しません。そうすると、地域主権という政府の中で国

と地方が真っ正面から対立をする。せっかく法律に書いたのに、法律に従わない自治体がこのごろ

１、２あります。しかし、それは１、２ではなくて全国市長会の大半の市が特別会計を設置しない

ということになれば、これは国と地方が真っ正面から対立する。こういうことにならないように、

もはやこの段階では特別会計の設置はあきらめていただきたいということをお願い申し上げたいと

思います。 

 それから、基金についても少しお話をしたいと思います。基金の場合は、23ページのメリットど

おりの効果はあるものと思いますが、下の課題がクリアできるような形、すなわち年度間の融通が

できないような基金は何の意味もありませんので、そのような形で基金をおつくりになる。これは

一案かと思っております。 

 それから、せっかく新しい制度で交付金、一括交付金なのか、子育ての包括交付金かはわかりま

せんが、交付金という名前でお出しになるにもかかわらず、補助金適正化法の対象になる。という

ことは、国としては名前が変わるだけで扱いは補助金と同じなんです。そうでなくて、やはり交付

金としたら、より市町村の自由度を高めていただきたい。ただし、チェックは要ります。 

 １つ目は今、市議会という場所でチェックはされているということであります。 

 ２つ目は、前にも言いましたが、子ども・子育て会議（仮称）を市町村で設置することは必要だ

と思います。だから、そこでもチェックをいただく。それであるとするならば、あえて適正化法の

対象にする必要はないのではないか。そのような思いでいることを申し上げておきたいと思います。
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以上でございます。 

○末松座長 御指摘ということでよろしゅうございますか。 

○倉田委員 財源の問題だけは……。 

○末松座長 では、香取さんからプロとしてお願いします。 

○香取政策統括官 まず、事実関係として確認をしておきます。これは皆さん御案内だと思います

が、この新システムの議論については昨年 12 月の閣議決定で来年、23 年度の通常国会への法案提

出と 25年からの施行ということが決められておりますので、現在の我々の作業としてはそのことを

前提にといいますか、それを踏まえて議論しているということは事実でございます。 

 他方で、前回御説明しましたように、税と社会保障の一体改革を政府全体として進めるというこ

とで、これについても同様にこの 14日に閣議決定がされておりまして、税と社会保障は一体的に改

革を行うということで 23年半ばまでに全体の成案を得るというふうになっております。 

 この後、税の改革の法案と各社会保障制度、子ども・子育ても含めた全体の法案をどのように国

会にお諮りしていくのかというのはこれから政府部内で検討することではありますけれども、基本

的にその議論の中では必要な財源の明示をすることと、具体的な制度案をお示しするということ、

それから税制の改革の絵姿を一体でお示しすることになっていますので、その意味では全体として

各制度の制度改革とその財源確保、その手法としての税制改革は基本的には一体で行わなければな

らないというのが 14日の閣議決定の趣旨であると我々は考えております。 

 他方、今お話もありましたように、具体的に制度の検討を進めていく上に当たっては費用負担者

の方々の合意であるとか、あるいは実施主体である市町村との合意ということが当然不可欠になり

ますので、まさに現在この議論を進めていくわけですけれども、その議論を進めていく中でいわば

成案の形が現実につくられていかないと、このスケジュールは守れないということになります。 

 したがって、まさに 12月 28日まで御議論いただいていることになりますが、年明け以降は昨日、

厚生労働省も子ども・子育てを含む社会保障制度全体についての改革の検討体制というものを省内

につくりまして、医療や介護や年金や雇用対策等々についての作業を開始したところでございます

けれども、そういった中で厚労省としてもこのスケジュールに間に合うような検討を進めていくと

いうことになります。 

 それで、実際にどういう形で法案がつくられ、あるいは国会に提出されていくかというのは、年

明け以降の検討の状況ということになると思いますけれども、税、社会保障の改革の進捗と、私ど

ものこの検討とが基本的に歩調が合うような形で進めていかないといけないということは当然の前

提として我々も考えていますが、今の段階でどの段階でどういう形で法案を出していくのかという

ことについては政府全体として法案提出の体制であるとか、それぞれの法案の詰まり具合がまだ明

らかではありませんので、必ずセットで出すんだとか、段階がずれるのかどうとかということはな

かなか今の段階では申し上げかねますが、当然の前提としては今日の前半の議論もそうですけれど

も、財源の確保がなければ質の改善もできませんし、制度の設計なり施行もできないということで

す。その意味で言えば、25年施行というのはそういう意味合いを持っていますので、当然それを念

頭に置いてこれから作業を進めるということになると思います。 
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 それからもう一点、時間があれで恐縮ですが、本日の 29ページに先だっての子ども手当に関する

５大臣合意が付けてございます。この中で、市長が御質問になったところは６番の議論だと思うわ

けでございますけれども、５大臣合意の過程でもこの場の検討と、新しく子ども手当に関して議論

される会議の場との関係をどのように考えるかということは議論があったと聞いております。文章

上、見ていただきますと、２段目、３段目、４段目ぐらいですけれども、「国と地方の役割分担及び

経費負担のあり方を含め」の後ですが、子ども・子育て新システムの検討との整合性を図りながら

検討するという記載になっておりまして、基本的には関わっている人たちはかなり共通しますので、

できるだけ両者が整合的に議論ができるように検討するということで５大臣の合意がなされたとい

うふうに事務的には理解しております。以上です。 

○倉田委員 １点だけ申し述べておきたいと思います。私もローカルな政治家として、政治家とし

て私は夢を追い求めてきました。その夢を現実のものにするように、現場で頑張ってきました。で

すから、政治の世界で政治主導と言われている現政権で夢を語って夢を追い求めることは、私は必

要であろうと思います。 

 そういった意味では、恐らく今日の委員さんのほぼ全員が、そう簡単に財源の裏付けはできない

だろうと思っていると思います。ただ、せっかくこの 12 月 28 日までこうして出てきて、我々は夢

を語って、あるべき姿を追い求めるシステムの構築のために会議をしているわけですから、どうぞ

この会議が無駄にならないように、両副大臣は頑張っていただきたいということをお願いしておき

たいと思います。 

○末松座長 補足ですけれども、法案の対応も与党として、そして政府としてＡ評価ということで

必ず出すという形を取っておりますので、そこは決意とともに述べさていただきたいと思います。 

○渡邊委員 全国町村会の渡邊です。これまでも基本制度要綱案に基づいていろいろと議論させて

もらってきたわけですが、まず総論として感じたこととお願いを申し上げたいと思います。 

 この新システムについては多方面に相当大きな影響を与えている施策でありますけれども、にも

かかわらずその内容について私ども市町村を始め、関係者のみならず肝心のサービスの受け手であ

る国民に対しても周知されていないのではなかろうかというのが実感であります。ただし、私ども

のこういう基本制度ワーキングチームとか、幼保一体化とか、こども指針（仮称）での議論の端々

をいろいろとマスコミが報道している。このようにして国民にもある程度は周知されているし、ま

たそれが関心とともに非常に心配の種にもなっているところではないかと思います。ですから、幼

保一体化も含めた中で新システムの全容についてしっかりと情報発信をしていくべきじゃないかと

基本的に考えます。 

 それから、これまで幼稚園、保育所の運営、それから放課後児童クラブの実施など、子育て分野

では市町村が大きな役割を果たしてきたところです。これは御承知のとおりであります。仮に新シ

ステムに移行し、現場に混乱が生じた場合、当然のことながら国民の皆さんの近くで一番末端の現

場で運営しているのが市町村でありますから、その責任といいますか、これは私ども市町村に負わ

れるところが大であります。そのことをよく考えた中で、今後のシステムの構築に当たってはよろ

しくお願い申し上げたい。 
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 そして、これまでも繰り返し申し上げてきましたが、政府として新システム実現に向けてきちん

と責任を果たすと共に、十分な議論を踏まえ、関係者の理解を得て新制度への移行をすべきであり、

これは前にも申し上げましたけれども、安易に決して見切り発車とならないように、このことは念

を押させていただきたいと思います。 

 次に、包括交付金について申し上げたいと思います。地域主権戦略会議等で議論されている一括

交付金について、地方６団体として地方の自由裁量の拡大、それから実質的な地方の自主財源への

転換であることを明確にするとともに、自由裁量拡大に寄与しない義務的な補助金等は一括交付金

の対象とすべきでないと、これまで私ども市町村の立場で主張させてもらってきております。 

 受給権が保障された子ども手当のような個人給付部分はこれまでも申し上げておりますが、国の

責任において全国一律でするものであり、義務的経費として市町村に財源不足が生じないようにき

ちんと積算して交付すべきである。いわゆる国庫負担で責任を持ってやってほしいというのが、こ

れまでの主張であります。 

 よって、このような市町村に裁量の余地のない義務的経費は、包括交付金の対象外として国の財

政責任を明確にすべきではないかと考えます。加えて、包括交付金の制度設計に当たっては一括交

付金との整合性を取る必要があることを申し上げさせていただきたいと思います。また、お願いも

したいと思います。 

 また、新システムのこれまでの議論では、一時預かりなどを市町村事業とする案が出されており

ます。地域が求める広範な、そして多岐にわたるサービス給付は、市町村自らの裁量の下で実施で

きるような仕組みとして考えるべきではないかと基本的に考えております。 

 次に、市町村における会計の在り方であります。基金や特別会計を設けることについての課題は、

まさに今ほど説明があった資料の中で指摘されているとおりであり、これまでも私ども町村サイド

でも一般会計での対応で何ら支障はないと考えております。また、地域主権を前提とする方針の下、

基礎自治体重視を訴え、サービス給付等の主体を市町村と位置付けているにもかかわらず、片方で

特別会計の設置を求めるとするならば、市長会の立場と同じように市町村に対する不信の表れ以外

の何者でもないということでとらえざるを得ないと思います。 

 更に、小規模町村において特別会計を設置して経理区分をするのも非常に大きな負担となってく

ることは事実であります。よって、基金や特別会計を設けることなく、一般会計の対応をすること

を基本として今後制度設計を考えていただきたいと思います。 

 最後でありますけれども、先ほども若干申し上げましたが、費用推計について給付総額の規模は

現行の子ども・子育て関連予算をはるかにしのぐものであります。ここで財源確保がどのように見

込まれていくのかということを、先ほど申し上げたように確認しておく必要もあるのではなかろう

か。子育てにかかる事業についてはその質を改善、充実させていくことは次世代の子どもたちが健

やかで豊かに暮らすために非常に重要なことであります。しかしながら、政府は今般の 23年度の予

算を決めるに当たり、先ほど申し上げたようにようやく確保して体制を整えたと言っても過言では

ないと思います。 

 現行以上のサービスの質や量を確保するための財源が十分に確保されなければ、新システム実現
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の可能性は極めて低く、更に現行制度も含めて現場にさらなる混乱をさせるだけではないかと考え

ます。したがって、新システムの実施に伴う新たな仕組みの導入に要する財源の確保策については

社会保障改革に必要な財源と一体的に確保すべきであり、これができなければ絵に描いた餅となる

ことは必至であります。 

 倉田さんからもお話がありましたけれども、せっかくここで皆さん方が年末の御用納めのこの時

期まで何回となく足を運んで議論しているものが無駄にならないように、そのことをよろしくお願

い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 謹んでありがとうございます。 

○尾﨑委員 高知県知事の尾﨑正直でございます。今までお話のあったことと重複する部分もござ

いますが、知事会としての考え方ということでもございますのでお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 この「子ども・子育て包括交付金等について」という資料の中で、先ほど見ていまして「おっ」

と思ったのですが、この 15ページの一番下に注として「費用負担割合や国と地方の役割分担につい

ては、年明け以降別途議論」をすると書いてあるわけで、ここのところは我々としてもしっかり議

論させていただきたいと思っておりますが、問題は先ほど倉田市長さんからもお話がありました。

もっと言えば、私はもっと切迫した課題があるんじゃないかと思っています。それは、スケジュー

ル観についてです。 

 要するに、５大臣合意とこの新システムの検討スケジュールの前後関係をどう見ていくかという

話ですが、この新システムについてはたしか来年の通常国会に法案提出をするんだと。通常国会に

提出する法案というのは、普通予算関連でなければたしか３月５日くらいが限界です。ぎりぎりで

過去の例で連休明けくらいが１回か２回ありました。 

 他方で、５大臣合意の方を見ますと、24年度以降の子ども手当についての新しい制度設計につい

ては来年議論をする。恐らくこれは予算編成過程のことを言っておるのではないかと思うわけです

が、ここは果たしてどうなるのか。子ども手当の部分について、この新システムの検討会議だけで

先に決めてしまって、24年度の予算編成過程の議論をあらかじめ先取りするような形で決めてしま

うことになってしまうのか。それは「ちょっと幾ら何でも」と思っています。 

 ですから、このスケジュール観は果たしてどうなるのか。23年の通常国会に本当にこれを提出す

るというスケジュール観でいくのか。すると、新しい５大臣合意との整合性というのはとれなくな

ってしまうのではないか。この点はまず明確に、スケジュール観について質問でございます。お答

えを賜われれば幸いだと思っているところでございまして、これは年明けの検討のスケジュールに

大いに関わると思います。 

 また、繰り返しになって恐縮ですが、23年度の子ども手当について、地方に児童手当の部分の負

担が残ったことについて、我々知事会としても遺憾であるということを申し上げさせていただいて

おるところです。24年度に向けて、是非真摯な御議論をお願いしたいと思いますが、児童手当の負

担部分についても詳しくよくよく見てみれば、いわゆる地方特例交付金の部分について、地方税の

控除が廃止された部分が当てられることになっていたりとか、従前に比べて事実上、地方負担の割
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合というのは相当増になっているのではないか。 

 また、交付税で調整される部分も考えていけば、増額部分についても事実上、地方負担というも

のが巡り巡って入るという形になるのではないかとか、他方で事業費 1,000 億円という形で現物給

付分について地方の裁量が働ける部分ができて、これはよかったなとか、いろいろもう少し詰めた

議論を我々としてもさせていただきながら、24年度の制度設計にあたらせていただきたいと思って

おるところでございます。 

 各論でございますが、16ページ、17ページに包括交付金の基本的な考え方として資料が記されて

いるわけでございますけれども、この交付金の考え方について申し上げさせていただきますれば、

まず一括交付金との整合性というものをどういうふうに図るのか。これから政府の中において、い

ろいろな形でこういう例外的な交付金というものがつくられることとなっていくのか。そうなりま

すと、果たして一括交付金、いわゆる地域自主戦略交付金とか、ああいうものは果たしてどういう

意味を持つことになってくるのだろうか。まず大きな考え方として、それがございます。 

 その上で、この子ども・子育てについての包括交付金について、先ほど渡邊様からもお話がござ

いましたけれども、いわゆる義務的な子ども手当などを中に含むということになった場合、事実上、

裁量というものが働くのか、また、子ども手当についての国の財源担保ということが事実上、保障

されるのかどうか。 

 最初のうちはその義務的な経費よりも包括交付金の方の金額が大きくてということで一定の裁量

はあるかもしれませんが、年をおうごとにだんだん裁量の部分が少なくなって、いわゆる岩盤の部

分だけがむき出しになってくるようなことになってしまってはいけないわけでありまして、その辺

りはやはりしっかりとミシン目を入れると、先ほど倉田市長様からもお話がございましたが、どち

らかと言うとイメージ２の方向で御検討いただくことがいいのではないかと考えておるところです。 

 従前、知事会としても申し上げさせていただいておりますけれども、３点について財源というの

はしっかり区分していただいてはどうか。いわゆる全国一律の現金給付、子ども手当てが相当いた

します。そして全国一律の現物給付の部分、そして地方の裁量を働かせるべき現物給付の部分、こ

の３点についてのミシン目というものをしっかり入れて、それぞれの財源を確保していく。そして、

最後の部分について大いに裁量権を発揮させていただくという形がよいのではないかと、そのよう

に考えさせていただいておるところです。是非ここの詰めというものを今後お願いいたしたいと、

そのように考えております。 

 市町村の会計についてであります。19ページ以降で書かれておりますが、特別会計を設置するこ

とについては従前申し上げておりますように明快、明確に反対であります。また、基金について、

これは確かに考えられない手ではない、今もいろいろと基金を使って年度を越えた事業を実施して

いる部分もあったりしますので、いわゆる単年度主義との整合性を図っていくという観点で一つの

手だとは思いますが、他方、事実上、そういうことが可能でないような基金なのであれば、果たし

てその意味というものは一体どこにあるんだろうかということがございます。 

 恐らく、その使途が確実に子ども・子育てに使われることを担保するためということかと思いま

すけれども、地方にも地方の議会というものがあるわけであります。ましてや、この 23ページに「市
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町村が基金を取り崩した経費の使途、市町村負担分の使途を個別に把握するための仕組みが必要」

と書いていますが、これは地方議会で我々は予算として提出して御審議を受けなければならないの

でありまして、このようなものをあえて仕組みで設けなくても、いつでも資料は提出できる状況に

なるのではないかと思っています。 

 やはり一般会計で対応するということが必要ではないか。補助金適正化法との対応関係について

はいろいろ議論があろうかと思いますけれども、補助金適正化法についてもし百歩譲ってその適用

があってもいいじゃないかという話になったとした場合、にもかかわらず特別会計、基金を設ける

こと、特に特別会計を設けることのメリットというのは一体どこにあるんだろうかということがや

やわからないと思っておるところでございます。いずれにしましても、特別会計には明確に反対で

ございます。 

 最後でございますけれども、先程の「子ども・子育て支援施策にかかる質の改善に関する論点整

理」に関する話で、１点だけ敷衍させていただきたいと思います。ここに書いてあるのは本当に夢

のある話だと思いますし、また大いに地方の裁量権を発揮すべしという方向を出していただいてい

ることには大いに我々も歓迎をさせていただきたいと思っておるわけでございますが、２点申し上

げたいと思います。 

 財源スキームとも関わる話ですけれども、市町村が大いに実施主体になられると思いますが、県

の役割も非常に大きいものがあるんだということを是非忘れないでいただきたいと思っています。

例えば、放課後児童クラブの取組なども我々県がいろいろ一緒にかみ込んでいくことで放課後の学

びの場にしていく、そういうことで、教育改革の流れにつなげるとか、そういう取組を一生懸命我々

は検討してやったりもしているところでございまして、県が後押しをしていくことも十分可能とな

るように、是非そういうところの制度設計をお願いしたいと思っています。 

 ちなみに、放課後児童クラブについて先程も出ていましたが、強化をしようという方向性は大い

に歓迎したいと思っています。職員の方々の身分の問題とか、施設の問題とか、実施をしていく上

での体制整備をきちんと図っていくということが非常に重要ではないかと我々も思っているところ

でございまして、その点についてお話をさせていただきたいと思います。 

 最後に、すみませんが、私は 11 時 45 分に途中で抜けなければなりませんので、お許しをいただ

きたいと思います。第１点目の質問を是非お答えいただきたいと思います。 

○末松座長 私の方から言った後、コメントを香取さんの方からお願いしたいんですけれども、法

案に対して今から５大臣合意で地方との協議の場がつくられて厚労省中心にいろいろな関係各省と

もお話をしていくというのが一方で進んで、倉田市長さんも言われたように同時並行的にこれはや

っていくわけでございますけれども、そこの中で法案そのものの審議をどこにするか。 

 多分、実際に審議が始まるのは来年の４月から通常国会の終わりまで、延長があるかどうかはま

だわかりませんが、そこの中で審議の順番がまた決まってくるわけですけれども、それまでにどう

いう形になるかというのは何らかの形で合意があるのか。合意しなければいけないなというような

ところを私どもは考えております。そういう姿勢をきちんと示させていただいた上で、その技術的

なところも含めて香取さんからコメントをお願いします。 
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○香取政策統括官 なかなか事務的には申し上げにくいところですが、先ほど倉田市長にお話しし

たことと若干重複しますが、事務的にどういうマンデートを負っているかということで申し上げま

すと、１つは昨年のこの新システムの検討に関する閣議決定です。それからもう一つは、12 月 14

日の税と社会保障の一体改革についての閣議決定、もう一つは今、御紹介がありました５大臣合意

で子ども手当の取扱いのことと、この新システム全体との、ここにありますように整合性を図って

検討していく。この３つの要素がございます。 

 更に申し上げますと、我々がこれまでつくってきたさまざまなものはすべてそうですけれども、

これは税、社会保障とも関係しますが、財源確保のことがあるのと、実施体制を考えますとステー

クホルダーあるいは実施をしていただく市町村との基本的な合意がないものは施行できませんので、

そのことがある。そういったことを、全体的に連立方程式が解けるようなことをこれから考えてい

くことになるのだと思っております。 

 それから、今の関係で、後でまた担当からも御説明させますが、一括交付金と私どもの交付金の

関係をどう考えるかということについてですが、実は１つ大きいのはお話にもありましたように適

正化法との関係をどういうふうに考えるかということですが、我々も一括交付金の議論が具体的に

どのくらい詰まっているのかというのは若干いろいろ中でも議論があるようなので完全にはわかっ

ていないのですが、どうも言うところの一括交付金についても適正化法の適用があるという前提で

議論をしているというようなお話があります。 

 そうだとすると、仮にその前提で考えるとすると、適正化法との関係を、つまり一括交付金でさ

え適正化法の適用があるという議論をしているので、そうするとある程度適正化法の適用があると

いう前提で考えざるを得ないということになったので、今回はこういう資料をお示ししているわけ

です。実は、特会との関係もその辺との関係で全体が変わってきますので、そこは若干技術的な話

になりますが、結構大事な話なのでそういうこともあって今回こういう資料をお出しさせていただ

いたということです。 

 なので、制度案要綱の書きぶりでも特会をつくることを前提にしているわけではなくて、お話が

あったように資金の透明化であるとか使途の明確化ということなので、別途の担保の形が取られる

ということがあるのであればその意味では別にこだわっているわけではございません。むしろ適正

化法との関係で幾つかの前提条件がクリアされるということになれば別の議論になりますし、御案

内のように適正化法の適用がない方がいいと私も思うのですが、なかなかそういう感じにならない

ようなので、そこはまた地財法との関係もありますので、そういうことも含めて政府部内でも調整

したいと思っております。 

○尾﨑委員 私は知事会で一括交付金のプロジェクトチームの担当になっているのですが、基本的

にはいかに事後的チェックという形にシフトしていっていただくかということでありまして、その

事後的チェックさえも効かないようなことをもってまでも是とするというのはおかしいと思います

し、国民の皆さんに御説明ができないということになると思います。 

 ただ、裁量という点においてできる限り事実上発揮できるものにしていただくようにするにはど

うするかという方向で、その思いは一緒でございますので、是非議論させていただきたいと思いま
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す。 

 スケジュールの話は、結構深刻だと思うんです。香取政策統括官にはあまり申し上げてはいけな

いかもしれませんが、３月の上旬には多分閣議決定をしていかないと、４月以降法案提出というこ

とにはなかなかならないというのが通常の日程観かと思いますけれども、ぎりぎりでもゴールデン

ウィーク明けだと思うんです。そのときに、子ども手当の中身について決まっていないけれども、

この新システムの法案を出すということになるのだとすると、ちょっと我々も困ってしまうのです

が、子ども手当を全額国の負担にするので、そこはそれでいいんだというふうに、ぱんと整理がつ

くならば何ももめないんですけれども、そこなんです。 

 ですから、これは１月、２月、３月でどう議論するかに直接関わる話なので、多分大きな御判断

をされることとなるかと思います。もっと言えば、これを通常国会に出すということを決めたとき、

去年の４大臣合意のときは今年の 12月、今の段階ではこの子ども手当の話は決着がついているとい

う前提だったと思うんです。その大きな前提が変わっているところもあるので、事情の変更という

ことがあるんじゃないかと思います。結構これは深刻な話かなと思っていますけれども、いかがで

しょうか。 

○末松座長 その前提というか、共通認識は持っています。そこの中で我々がどこまでできるかが、

このシステムそのものを夢から現実に落とせるかどうかの一番のポイントだと思っておりますので、

皆さん共通認識の下で全力を尽くしてまいりましょう。 

○尾﨑委員 是非スケジュールは早目、早目にお願いいたします。 

○末松座長 そこは話し合いの流れでやっていくしかありませんので、今は意志を示すしかないと

思います。 

○駒村委員 地方自治の代表の方から今、お金の出口のお話があったと思います。ちょっと視点を

変えて、お金の入り口の方からこの交付金の性格を見てみたいと思います。２つほどお話をさせて

いただいて、今の交付金の性格と、それから関係しますので子ども・子育て会議（仮称）の機能に

ついても含めてコメントさせていただきたいと思います。 

 １つは、交付金の一つの財源になるものは労使が負担する拠出金というものであります。やはり

一般財源だけではなくていわゆる労使がある目的のために出している拠出金というものの性格がま

ず１つある。これは少し考えなければいけない。拠出金を出す以上、その負担者である労使を中心

とした負担者は何らかのコミットメント、意見、ガバナンスに関わるチャンスがなければいけない

と思っております。 

 もう一つの財源は、税と社会保障の一体改革の中で決まっていくんだと思いますけれども、社会

保障の安定の新しい財源を求める際に考慮されているのが高齢者関係費と少子化対策の費用を確保

するというふうになっていたと思います。そのお金が中期的には安定財源として入っていく。つま

り、子どものための政策の配当分がこの交付金の中に入っていくんだというわけで、入り口段階で

性格がかなり異なる。しかも、強い性格のお金が入っているんだ。それを考えた上で、本当に一般

財源で入れたときにどれだけ拠出者、費用負担者の意見に関わるチャンスがあるのかということに

絡んでくると思います。 
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 そこで、子ども・子育て会議（仮称）があって、国と市町村に子ども・子育て会議（仮称）を置

く。今日、市町村の「子育て会議」というものが出たわけであります。子ども・子育て会議（仮称）

の機能については、制度案要綱においては政策プロセスに関与するというふうになっていたんです

けれども、事務局は今の議論も踏まえて大変苦労されていると思いますが、そこでは事後チェック

になっているということで大きく性格が変わっていると思います。 

 これは、どういうふうに配分するのか。特会でいくのか、基金でいくのか、一般財源でいくのか

というところにも関わってくる話だと思いますけれども、ちょっとこれは随分拠出者の意見、コミ

ットメントという意味では後退しているのではないか。そうであれば、この市町村のつくる新シス

テム事業計画にも関われないということになってくるのではないか。この資金の性格と子ども・子

育て会議（仮称）の性格というのは非常に表裏一体でありますし、そこをどのように地方に配分す

るかということと密接に絡んでいると思います。その子ども・子育て会議（仮称）の機能はどう考

えているのか。随分、制度案要綱から後退したようにも見受けられると思います。 

 それから、３ページ、19ページ、28ページはこの構成員に対する記述がありますけれども、この

ページすべて、実は構成員の表記が変わっておりまして、どんどんメンバーが減っていくというか、

名前が変わっていく。この名前を変えているのはわざわざ変えているのではないかと思いますけれ

ども、これも制度案要綱から見ると随分変わってしまったなと思いますので、この辺は資金の性格

を踏まえて少し拠出する費用負担者の意向をどう政策に反映するか。そこと地方自治の攻めぎ合い

というか、調整に知恵を出さなければいけないなと思っております。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、これについてコメントをお願いします。 

○香取政策統括官 今のことは申し訳ありません。資料のつくり方が悪かったのですが、今回の議

論の中で資金の使途なり透明性についてチェックをするという機能をどういうふうに持たせるかと

いう議論で子ども・子育て会議（仮称）、市町村に置かれるものがそういう機能を果たすことができ

るということを申し上げたのであって、子ども・子育て会議（仮称）の機能をここに限定するとい

う趣旨で申し上げたわけではありません。 

 そこはちょっと誤解でございまして、子ども・子育て会議（仮称）なりがステークホルダー、費

用負担者、コミットメントの役割をどのようにするかということについて、それ自体はまだここで

議論していないので、これは年明けのテーマとして全体の制度設計との関係を見ながらどういう形

でそういう政策形成のコミットメントとして考えるかということを改めてまた御議論していただき

たいと思っております。 

○駒村委員 それでしたら結構です。限定されているとですね。 

 ただ、子ども・子育て会議（仮称）の性格というのは極めて重要であって、ここでも政権の一つ

の新しい公共とも絡むこのシステムの非常に中心部分でありますし、同時にこれは恐らく地方自治

の自由裁量の部分とどう調整するか。例えば特会でやった場合は、たしか国民健康保険の場合は国

保協議会みたいなものがあって、何らかの形で拠出者が諮問する場があるわけです。一般会計にし

た場合、こういうような子ども・子育て会議（仮称）との関係をどうしていくのか。最終的にはそ

こは拠出、財源の性格とも絡んでいる部分でありますので、よくよく考慮した議論をしてほしいと
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思います。 

○末松座長 では、藤原さん、宮島さんでどうぞ。 

○藤原委員代理 ありがとうございます。経団連の藤原でございます。子ども・子育て包括交付金

（仮称）について、まず申し上げたいと思います。 

 この子育て支援のニーズに対応するために、地域が柔軟に対応できるようにするということは非

常に重要だと思っておりますが、その柔軟性を確保するために中央に特別会計を設ける。それを包

括交付金として交付するということをおっしゃっているわけですけれども、先ほどから御説明を伺

っている限り、やはりこの交付金の中身はいろいろな縛りのついた補助金ということで位置付けら

れるのではないかと思っております。 

 もしそうなるのであれば、私どもかねてから申し上げていますとおり、子ども・子育て関連の施

策、それからお金、これらを見える化をするということが本来の目的なのであれば、これはそもそ

も内閣府にある司令塔としての機能を十分発揮していただければ済む話ということでございますの

で、わざわざ特別会計をつくる必要はないのではないかと思います。 

 それから、それに関連して市町村の制度設計のイメージについてちょっとお伺いしたいところが

あります。20ページから案の１、案の２、案の３と市町村の受け皿の仕組みの案が出ているわけで

すけれども、基本制度案要綱のときにお示しいただいた制度設計のイメージの中で、市町村の特別

会計から現物給付と現金給付を地域の実情に応じて地域の裁量で配分するということが示されてい

たわけですけれども、この案１から案３までの中でこの地域の裁量で配分するということがどれだ

け実現できるのかということについて御説明をお願いしたいと思います。 

 それから、先ほど駒村先生から拠出者ということで位置付けられているわけですけれども、企業

の負担の話がちょっと出ましたので申し上げたいと思います。社会システムに対する企業の応分の

負担というのは法人税で負担しているというのが我々の基本的な考え方でございまして、今の国税

収入の約２割は法人税で構成されておりますので、そこで我々は社会的なシステムに対する応分の

負担というものはしているんだという自覚はございます。 

 更にそれ以上に何かの負担を求めるということなのであれば、やはりそれは拠出をすることの目

的、それからその使途、これが明確に位置付けられているものということに限られざるを得ないの

ではないかと思いますので、その点も十分御配慮いただきたいと思います。 

 それから市町村における会計、それから国における会計について御意見を申し上げますけれども、

先ほど来、自治体の方から御意見がございますとおり、地方の子ども・子育て関連の予算執行を見

える化する、御説明いただくということは非常に重要だと思いますし、私どももそれは是非お願い

したいと思いますが、そのために特別会計が必要というのはちょっと論理の飛躍があるのではない

かと思います。特別会計である必要はなく、先ほどの議会での御説明とか、資料の作成はやろうと

思えばすぐできる話です。これは、国においても同じだと思います。主計官の方に子育ての関連は

こういう施策であるということの指示を出されれば、その一覧表はすぐできるものと思います。 

 それからもう一つ、やはり特別会計をいろいろな目的でつくっていくということになれば、結局

その財政全体の構成の硬直化は問題になってくると思います。なぜ子ども・子育て関連だけを特別



 35

枠にするのか、別枠にして囲い込むかということについては、やはり相当な国民に対する説明が必

要になってくるのだろうと思いますので、その点も十分御配慮いただきたいと思います。以上です。 

○末松座長 それでは、宮島さんどうぞ。 

○宮島委員 私も、今お話のあった国民に対してどう説明していくかということがすごく大事だと

思いまして、少し前の話に戻ってしまうかもしれないんですけれども、全体的にこのシステムの結

論がどこを目指しているかということをもう一度確認させていただきたいと思います。 

 といいますのは、その１つは法案として 23 年度に出して 25 年から施行ということはわかるので

すけれども、例えば幼保のワーキングチームで議論されています幾つかのこども園（仮称）をどう

いう形にしていくかという議論の中では、近い将来と未来ということが混在して議論をされている

ように思うんです。 

 例えば、５案あったうちの１案は「10 年程度」というようなものがありましたが、御意見の中に

も「３案は現実的だから当面の形としていいけれども、遠い先は１案がいい」というような御意見

をされる方もいらっしゃいます。どこをゴールにするかということで、多分委員それぞれの理解も

現実の組み立ても全然違うと思うんです。 

 それで、５案の件に少し戻ってしまいますけれども、私は硬直化した形ではなく多様で柔軟な形

を持った第１案ということを指示する立場です。その理由は、10 年後が視野に入っている場合に、

第３案というのは所管官庁も３つのまま、法律も３つのままでこのまま進むということですので、

10年後の目標としてちょっと志が低くて幼保一体化と言えるのかというふうに疑われると思います。

その形のみならず一体化に向かうインセンティブが私から見るとよくわからないんです。 

 つまり、お金の部分でインセンティブを付けるというのは重要なことだと思うんですけれども、

幼保に関しては事業体の方々からいろいろな反対意見があります。それは、今やっている方という

のは実際にどの組織でもそうですけれども、合併もそうですし、変化に対して一定の抵抗感がある

のはむしろ当然だと思うんです。それで、目先にものすごく危機が迫っている施設の方以外は反対

だと思われることが多いと思うのですが、それを超えて大きな目標のために変えていくということ

が必要な場合、そこにどういうインセンティブを付けるかということがすごく大事だと思うんです。

けれども、今の状態では例えば今日議論された質を高めるというのが、言ってみればこども園（仮

称）だけ質を高めるということなのかとか、補助金に何か差を付けるのかとか、もし今の保育所、

幼稚園の方々が今やっている状態が比較的ほどよいと思われていて、そしてそこから変わらなけれ

ばというマイナスと言うとあれですけれども、変わりたいと思うものがなければ３つに分かれたま

まがずっと続いてしまうんじゃないかと思うんです。 

 そこに今日も議論がありましたお金の件で、私も地方の裁量が増えた方がいいと思うんですけれ

ども、地方の裁量を増やしながらあのこども園（仮称）がちゃんとこども園（仮称）の方に収束し

ていくというようなインセンティブは、ある程度お金を出さなければいけないと思うんです。でも、

どうも５案の議論をしていても、１つはどこをゴールとして皆が議論しているかという点と、だん

だんこども園（仮称）に収れんしていくというインセンティブがどんな形で担保されるのかという

ことが見えなくて、基本制度だけではなくて幼保のワーキングチームでやられていることなので、
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そちらの議論にお任せしたいとも思いますけれども、その辺りがはっきりしないと財源とか、お金

の配り方とか、お金のやり取りの仕方というのもちょっと議論しにくいのではないかと思います。 

 それで１つ質問としては、法案を出すというところは決まっているのですけれども、一体いつご

ろのシステムをゴールとしてイメージすれば私たちはいいのか。例えば、10 年後、15 年後だと私は

自分の孫の保育所のことを心配することになりますね、できるだけ息子夫婦にうらみを買わない形

にしたいと思っているのですけれども、そういうイメージと３、４年後に実現するものというのは

やはり違うと思うんですが、そこはどうお考えでしょうか。 

○末松座長 それは皆さんで御議論をしていただく話なんでしょうけれども、先ほど非常に深くう

なずいておられた小宮山副大臣から何かございますか。 

○小宮山副大臣 結局、今日議論していただいた質のところがポイントだと思います。やはりこど

も園（仮称）に対してインセンティブがなければ、おっしゃったように今、一番いい保育、一番い

い教育をしていると思っていらっしゃる皆さんは動かれないと思うので、可能な限り配置基準や処

遇、施設への補助等という形で質を上げていきたい。それが、結局は子どもにも預ける人にもプラ

スになっていくということだと思います。隔靴掻痒の感がするのは、先程から御議論いただいてい

るように財源の税と社会保障の改革で、その中で今回は子どもや若者をしっかり位置付けました。

そこでの財源の大きさの問題と関わるから、そこを言わない限り、皆、夢を語っているだけ、みた

いなことになると思うんです。 

 先日来、ようやくそういう話になってきて、先程から議論しているように、その煮詰まり方と、

法案の提出時期と、実際に議論をする時期と、それは先ほど香取統括官からもお話をしたように、

実際になさる市町村の皆さんやいろいろな実施主体の皆さん、そして拠出をしていただく皆さんの

合意がないと、特に今のような国会情勢の中では通りませんので、その辺りを私どもは今、一生懸

命次の通常国会へ向けて、よりよい形のものをつくれるように努力をしているわけです。現実問題

としてそれをどのように審議していくかというのは、年明けから、それぞれの皆さんと個別になる

べく詰めた議論をさせていただき、一方でさっき申し上げたように厚労省の中でも結局どれだけの

請求書というか、費用が必要かということも４月に出す予定で、昨日、検討本部がスタートをいた

しました。 

 そうした全体の歩み方を見ながら皆さんに納得をしていただく形で、拙速ではなく、でも政権交

代からあまり間が空くと、これはまたできなくなってしまうので、この機を逃さずに、でもしっか

りとした議論をしていきたいと思っています。 

○宮島委員 ありがとうございます。心配がありますのは、やはり理想的にはここにいるメンバー

皆、財源が山ほどきてほしいと思っているメンバーだと思うのですが、私は財務省担当が長いもの

ですから、なかなかそこに関してはあまり楽観できない立場でおります。 

 それで、今回のシステムの中で幼保の一体化という部分も焦点が当たっているのですけれども、

私がすごくいいなと思っているのは、今まで本当に公の支援が受けられない、認可外に行っている

方など、これまで認可に入れなかった人たちに対しても、あるルールで支援がいくようになること

がものすごくいいことだと思うんです。 
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 ですから、お金がもし理想どおりにこなかった場合、幼保の一体化のインセンティブを付けるこ

とに力を入れ過ぎて、いわゆる不公平をなくす、支援のないところをなくすということが手落ちに

なってしまうようだと、国民の感覚からすると不満だと思います。きっとその不公平感をなくすと

いうことがものすごく重要だと思うんです。 

 だから、両方大事なことだと思うんですけれども、そこを忘れないようにしたい。幼保の一体化

にインセンティブを付けるとともに、まずは今、支援がない人たちに財源を付けるということを本

当に優先的に考えていきたいと思っています。 

○末松座長 では、山口さん、田中さんでお願いします。 

○山口委員 今の宮島委員のお話に付け加えさせていただいて、質のところのお話をさせていただ

きたいのですが、よろしいでしょうか。 

 質の、職員配置の向上ということでこの事業をやりながらいつも感じている不足の部分のところ

を補っていただいたような改善案を出していただいて、非常に嬉しく思っております。 

 現状の貧弱な国の運営基準から見れば、先ほど来、夢のような案だということに私は本当に同感

しております。ただ、ではこういった職員配置を厚くしたら本当に質が高くなるのかというと、私

はその部分に関しては甚だ疑問がございます。 

 といいますのは、私どもは既に例えば１歳児であれば国基準は１対６ですが、１対５の基準でや

らせていただいております。これでもまだ不足だなとは思っているのですが、例えば私どもはいろ

いろな公立保育所の運営受託というものをさせていただいておりまして、引き継ぐときにその前任

の公立の先生たちの保育などを見させていただくのですが、人数だけは結構たくさんいらっしゃる

場合が多いのです。しかし、人数がたくさんいるからと言って、本当にしっかりと子どもを見てい

るかというと、残念ながら例えば園庭遊びをやっている中でも職員同士がずっとしゃべっていると

か、逆に職員が増えることによってマイナスの部分があるのではないかと思えるような、そういっ

た保育というものも散見されます。これは事実でございます。 

 そういったことで言いますと、職員を増やすだけでは私は質の改善がしっかりとできるとは思え

ません。ただし、最低限の改善というのは、私は必要だというのは同じ立場でございます。 

 それから、質の話で言いますと、職員の働きやすさというのもその一つでございますが、先ほど

田中委員から、保護者や子どもたちが本当に必要なサービスが受けられるような体制ができるのか

というようなお話もございましたが、まさにその通りで現在例えば障がい児に対しての応諾義務等

は保育所にあるわけですが、現実的にはそれがしっかり担保されて事業者から運用されていないと

いうように私は感じております。それは、延長保育や休日保育などの特別保育などもしかりでござ

います。そういった意味からすると、単に職員を増やすだけではなくて例えば経営者、保育士だけ

ではなくて経営者そのものの教育だとか、監視システムであるとか、第三者評価というものをしっ

かりと構築していくというようなことがこの新たな質の改善では重要になってくると思っておりま

す。 

 それからもう一つは、先ほど宮島委員もおっしゃっていましたが、インセンティブを含めた誘導

的な補助金システムというものも重要ではないかと思います。 



 38

 最後に、先ほども宮島委員がおっしゃいましたが、現状の貧弱な運営費でも無認可の公費が入っ

ていない保育所から見れば夢のような制度でございます。そういったことを是非もう一度念頭に置

きながら、そして今回の議論というのは２年後のシステムの改正の話でございますが、失礼な言い

方ですけれども、今、現にそういった劣悪な環境の下にいる子どもがいるのだということを念頭に

置いて、今できることを早急にやって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 ありがとうございます。それでは、田中委員どうぞ。 

○田中（常）委員 毎回言っていることと重複するんですけれども、せっかく 28日に来ていますの

で、最後に一言、言わせていただきます。 

 先ほどからお話が出ている、労使拠出金をここに組み込むというのは多少無理があるのかなと。

やはり受益と負担が明確になっていないということに対して不公平感があるのではないかと思いま

す。新システムとして対応するのであれば、社会全体が必要な経費を負担するという考えでやはり

税金でやっていただきたい。特に、事業主と個人は税金を通じてそれに関与しているということが

原則としてあると思うんです。ですから、社会全体のサービスに関するのであれば是非そういう考

え方を進めていただきたいと思います。以上です。 

○末松座長 ほかにございますか。では、坂﨑さんどうぞ。 

○坂﨑委員 やはり基本的なところだと思いますけれども、幼保の一体化の姿というものが、宮島

さんと意見はある意味で本当は違うのですが、そこがきちんとしないとここのところに非常に意見

を述べにくいところがあると思います。 

 先ほどの山口委員のところと関係しますけれども、いろいろな意味での補助的なインセンティブ

をきちんと与えなければいけないといったことを、例えば補助事業だけで考えていくと、個人給付

であるところの今で言う保育単価ですね。そういうところを下げてまで、こども園（仮称）になっ

たところの質を上げていくことが正しいのかどうかというと、違う意味での不公平感というものが

出るんです。個人給付はきちんとした形で、個人給付であっても保育単価の質を上げることもきち

んと担保しなければ元も子もないわけです。そうすると、現状の仕組み以下のものが逆にできてし

まうということに非常に問題があるのではないかと思います。 

 職員が多ければいいというものではないというのは確かではございますけれども、私は青森県の

津軽地方でございますが、職員がいなくてこの冬場、12時間開けてぎりぎりでやっていくことの方

がもっとつろうございます。人が増えてこそ、いろいろな事業ができるのであります。それは、逆

の話をしては困るのです。きちんと人の確保ができなければ保育ができないということをわかって

いただかなければおかしな意見になるんです。それは、私ははっきり言っておきます。 

 障がい児の応諾義務をやれないのではないのです。私のような小さな町だと、ある１か所しか障

がい児をやってくださるような施設を決めるのでなければ、そこしか受けてもらえないんです。私

たちが「障がい児を受けたい」と言っても町で一般財源になっていて、やはりそこのある施設だけ

に特定に任せましょうみたいな形でないと現実的に障がい児のことができないんです。 

 ですから、東京のように都市部という意味での山口先生の意見はよくわかりますけれども、現実

の地方は随分違うということです。そこを組み立てていただかないと、すみませんが、この子ども
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新システムの基本的なところは成り立たないと私は思います。 

 28日でございますので、その意見を言って終わりたいと思います。 

○末松座長 今、地方差の中で地方に応じたという形でやっていくという立場は出たと思います。 

 では、山縣さんどうぞ。 

○山縣委員 ありがとうございます。山縣です。財源について私は専門ではないので、少し質問と

従前言った意見をひとつ繰り返させていただきたいと思います。 

 １点目は、私は何となく常に少数派でしゃべってきたのですが、今回もあえて嫌われることを覚

悟で言いますと、地方自治体の３者からは地方に対する不信論だというふうにおっしゃいましたけ

れども、私自身は信頼したいとは思いますが、残念ながら国民一般レベルで見たら国も含めて、多

数を占めているかどうかは別にして、少なくとも無視できない量の不信論が国、地方自治体に対し

てはあるのではないかと思っています。非常に残念なことですけれども、ちょっと嫌われることを

言って質問に入ります。 

 そのときに、私は３案のどれがいいかと今の段階でははっきり言いづらいんですけれども、第３

案が非常に強く否定されているという現状を考えたときに、第１案で少しイメージしてみたいので

すが、総額は相当違いますから単純には比較できないというのはわかった上で、このような仕組み

の比較的似通ったものを既に次世代育成支援のソフト交付金で導入していますね。そのことに対し

て、その使途の問題とか、いわゆる地方不信に思わざるを得ないようなできごとというのがあるの

かどうか。これは入り口の積算方法と事後チェックで成り立っていると思うんですけれども、ここ

に対する不信感があまりなければ、ひょっとした１でもいいのではないか。 

 ただ、そこに不信感があるならば、やはり危険ではないか。それは、完全に一般財源にしたとき

に、結果として地方は頑張っておられると言われるけれども、何回か前に出していただいたように、

保育児童がすごく増えているのに障がい児保育は進んでいないということは、恐らく回されていな

いんだというふうに評価せざるを得ないということなんです。だから、ソフト交付金はそうではあ

りません。ある程度緩やかな枠組みをかけたときに、その不信感と言われるようなものが現にある

のかどうか。これをちょっと教えていただきたいというのが質問です。 

 ２点目は、２回ほど前に言った意見を繰り返すんですけれども、こども園（仮称）を中心に考え

たときに全部こども園（仮称）化すれば大きな問題はないのですが、緩やかな形のこども園（仮称）

化になったときに学校法人、すなわち私学が市町村との関係がないという、そこのルートをしっか

りつくってもらわなければ、特に私立幼稚園さんの場合は保育所が使っている広域入所という意味

合い以上の広い圏域からお子さんが利用しておられる、家庭が利用しておられるという事実がある

と思います。他の市町村に園バスを走らせて集めてくる。それを、一部の自治体では県で調整して

おられるはずなんです。これを市町村レベルで計算をしなければならないという仕組みにしたとき

に、はっきりとそこの関係をつくっておかなければまずいことが起こりそうな気がするということ

です。 

 だから、私ははっきり市町村の方に私学の窓口をつくったらどうかという意見を持っております

が、そのことの是非は別にして、少なくともそこの関係をつくらなければ５つの案のどれを取って
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も今の段階では学校法人と市町村の関係がない。それから、市町村に行ったときに今の仕組みでは

教育委員会は私立学校を管轄しない。その２つの問題をクリアしなければならないのではないかと

いう感じがしています。以上です。 

○末松座長 最初の地方への不信感ですね。それは、我々役所の方からは言いにくいですね。 

○山縣委員 地方だけではなくて、国への不信感もあるということで、あえて……。 

○末松座長 そういったところを「嫌われながら」と言わずに山縣先生から御指摘いただいた方が、

よほど……。 

○山縣委員 それはソフト交付金のところでどうなっているのか。ソフト交付金に不信感が見られ

るようなものがあるのかどうかということです。 

○末松座長 では、そこをお願いします。 

○黒田室長 ソフト交付金と申しますのは、今、厚生労働省で所管をしております市町村にさまざ

まな地域子育て拠点などを含めまして、いろいろな地域の実情に応じたサポートをしていただくた

めに設けているものでございます。 

 お尋ねの件でございますが、不信と言われるような事案は特にないと思います。と申しますのは、

先ほどの議論と関わりますが、ソフト交付金は交付金ではありますが、同時に補助金適正化法の対

象にもなっておりますので、どのように首長さん方にお使いいただいたのかということは事後的に

も確認ができる仕組みになっておりまして、その結果として事後的に使途が確認をされて、一部扱

いが違うといった事例はございますけれども、基本的には事後の確認はできるという仕組みでござ

います。ですので、お話のような事例は特に顕在化していないということでございます。 

○末松座長 こういった平場では言いにくいし、国も地方もいろいろとあると思うんです。それは、

いろいろな話し合いの中でやっていくということで御理解いただきたいと思います。 

 あとはございますか。 

○藤原委員代理 質問をさっきしたんですけれども、まだお答えをいただいていないのですが、現

物給付と現金給付の地方の裁量配分が 20 ページの案の１から案の３までどれぐらい実現ができる

のかということについて御説明いただきたいということです。 

○末松座長 では、説明可能な範囲でよろしくお願いします。 

○黒田室長 お尋ねの件につきましては、10月の基本制度ワーキングチームの際に給付の議論とし

て現金と現物の一体的な給付といった形で御議論をいただいたことがございます。それ自体をどう

するかという話自体がありますけれども、言ってみれば給付の議論として市町村の裁量をどのよう

に設定するのかという話が先にあるということです。 

 逆に言いますと、この会計処理を１から３までどのように組んだとしても、その裁量というのは

給付論としての整理がつけば対応が可能だということでございます。 

○末松座長 よろしいですか。ほかにございますか。では、池田さんどうぞ。 

○池田委員 こども園（仮称）のことです。先ほど、こども園（仮称）のゴールをどこにするかと

いうお話もあったのですけれども、やはり私ども現場にいる者としてはこの教育、保育については

そうそう制度が変わったからと言って現場ですぐに、では子どもたち、保護者に対していい実践が
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すぐできるかというと、やはりその辺が非常に難しいわけです。 

 それで、いろいろと先ほどのお話を聞いていても、こういった幼保一体化に関しても地方と全国、

全体を見たときにはそのニーズが本当に違うということがあると思います。そして、緊急度も違う

と思います。したがって、こども園（仮称）に対して求められる施設の形態だとか、そのシステム

も地域ごとに違うのはやはり当たり前かと思っています。 

 とにかくすべての子どもによりよい保育、教育という願いは私ども幼稚園も持っておりますけれ

ども、保育所の皆さんも持っていると思います。互いの文化とかノウハウをよく理解し合って、そ

れを生かしていくようなシステムにしていくことはやはり一朝一夕にいくものではなくて、地道な

教育実践、保育実践の積み重ねが絶対必要なわけです。ですから、緩やかに目指していくというか、

絶対に先行き子どもが減るということの事実というのは私たちも認識しておりますし、一体化せざ

るを得ない状況がくるだろうということもよくわかっているのですけれども、そこにいくまでに私

たちがこども園（仮称）というものを描いたときに、こういうこども園（仮称）だったら子どもた

ちを入園させたいし、保護者もそこをとても素晴らしいすてきなこども園（仮称）だと思えるよう

なものに今からきちんとしていくことが大事ではないか。ですから、やはり急いだ結論というのは

現場としては非常に心配です。以上です。 

○末松座長 そのコメントもいただきましたけれども、何がいいかということもずっと話し合って

きているのと、それからここで決められたことは強い政策誘導の下にやっていく。そのための議論

をしているということを踏まえながら、皆さんやっておられると思いますので、そこも是非御認識

を賜りたいと思います。 

 ほかにございますか。では、奥山さんどうぞ。 

○奥山委員 今日の包括交付金の基本的な考え方のところで、16ページ、17ページにイメージが出

されましたが、やはりこの新しい仕組みができたときにはその義務的な経費のところを市町村さん

はとにかく集中・優先してなさるということが出てくるだろうと予想されます。 

 そうすると、市町村事業として今ソフト交付金事業のようなものは多分何となく二の次になって

しまう可能性があると思われます。これだけ大きな制度改革があるときにも、きめ細やかな子育て

家庭への対応というのは避けて通れないという中では、やはりこのイメージ２のようにきちんと分

けてそれぞれに考えていくというようなことが大事になってくるのではないかと資料を見て思って

いるところです。そのためにも、子ども・子育て会議（仮称）は市町村で機能して、それぞれの自

治体において必要な事業というものを間違いなく執行していくことが大事だろうと思います。 

 それと、今日は本当に 28日なので私も素人の素朴な疑問ということで聞いていただきたいのです

けれども、先ほど財源の入り口のお話がありました。労使の拠出金ということと、一般財源という

ところと、新しい安定財源ということの組合せなんだろうと思うんですけれども、今まで労使の部

分で入っていたところについて、確かに使途が明確でなくてはいけないということはあるんだろう

とは思いますが、幾つかの欧米諸国においてはかなり企業さんもこれから子どもたちを支えていく

というのが企業の責任ということもありますし、人口が減ってしまってはということもありますし、

成長戦略ということの中で子どもを育むということに社会全体としてちゃんと拠出していくという
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ことについて、やはり何らかの皆が合意をしていくことが大事なんだろうと思いますので、これま

で入れていていただいたお金が、この仕組みが明確になる中で納得していただければいいなと思っ

ております。 

 その辺りが、やはり諸外国においての企業の考え方というのと日本での今の考え方というのがど

んなふうに違うのかということも含めて、合わせて議論がされるといいなと感じているところです。

以上です。 

○末松座長 ほかにございますか。では、菊池さんどうぞ。 

○菊池委員 市町村における会計のところでいろいろな議論があったと思うのですが、私はどのよ

うな答えが出ようとも、それは結構だと思います。ただ、これはある目的を持った一つのお金であ

ったとすれば、それは確実にその目的に沿って使われる仕組みをつくっていただけるということが

大切だろうと思っております。 

 それともう一つ、子ども・子育て会議（仮称）を地方にもつくるというお話ですが、これは非常

に期待を寄せております。これをいかに機能させるかということ、これは今後の議論になるかもわ

かりませんが、それが今後のシステムの在り方に非常に大きく影響するだろうと思っておりますの

で、この辺について今後の議論に期待しております。 

○末松座長 では、中島さん。 

○中島委員 ありがとうございます。せっかくの機会なので、１つは質問ですが、来年年明けから

の議論のスケジュール観について、どのテーマをどのように議論をさせていただけるのか。ボリュ

ーム観も含めてつかめれば教えていただきたいというのが１つです。 

 それともう一つは、ここに一番大事なステークホルダーとしての子ども自身がおりませんので、

「新システム」を考えるにあたっては、子どもと保護者にとっての利用保障、ここを常に原点とし

て押さえながら組み立てて行く必要があると思います。先ほど、障がい児の応諾義務という問題が

ございましたけれども、やはり一番支援されなければならないところに結果的に回っていかないと

いうことが出てきてしまいますと、非常に大きな意味のある「新システム」の議論の成果と機能が

十分に発揮されないということになります。常に利用保障ということばかり言って恐縮なのですけ

れども、子どもはここで主張できませんので、是非そのことを思い返しながら引き続き私も議論を

進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○末松座長 今の来年のスケジュール観について、村木さんからお願いします。 

○村木政策統括官 来年でございますが、主に議論しなければいけないテーマとして費用の話、今

日は質の改善とか、それからお金の流れ方の議論をしましたが、ではどれだけの負担をどなたにし

ていただくかという議論も年明けには必ずどこかでやらなければいけない。 

 それから、先ほどから出ております子ども・子育て会議（仮称）をどういうものにするか。これ

は非常に大事な問題になりますので、これについても議論をしたいということでございます。 

 それから、給付については「何のために」ということではどういう給付をするかが一番大事なわ

けですが、議論を一通りやりましたけれども、相当結論を積み残しているというか、「こういう課題

があるね」ということで確認をしただけの部分がかなりございますので、本当にこれでいいか。例
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えば、現金と現物はきちんとラインを引くことでいいのかとか、それから保険でやっているものに

ついて持ってくるのか、持ってこないのかとか、費用負担まで一通りやったことを踏まえて、もう

一回返って全員で議論をするということでございます。そういう意味では、何回か議論が要るとい

うことです。 

 それからもう一つ、非常に大きなテーマとして幼保のワーキングチームの方でこども園（仮称）

の議論をしていただいています。これもまた年明けに議論をしていただくことになると思いますの

で、そこの議論をもう一回基本制度、このワーキングチームに持って帰ってきていただくというこ

ともあります。 

 相当課題がありますので、このこども指針（仮称）のワーキングチームは月１回くらいのペース

で引き続きやっていくという形でいきたいと思います。そういうことでございまして、相当な回数

を重ねてもなかなか足りないということが見えておりますので、財源の問題でここの進め方という

のはよく歩調を合わせてやらなければいけないということは先ほど全員で確認をしたとおりでござ

いますが、そこへ行き着くまでにまだたくさん課題がありますので、１月は精力的に開かせていた

だくということで、ちなみに私は今日、誕生日なんですけれども、誕生日にこういう会議ができて

うれしいなと思いつつ、１月の日程はメンバーがそろう日程を見つけてきちんとかなり濃く回数を

やらせていただくということで日程調整を別途させていただきたいと思います。１月４日にはやり

ませんで、その次の週以降でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○末松座長 では、そろそろお開きの雰囲気にもなってきましたけれども、よろしゅうございます

でしょうか。 

 先ほどから、「12月 28日」という言葉から「御用納め」という言葉、更には「誕生日」という言

葉までございまして、６回ほど私もお聞きしたんですけれども、本当に皆さん方、年末の一番の最

終時期にここまでこの御用納めの日に真剣に議論されているところは日本ではないと思います。そ

ういった意味で、本当に一体感の下でここまでやってこられましたことは、本当に皆様のお陰でご

ざいます。私の方から改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 そこで、今、村木統括官の方から言われましたように、来年から残余の問題をやっていきますが、

これからは決めの段階に入っていきます。そういった意味で、是非皆様方にはまた真摯な御議論を

賜りたいと思います。決めていかないといけないということですね。 

 それから、最後の財源の問題は本当に皆さん御心配されておられますので、そこは今、政務官、

吉田財務政務官もおられますし、または小宮山厚労副大臣、田嶋経産政務官、そして林文科政務官、

皆、私も含めまして政務に行って、これはしっかりと政権と一緒に気合いを入れてやっていくとい

うことを改めてここで決意を申し上げたいとともに、あとは倉田さん、渡邊さんを始めとする地方

の方々がここで合意されなければ、これはもうおじゃんになるというのはよくわかっておりますの

で、そこは是非背後におられる地方の皆さん方を見ながらしっかりと進めていきたいと思います。 

 そういったことで、本当に今年はお疲れ様でした。また来年よろしくお願い申し上げましてこの

会を閉じさせていただきます。ありがとうございました。 
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