
 

 

 

 

 

 

 

                 

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９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９回会合 

議 事 次 第 

 

              日 時  平成 23 年 1 月 27 日（木）9：31～12：11 

               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）子ども・子育て会議（仮称）について 

 （２）幼保一体化について 

（３）意見交換 

３. 閉 会 
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○末松座長 皆様、おはようございます。今日もお忙しい中、お集まりいただきましてありがとう

ございます。 

 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９回目の会合を開始いたします。 

 まず、委員の御出欠につきまして事務局より報告申し上げます。 

○藤原参事官 本日の委員の御出欠について、事務局より御報告申し上げます。 

 本日、御欠席の委員は４名おられます。全国国公立幼稚園長会会長の池田多津美様、全国知事会

高知県知事の尾﨑正直様、日本経済団体連合会の髙尾剛正様、日本こども育成協議会副会長の山口

洋様、以上４名の委員におかれましては本日所用により御欠席となっております。 

 また、御欠席の委員の代理といたしまして、全国国公立幼稚園長会より同会副会長の荒木尚子様、

全国知事会より高知県地域福祉部長の小田切泰禎様、日本こども育成協議会より同会副会長の溝口

義朗様に代理で御出席をいただいております。 

 なお、連合の岡本委員は少し遅れてお見えになるというふうにお伺いしております。 

 また、本日は子ども・子育て会議（仮称）の参考ということで、フランスの家族会議についてお

詳しいということで、筑波大学大学院ビジネス科学研究科長の江口隆裕先生に御出席をいただいて

おります。以上でございます。 

○末松座長 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、事務方から資料の確認をお願い申し上げます。 

○藤原参事官 資料の御確認をお願いいたします。 

 本日、議題が「子ども・子育て会議（仮称）について」、それから「幼保一体化について」の２点

となっておりますが、配付資料といたしましては、まず資料１といたしまして「子ども・子育て会

議（仮称）について（案）」。 

 資料２といたしまして、24 日に行われました幼保一体化ワーキングチームでも議論いただきまし

た資料と同じものになりますが、「幼保一体化について（案）」。 

 資料３は、同じく参考資料です。 

 そして、資料４といたしまして、各委員から御提出いただいている資料、本日プレゼンをいただ

く先生方からの資料についてもこの中にとじさせていただいております。 

 また、配付の参考資料ということで、幼保一体化の関係が参考の１から参考の４でございます。

いずれも過去のワーキングチーム等で配付をさせていただいている資料になります。 

 また、「子ども・子育て新システムの残された論点」、まだ積み残されている論点が幾つかござい

ますので、それについて一覧表としてまとめたものを参考５としてお配りをしているかと思います

ので、御確認をいただければと思います。 

 種類がたくさんあって恐縮ですが、何か抜けがありましたらお声をおかけください。よろしいで

しょうか。以上でございます。 

○末松座長 この資料のほかに、委員の皆様だけなのでございますけれども、私が福祉医療先進国

のスウェーデンに行った出張報告というものも入れさせていただいております。資料が多い中、大
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変恐縮でございます。 

 そこで、概要を 20 秒で言えば、スウェーデンで「幼保一体化はどうなっているんですか」と私が

聞いたら向こうの方で、「何を今更言っているんだ」と言われまして、「1930 年代くらいの議論でそ

こは終わったんだ」という説明が彼らからされたということでございます。 

 ただ、これにつきましてはほかのヨーロッパの諸国とスウェーデンはかなり違っているところも

ございますし、個人社会が徹底していて専業主婦率が２％だということもございますので、そこは

ちょっと事情が違うかもしれませんけれども、一つの先進国の大きな例として挙げさせていただき

ました。 

 これで面白かったのは、新規産業を立ち上げる、国際競争力を強化するという上でプレスクール

と言っていましたけれども、就学前の学校における自由な発想といいますか、それが極めて重要だ

ということで、スウェーデンは大きく重視をしてプレスクールのことをやっているということがご

ざいました。それが、後々の小中高、あるいは大学の大きな発想の基盤になるということで、これ

は重要だということを伺ってきました。またお時間があったらお読みいただきたいと思います。 

 それでは、今日の議題ですけれども、２つの議事を用意しております。１つは子ども・子育て会

議（仮称）、これは仮称ですけれども、今まで触れられておりません。今日初めてでございます。そ

れからもう一つは、１月 24 日に開催されました第６回幼保一体化ワーキングチームの概要、これを

大日向座長からも御報告をいただきまして、ここで若干御審議を賜るということになっております。 

 それでは、１つ目の議事である子ども・子育て会議（仮称）に入ります。初めに事務局から資料

の説明を行い、続いてＰＤＣＡなど、行政評価が御専門の田中啓委員にも子ども・子育て会議（仮

称）の在り方について発表していただきます。更に、フランスの全国家族会議などについて先ほど

も御紹介がございました筑波大学大学院ビジネス科学研究科長の江口隆裕様にも御発表を賜りたい

と思います。 

 まずは、事務局から説明してください。 

○藤原参事官 それでは、資料を御説明申し上げます。 

 資料１でございますけれども、「子ども・子育て会議（仮称）について（案）」という資料でござ

います。 

 目次をめくっていただきまして、１番は「基本的な考え方」から構成、機能、それから参考とな

る「現行の法定の審議会等」、運営の方法について、また最後に自治体においても意見を聞く場を設

けるかどうか。こういった構成で資料をつくってございます。 

 下のページでございますが、昨年の６月にまとめました基本制度案要綱ではこのように書かれて

いる、記述をされているということを抜粋したものでございます。「子ども・子育ての当事者のニー

ズにサービス・給付が即したものとなるように、効果的かつ効率的な制度運用のために地方公共団

体、労使代表、子育て当事者、ＮＰＯ等の子育て支援当事者等が政策プロセス等に参画、関与する

ことができる仕組みとして、国に子ども・子育て会議（仮称）を設置することを検討する」という

ふうに記述がございます。 

 ここを踏まえまして、次のページでございますが、１番は「基本的な考え方」ということで箇条
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書きでまとめております。 

 １つ目でございますけれども、重複いたしますが、効果的かつ効率的な制度運用を図るために有

識者や子ども・子育て支援に関わる当事者の方々が一堂に会して、新システム全般について議論す

る場を設けるということが必要ではないか。 

 具体的には、国に置かれます子ども・子育て会議（仮称）は子ども・子育てに関する重要な政策

について調査審議を行う場として位置付けられるということではないか。 

 こうした議論を通じまして政策プロセス、ＰＤＣＡサイクルに政策立案から実行、評価まで一貫

して関与するということで、新システムの運営の透明化が図られるということが期待できるのでは

ないか。 

 また、当事者の方々が協働して主体的に政策プロセスに関わるという仕組みは、子ども・子育て

を社会全体で支援するという新システムの趣旨から欠かせないものであって、新しい行政のガバナ

ンスの一形態ということになり得るのではないか。 

 最後ですけれども、政策の実施状況の確認や評価を行うという趣旨にかんがみまして、こういっ

た子ども・子育て会議（仮称）というのは一定期間ごとに会議を開催し、議論するということにな

るのではないか。また、ここでの評価等は必要に応じて施策の次の見直しの検討に反映をさせるこ

とにもつながるのではないかというような大きな基本的な考え方を箇条書きで整理をしております。 

 それでは、下の方でございますけれども、その子ども・子育て会議（仮称）の構成とか機能につ

いてどう考えるべきかということです。 

 まず、メンバーにつきましては制度案要綱にも例示がございますように、有識者、地方公共団体、

労使、関係団体、子育ての当事者、ＮＰＯ等の子育ての支援をされている当事者の方々等、ステー

クホルダーの皆さん方を幅広く構成メンバーとしてはどうかというふうに御提案をさせていただい

ております。 

 また、「会議の考えられる機能」ですけれども、子ども・子育てに関する重要な政策について調査

審議を行うことが考えられるわけですが、では具体的に重要な政策といったときにどの辺りまでこ

の子ども・子育て会議（仮称）の対象事項とすべきかどうかということが挙げられようかと思いま

すので、考えられる調査審議事項として、例示として挙げさせていただいております。 

 国の基本方針のようなもの、そういったその他の重要な方針についての調査審議、あるいはこの

新システムができ上がった後も制度の見直しをしていくという必要性があるでしょうから、そうい

った見直しの際の調査審議。 

 または、この新システムにはさまざまな給付類型を御用意するということになっておりますので、

それぞれの給付の内容ですとか水準、公定価格等も含まれるかと思いますけれども、こういったか

なり細かい実務的な基準等についても調査審議の対象とするのかどうか。 

 または、ＰＤＣＡの最後のチェック、アクションということにもなろうかと思いますが、費用の

使途の実績や事業の効果等の点検・評価についての調査審議、こういったことが挙げられようかと

思いますので、一体この会議がどの辺りをメインのターゲットにしていくのか、あるいはすべて網

羅的にすべきなのか等々、御議論があると思いますので、例示として挙げております。 
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 また、調査審議ということに加えまして次のページでございますが、会議の権限としてそのほか

にどのような権限が必要だろうかということで、例えば当事者の参加の機関でございますので、特

段その関係の各省大臣から諮問がない場合であっても、自らの判断で必要に応じて調査審議をした

り、場合によっては提言をしたりというような機能ということも検討する必要があるのではないか

ということを書かせていただいております。 

 これらの機能を踏まえまして、会議の位置付けをどのように考えるかということになるわけです

が、ちなみに６ページ以下で社会保障の関係ですとか教育の関係で既にあります重要な政策を審議

するための審議会が幾つか前例として現行の制度でございますので、例示をここでさらっと御紹介

させていただいております。 

 例えば、社会保障審議会です。政府の審議会は基本的政策型と法施行型というものに大きく整理

できるようですけれども、基本的政策型というのは政策の重要事項を調査審議することをメインの

機能として果たす役割を持っている審議会でございます。社会保障審議会、これは厚生労働大臣の

諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議をするということでございます。この参考に書

いてあるような審議事項を実際に検討しているところでございます。 

 それで、実際の構成委員については、法令上は人数だけを規定しておりまして、どういうふうな

メンバー構成にしなさいということまでは書いてありませんけれども、例えば介護保険の関係です

と介護給付費分科会というものが下の分科会にあるわけですが、介護保険についての報酬の諮問答

申といったものをここで行っておりますので、実際には有識者や事業者や労使、地方公共団体、利

用者等のステークホルダーにおいて構成をされている。実際にはそういうふうなメンバーで運営を

されているということがございます。 

 また、その次に文部科学省の中央教育審議会といった審議会もございます。こちらも、やはり教

育の振興や生涯学習の推進といった点の重要事項についての調査審議をするということになってい

るようでございまして、法令上は 30 人以内ということで、主に学識経験者で構成ということになっ

ているそうでございます。 

 それから、法施行型ということで中央社会保険医療協議会、いわゆる中医協でございますけれど

も、中医協はむしろ重要政策の調査審議ではなく、まさに診療報酬そのものの基準を答申するとい

うふうなことになっているので、実際に 20 名の委員ですけれども、支払側、診療側、公益委員とい

うことで、人数とか構成が法令上規定をされているという特色がございます。 

 それからその次でございますが、基本政策型でもう一つ、厚生労働省の方の労働の部分ですけれ

ども、労働政策審議会がございます。こちらについても重要事項の調査審議をするということです

が、雇用政策については国際労働機関、ＩＬＯの諸条約においても労使同数の参加の審議会という

ふうなことが規定をされているということもなりますので、労働政策審議会においては 30 名の委員、

公益、労働、使用者の各 10 名同数ということで組織をされているということがあるようでございま

す。 

 また、同じように基本的政策型と位置付けられている社会保障審議会ですとか労働政策審議会で

あっても、やはり保険事業を審議するという部分については各個別の法律において、各規定でこう
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いった基準を定めるときには事前に社会保障審議会に諮りなさいとか、個別に法定で審議事項が定

められているという部分もあるようでございます。 

 以上、厚生労働省や文部科学省を中心に、現行にある審議会の状況を御説明申し上げました。 

 10 ページについては、「子ども・子育て会議（仮称）の運営と新システム全体の運営方法につい

て」と書いてございます。これは、子ども・子育て会議（仮称）をそもそもどこに置くんだろうか

というふうな議論もあろうかと思います。まだこれはどこに置くのかということがもちろん決まっ

ておりませんのでこれからの議論だと思っておりますが、総合調整を行っている内閣府に置くとい

うことが一選択肢としてはあるかもしれませんが、いずれどこの役所に置くのかとか、それから現

行、厚生労働省や文部科学省とどういう役割分担で連携をしながら担っていくのかということにつ

いては、むしろこの新システムの給付の仕組み全般ですとか、ＰＤＣＡサイクルの在り方に関する

議論を踏まえた上で改めて検討することが必要ではないかということをここで書かせていただいて

おります。 

 いずれにしても、この新システムを一体的かつ円滑に運営をしていく。現場が混乱しないように

円滑に運営していくための体制とか組織の在り方についてどう考えるかということだと思っており

ます。 

 それから、11 ページです。国において子ども・子育て会議（仮称）を設置することを検討すると

いうことにつきましては制度案要綱に既に記述があるわけですけれども、地方についてどうするか

ということについては制度案要綱のところでは明らかにしておりませんでしたが、既に今までの９

月以降、ワーキングチームで議論をする過程で、こういった機能は国だけではなくて地方レベルで

も機能として必要なのではないだろうかというような御意見を既に何人かの先生方からいただいて

いたかと思います。 

 論点としては、国の会議と同じような論点があり得ると思うのですが、各関係者が関与する仕組

みをどのようにつくるのか。例えば、地方公共団体にも子ども・子育て会議（仮称）のような会議

体を設置することにするのかどうか。その場合に、国の会議と地方の会議との関係、あるいは連携

といいましょうか、そういったものをどう考えるのか。また一方で、地域主権改革で必置規制の見

直しということもありますので、そういった考え方にも反しないということに留意する必要がある

のではないかということでございます。 

 その上で、「考えられる機能のイメージ」でございますけれども、地方版の子ども・子育て会議（仮

称）を設置する場合には具体的にどのような事項について議論することが考えられるでしょうかと

いうことで、例を挙げさせていただいております。特に基礎自治体では整備計画を策定いただいて、

それに基づいて計画的に整備を行うということ。そして、フォローアップを行っていくということ。

各事業への資金の配分の在り方、こういったことを実際にやっていただくわけですので、この辺り

が対象事項となっていくのかと思いますし、または一定期間ごとに事業内容の点検・評価を行って

いくということにもなろうかと思います。 

 こういった事項について、この地方版の子ども・子育て会議（仮称）が対象とする審議事項とい

うふうに考えられるのではないかということで例を挙げさせていただいております。 



 6 

 なお、参考ということで、自治体に法令上、設置された会議の例を、介護保険ですとか、国保で

すとか、次世代育成支援対策の関係の法律に基づく地域協議会ですとか、挙げておりますけれども、

条例で設置をするとなっているものですとか法律での設置が決められているもの、あるいは法律で

設置することができるとされているもの、このようにバリエーションがございますということで例

として挙げさせていただいております。 

 次のページでございますけれども、仮にこういった会議を設置する場合には組織、運営に関して

必要な事項についてはやはり地域の実情に応じて設置をしていただくことも必要だと思いますので、

条例で定めるなどの方法が考えられるのではないかということを書かせていただいております。 

 なお、地方版の会議に期待される機能につきましては、今後の本ワーキングチームにおいて費用

負担の在り方ですとか、議論はこれからまだ残っておりますので、こういった議論の内容も踏まえ

て引き続き検討する必要があると考えております。 

 参考までに、「現行の少子化社会対策の推進体制」というものを書かせていただいております。現

在、内閣府には少子化社会対策のための推進体制ということで少子化社会対策会議が設置をされて

おります。これは全閣僚、大臣から構成されるということで、ステークホルダーが入っているもの

ではないということになりますけれども、子ども・子育てビジョンのような大綱もここで決めたり、

こういった推進体制がございますということでございます。 

 また、この子ども・子育て新システムの検討会議自体、まさにこの基本制度ワーキングチーム自

体がステークホルダーの皆さんから構成をされているということもありますので、ここで参考まで

ということで性格をここに付させていただきました。 

 以上、簡単でございますけれども、子ども・子育て会議（仮称）の事務局としての資料は以上で

ございます。 

○末松座長 ありがとうございました。 

 私から１点忘れていましたが、私の資料に関しまして「登校拒否」という言葉がございます。こ

れは今では使っていないということで、「不登校」ということでお願いしたいと思います。小宮山副

大臣からおしかりを賜りましたので恐縮しております。 

 それでは、田中啓さん、よろしくお願いを申し上げます。 

○田中（啓）委員 本日、お時間をいただきましてありがとうございます。私のペーパーは、資料

４の１ページ目からになります。 

 私は、事務局の方から事前にＰＤＣＡサイクル、あるいは評価論の観点から子ども・子育て会議

（仮称）に関する論点を整理してほしいというような要望をいただいておりました。本日は、この

要綱に入っております子ども・子育て会議（仮称）を、このシステムにおきますステークホルダー

協議機関と位置付けまして、その意義や役割を整理いたしまして、この後の皆さんの議論に役立て

ていただきたいと思っております。 

 ごらんのとおり、私の資料は６ページにわたっております。時間の制約もあるということで、先

ほどの資料１との重複などもあるかと思いますから、重要なポイントのみをかいつまんで御報告さ

せていただきます。 
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 それでは、１ページのまず１をごらんください。ＰＤＣＡサイクルということですけれども、あ

る意味、皆さんよく御存じで今更、私がお話することもそれほどないのかなという気がしておりま

すけれども、（２）の政策における重要性ということで言いますと、やはり１点目にありますように

目的に照らしてきちんと効果が上がっているのか、あるいは制度設計や実施過程に問題はないのか

といった点を明らかにして改善していくためには、ＰＤＣＡサイクルを確実に実施することが重要

である。 

 そのためには２点目ですけれども、政策の制度設計の段階からこの制度の運用あるいは評価の部

分をあらかじめ組み込んでおくということが極めて有用ではないかと考えています。 

 実は従来、政策形成ということでプラン、計画の段階には国民あるいはステークホルダーが参加

するということはあったわけですが、それ以降のドゥ、チェック、アクション、この辺りにつきま

してはなかなか国民はステークホルダーが主体的に参加する機会がなかったということで、恐らく

今度の子ども・子育て会議（仮称）というものがこのＰＤＣＡの全般、特にプランの段階とチェッ

クの段階ですね。ここにステークホルダーが深く関与できる機会なのではないかと考えております。 

 その上で、私はステークホルダー協議機関と言っておりますが、この子ども・子育て会議（仮称）

についてのまず認識です。資料１にもございましたけれども、国については設置するということが

要綱に明示されております。それで、地方版につきましては特にこれまで明記がなかったのですが、

いろいろな意見も出ておりますので、やはり地方版の子ども・子育て会議（仮称）を設置すること

は必要ではないかと個人的には考えております。 

 その必要性についての理由を２ページで説明しております。国と地方の両方に会議が想定されま

すので、両方に共通の理由と、あとは地方版独自の理由ということに分けておりますが、国・地方

版共通の理由ということで言いますと、最初の２点ですね。システムの有効性を保証する、あるい

は利害等の調整、これは言うまでもないことかと思います。特に１番目の有効性を保証するという

ことについて言いますと、先ほどのＰＤＣＡサイクルの中にこの子ども・子育て会議（仮称）をき

ちんと組み込む。それによって、システム全体に有効性がある程度担保されるのではないかと思い

ます。 

 更に３点目ですけれども、やはり今回こども園（仮称）の創設等、大きな政策制度の変更が想定

されておりますので、少なからぬ混乱は起こるのだろう。そういった円滑な移行を促進するという

意味では、やはりステークホルダーの方の理解、協力を得ることが必要ですので、そういった意味

ではこういった子ども・子育て会議（仮称）の必要性が非常にあるのだろうと思います。 

 一方、地方版独自の理由ということで言いますと、これまでもいろいろな議論がありましたよう

に、やはり地域主権という下で今回の制度は構想されています。特にこれからは国任せではない、

あるいは自治体任せではないということも必要だと思いますし、あるいは関わる当事者の方々の創

意工夫を促すといった意味でも、そのシステムの運用に地域の当事者が参加するということは有意

義ではないかと思います。 

 更に２点目ですけれども、恐らく今回基礎自治体に対していろいろな期待、役割がかかってくる

のだろうと思うのですが、これは特に市町村の方は難しいというふうにお感じではないかと思いま
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す。ですから、その難しい役割を担うことになる市町村を補強、支援するというような意味合いで

の会議を位置付けることができるのではないか。 

 最後に、先ほどもございましたけれども、今回この政策のＰＤＣＡ全般にステークホルダーが関

わる可能性が高いということで、こういったものというのは恐らくはこれから日本が目指すべき一

つのモデルになっていくのだろうということで、そういった意味合いでも地方版の子ども・子育て

会議（仮称）の意義があるのではないかと考えております。 

 以上を踏まえまして、その子ども・子育て会議（仮称）がどのような役割を担うことが考えられ

るかということで少し考えてみましたが、少し細かくて恐縮ですが、先に５ページ、６ページの表

をごらんください。これは、これまで提出された資料、あるいは議論の中身等をある程度踏まえま

して、子ども・子育て新システムにおきまして国、都道府県、市町村、行政ですけれども、それぞ

れがどのような役割、機能を果たすことが想定されるのかということで、あくまでも暫定ですが、

私なりにリストアップをしたものでございます。 

 これは、行政側が担当する役割、機能ということなのですが、このうち網掛けないしは下線を引

いたものが国版あるいは地方版の子ども・子育て会議（仮称）が担う可能性がある項目、事項とい

うことになります。ですから、これはある意味、抜けがあるかもしれないのですけれども、網羅的

に役割、機能をリストアップしまして、その中で子ども・子育て会議（仮称）が担う可能性がある

ものを網掛けしたということで御理解いただければと思います。 

 この網掛けをした部分をリストアップしたものが、前に戻りますけれども、３ページ、４ページ

の整理になります。ここで国レベルと地方版ということで分けて整理をしておりますが、大体同じ

ような役割を担うというような形になっております。 

 私がこういった整理をした意図としましては、ここに挙げたものすべて子ども・子育て会議（仮

称）が担うということではなくて、こういったものが今、候補としてあり得るということで、ある

意味、ここからある程度取捨選択をするというような議論になるのではないかと考えておりますが、

特に重要なものとしまして、これは国版あるいは地方版でも子ども・子育て勘定（仮称）、あるいは

特別会計のチェックを行うということは、やはりこの会議に期待される役割であろうかと思います。

あとは、いずれにもシステム全体に入っておりますが、政策の評価ですね。あるいはシステムの課

題の抽出といった辺りは、特に制度の導入当初におきまして極めて重要な役割ではないかと思って

おります。 

 それ以外では、もちろん給付水準の設定に関するいろいろな審議、あるいは施設サービス等の標

準的基準設定におきましても、やはりこの会議に役割が期待されるところではないかと思います。 

 このようにリストアップしておりますが、恐らくこういった役割に関して子ども・子育て会議（仮

称）が全般的に関わるというよりは、むしろこういったものに関わるような権限はあるけれども、

留保した上で、システムの運用の要所に会議が関わっていくというのが現実的な関わり方になるの

ではないかというふうに想定をしております。 

 それで、最後に４ページになりますけれども、今、申し上げた以外の論点ということで幾つか整

理をしております。 
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 まず（１）は「ステークホルダー協議機関の体制」ということです。これは資料１にもございま

したけれども、やはり国・地方版ともステークホルダー、子育ての当事者の方、あるいは支援当事

者、あるいは費用負担者等が参加する会議が想定されるということで、その意味では現在の基本制

度ワーキングチームに近い構成というものは非常に可能性が高いと思います。 

 ただ、そうは言いながらも、もし詳細な分析検討が必要であるとすると、この全体会の下に分科

会を置くという形式もあり得るのではないかということで、例えば子ども・子育て勘定（仮称）等

を審査する部会としては資金分科会、あるいは計画・評価分科会、幼保一体化分科会といったよう

なものが併存するという形もあり得るのではないかと考えております。 

 それから、地方版の会議につきましては恐らく決まった体制を強要するというよりは、ある程度

柔軟な会議の体制、あるいは運用を許容した方がいいというふうに考えております。その意味では、

ここには書いていないんですけれども、自治体によっては一つひとつの自治体が単独で会議を運営

するというよりは、近隣自治体で連携して広域的な会議を設置するといったようなバリエーション

もあっていいのではないかと思っております。 

 それから、ここでの４点目になりますけれども、私のペーパーでは国レベルの会議と地方版の会

議を併存するといったことを書いてございますが、地方版と国との関係ですね。これは、国レベル

の会議の下部機構というふうに地方版を位置付けるというよりは、もう少し緩やかな関係性にした

方がいいのではないか。 

 ただ、そうは言いながらも何らかの連結する仕組みが必要になりますでしょうから、連絡協議会

のようなものは必要になるということは考えられます。 

 最後になりますけれども、（２）と（３）はある意味セットでございますが、私は評価論の立場か

ら是非お願いしたいことなのですが、やはり最初に申し上げたようなＰＤＣＡを非常によい形で実

施するためには良質なデータ情報が不可欠だと思います。その意味では、この新システムにおきま

しては地方からのさまざまな子ども・子育てに関するデータを国が吸い上げまして、それを一元的

に管理していく。そして、その地方の利用に供していくといったようなことは是非国の方にお願い

したいと思っております。 

 加えまして、その評価ですけれども、評価と言いますとアウトプット指標、アウトカム指標を置

くというようなところもあるのですが、それに加えましてなぜそういう実績になったのかといった

分析が極めて重要だと思います。そういった意味では、やはり子ども・子育て施策の分析評価手法

の開発、普及につきましてもある程度国に指導的な役割を担っていただきたいと考えております。 

 以上、少し長くなりましたけれども、これをもちまして私の報告とさせていただきます。 

○末松座長 田中委員、本当に詳細な分析を賜りましてありがとうございます。そしてまた、シス

テムの設計についても本当にありがとうございます。 

 それでは、次に江口さんからよろしくお願い申し上げます。 

○江口教授 筑波大学の江口です。どうも今日はこういった場を設けていただきましてありがとう

ございます。 

 お手元の資料の、田中先生の次の７ページから「フランスの全国家族会議」ということで資料を
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用意させていただいております。 

 では、早速、家族会議について御説明をしますが、その前に簡単にフランスの家族政策の沿革を

御説明して、その中で家族会議、現在は家族高等評議会ということで 2009 年に改組されております

が、これがどういう役割を果たしてきたのかということを簡単に御説明したいと思います。 

 お手元の資料の７ページの下ですが、フランスの家族政策、家族給付は 1860 年、これはナポレオ

ン３世の時代ですが、このときから始まっているわけです。そういうふうな大変長い歴史を持って

おります。 

 更に自由、平等、博愛とよくフランスについて言いますが、博愛の源は、1891 年にローマ教皇が

「正当な賃金」、これは「家族を養える賃金」という意味なのですが、これを求める回勅、すなわち

お触れを出したわけです。 

 更に 1914 年からの第一次世界大戦がフランスの人口問題に非常に大きな影響を与えます。戦時中

は労働力が不足する。したがいまして、1918 年に使用者による自主的な家族手当調整金庫というも

のができています。これがなぜ戦時中にできたかといいますと、労働力が不足する中で賃金が上が

るのを避ける、つまり使用者が家族手当を出すことによって賃金の引き上げを抑制するという、あ

る意味でカルテル的な性格を持った給付を出すという仕組みだったのでございます。 

 更に、フランスは第一次世界大戦で 130 万人が戦死しました。これは第二次世界大戦よりも多い

数でありまして、そういう意味で出産奨励というのが非常に大きな国の目的になるわけです。そこ

で、1920 年に国が出産奨励高等委員会というものをつくっております。ここで、例えば母の日であ

りますとか、フランス家族賞などというものがこの当時できるわけです。 

 更に 1932 年には家族手当というものが労働法典につくられて法制化されます。 

 1939 年、このころになりますとドイツのヒットラーの足音がだんだん高まってくる時代でありま

して、フランスはドイツとはそもそも昔は仇敵でありまして、そういう中でドイツのそういった動

きを踏まえて人口問題高等委員会ができ、更に家族法典ができ、第２子から家族手当を支給すると

いうことにしております。この第２子というのは、完全に出産奨励が目的ということであります。 

 更に次のページを見ていただきますと、戦後、新しい社会保障計画ができまして、1946 年に家族

手当金庫ができます。ここで全国民に家族手当を支給するということで、労働者から切り離した手

当てになるわけです。それで、当時は家族給付が社会保障給付の４割を占めるという非常にウェー

トが高い中で、しかも基本的に家族給付には所得制限がないという仕組みになっておりました。 

 ところが、1950 年代になりますと日本と同じくベビーブームが始まりまして出生率が改善をして

まいります。そうすると、家族給付にも力が入らなくなって、全体に家族給付の水準は低下してい

くということになるわけです。 

 ところが、1960 年代後半にフランスでも出生率が急激に低下を始めます。そうすると、また出生

問題、出産奨励問題が脚光を浴びるようになり、例えば 1980 年に、これはジスカールデスタン大統

領のときですが、第３子が生まれたら１万フラン、当時は１フラン 40 円くらいですから 40 万円く

らいを出すという極端な出産奨励策を講じたりしています。ただ、これはあまり効果がなかったと

言われています。 
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 1981 年、社会党のミッテラン大統領が誕生したときに家族手当を大幅に引き上げるということを

やっております。 

 ただ、社会党政権になって行った産業の国営化等の影響もあって、非常な財政赤字になってしま

い、翌年には緊縮財政に転換をするという歩みをたどっております。 

 更にその下でございますが、1993 年に社会党のミッテラン大統領の下の保革共存内閣で、これは

右派の首相が内閣をつくるわけですが、94 年７月 25 日に家族に関する法律というものができてお

りまして、ここで家族政策の総合化、更には全国家族会議の設置というものが法律上、明示された

わけです。 

 その後、共和国連合のシラクが大統領に就任をしまして、更にジュペ首相が 1995 年に社会保障の

改革案、増税を含んだ改革案を出します。そして、このジュペプランでは、それまで家族手当は非

課税だったのですが、これを課税の対象にするという案が出され、非常にもめるわけです。そこで、

これを第１回の全国家族会議で議論をするという経緯になります。 

 更に 97 年には、右派の大統領の下で左派のジョスパンが首相に就きます。このときに、家族手当

に所得制限を導入するということを突如表明をして、最終的には１年限りでこれは撤回されたので

すが、ここでまた家族会議が非常に大きな役割を果たすという経緯をたどっております。 

 さて、2007 年にサルコジ大統領が就任をするわけですが、実はそれ以降、家族会議は開かれてお

りません。2009 年に全国家族会議を廃止して、家族高等評議会を新設するという改正が行われてお

ります。 

 次のページを見ていただきたいのですが、先ほど言いましたようにフランスでは伝統的には家族

給付、つまり現金給付が中心だったわけです。しかし、この 94 年７月 25 日の法律は、総合的な家

族政策、つまり現物給付も視野に置いたサービスを提供していこうというように政策転換を図るわ

けです。当時、シモーヌ・ヴェイユ法と言われまして、シモーヌ・ヴェイユ大臣の担当でありまし

た。 

 その１条には、「家族は、社会がその基礎をおく本質的な価値の１つである。国家の未来は、家族

にかかっている。それゆえ、家族政策は総合的でなければならない」とうたっているわけですが、

この背景には 90 年代に貧困家族が非常に増えた、更には家庭内教育の欠如と青少年犯罪の増加、低

年齢化、更に親権乱用等があって、つまり現金給付だけでは対応できないという時代状況があった

わけです。 

 この法律の柱としては、例えば市町村における保育サービス推進計画の作成とか、それから先ほ

ど申しました全国家族会議の開催ですね。それから、家族政策評価報告書の国会への提出とか、家

族手当の対象年齢の 20 歳への引上げというのもこの法律でうたっております。 

 そういう中で全国家族会議が設置をされたわけですが、この全国家族会議の意義としては、まず

は２番目に挙げてありますように、具体的なメンバーとして家族協会、関係省、それから社会保障

の組織ですね、年金とか医療保険ですが、そういった関係者に加えて、いろいろなテーマに応じた

メンバーを入れる。それで、私が取材に行ったときには 40、50 人くらいのメンバーでそのテーマに

応じた議論をするということでした。 
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この会議は、家族に関する重点的な政策を実質的に決定する役割を担っていると言われておりま

すが、裏を返せばそれまでの家族政策というのはその下にありますように家族手当全国金庫、これ

は家族給付を出す組織です、それから、家族協会全国連合。これについては後で説明をしますが、

これは民間の運動団体です。それから国立人口研究所（ＩＮＥＤ）の３者によって、この３者のト

ライアングルで基本的に政策が決定されていた。 

 ところが、こういった家族会議をつくることによって、それ以外のさまざまな立場の方がテーマ

に応じて参加をすることになったというところに意味があると言われております。 

 近年は、大統領が年頭に、「今年はこういうことを家族会議でやるんだ」と言って、それに応じて

テーマごとの人選がされて、大体６月ころに開かれているのですが、家族会議で議論をするという

ことであります。 

 ただ、近年は、これが定着して随分たちますので、行政内部の事前調整が過ぎているのではない

か、という批判があります。フランスも官僚制国家ですから。それから、政策決定過程のポピュリ

ズム化といいますか、国民の向こう受けだけをねらっているのではないかという批判があるのも事

実であります。 

 次のページを見ていただきたいと思います。では、何を議論したかというと、96 年に第１回の会

議が開かれまして、家族手当に対する課税をどうするかというジュペプランを踏まえた議論をして

おります。 

 それから、総合的家族政策の在り方ということで、課税を見送りながらそういった総合的な政策

を考えましょうという報告を 94 年の２月にしております。 

 更に、97 年の６月に住宅手当の一環の住宅個別助成の在り方を議論したのですが、この直後にジ

ョスパンが家族手当に所得制限を導入するということを発表して非常に混乱を招くということがあ

りました。これを全国家族会議で議論をして、最終的には１年限りでその所得制限を見送ったとい

う経緯があります。 

 その後は、98 年以降、資料に書いてありますが、いろいろなテーマについて議論をしております。

例えば 2001 年でありますと日本で言うワーク・ライフ・バランス、それから「若い大人」というの

は日本で言うと自立できない大人ということです。それから、乳幼児の受入れとか、2005 年にはイ

ンターネットの問題、それから家族の連帯等ですね。 

 それで、2007 年は学校外での時間がテーマとなって、これを最後に全国家族会議が開催をされて

おりません。 

 その後、サルコジ大統領になって 2009 年に「家族高等評議会」というものができます。これは下

の 10 ページに書いてありますが、何で作られたかということを調べますと、分野横断的な組織をつ

くる、それから、多様な観点から検討を行う、ということが理由に挙げられております。そのため

に、「多様な方に参加をしてもらうんだ」ということをうたっているわけです。 

 この新しい組織が今までと違いますのは、全国家族会議という、今申し上げた政策決定の場と、

人口家族高等評議会、これは日本で言いますとかつての人口問題審議会みたいな人口問題の専門機

関ですね、これを統合したというところがみそであります。 
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 関係の資料を見ていますと、最近は御存じのようにフランスは出生率が向上していますから、人

口政策は一段落した、したがって、関係資料でもまずは「フランスの人口はこれだけ増えたんです

よ」というような説明から始まるわけです。 

 さらに、下から３つ目に書いてありますように、今、フランスの若い世代では、共働き世帯の方

が片働き世帯よりも出生率が高い。したがって、家庭生活と職業生活の両立を図るんだ。それから、

３人目の子どもの出生率を高める。共働き世帯の方が片働き世帯よりも出生率が高いという状況の

中で、そういうようなことをテーマに挙げております。 

 そして、全体としては、子ども預かりサービス、これは保育サービスと言い換えてもいいかもし

れません。それから、積極的連帯所得保障というのはいわば失業者などのための最低所得保障であ

ります。これらを基本に施策を進めると言っておりまして、家族会議に比べますとかなり既存の施

策の延長線上で対応していくんだというニュアンスが出てきております。 

 その右側ですが、「家族高等評議会の目的及び構成」を規定した政令を見ますと、まず、家族政策

に関する公論の活性化です。それから家族政策の目的、それから順位付け、こういうことをきちん

と定義していくんだということをうたっております。それから、家族政策や人口政策に関する勧告、

提言。さらに、財政問題も考えるということですね。 

 政令で、この家族高等評議会の構成は 52 名と決まっております。被保険者及び使用者の代表 14

名。フランスの場合には年金や医療保険等の分野で、被保険者と使用者が社会的当事者と呼ばれて

おり、重要な役割を果たしていまして、それらの代表が 14 名。それから後で御説明をしますが、家

族運動という民間運動の代表が 14 名。更に国会議員は上院、下院それぞれ２名ずつ、地方公共団体

の代表、それから社会保障組織の代表、国の代表、その他専門家ということで 52 名となっておりま

す。 

 ちなみに、11 ページには「フランス版Ｍ字型カーブ」を紹介しております。日本のとちょっと違

うのは、上に定義がありますが、ゼロは子どもがいない独身。１は、子どもがいない若いカップル。

２は、７歳未満の子どもがいる。３は、７歳から 12 歳の子どもがいる。４は、13 歳以上の子ども

がいる。つまり、フランスのＭ字型のカーブは軸の基準が違っておりまして、「小さい子どもがいる

と女性の就業率が下がる」ということを示しております。したがって、「女性が働いても子どもを持

てるようにしていくんだ」ということが今後の施策の目標になっております。 

 次のページですが、フランスの特徴の１つは、先ほどから出ている家族協会というものです。先

ほど言いましたようにフランスは長い家族政策の歴史を持っており、19 世紀末から民間団体が多子

家族を支援するための活動を展開してきたという歴史がございます。そういう中で戦後、ド・ゴー

ルが家族を第三の社会的当時者、第一、第二は労使ですね、労使プラス家族ということで家族運動

を認知して、実は法律上、家族協会というのは法的な位置付けがございます。 

 それで、現在も社会事業家族法典の中に家族協会という規定があります。これは一番下に書いて

ありますが、県単位、更には広域単位の全国組織ということで全国を組織した運動体であります。

その目的というのは、要は家族の利益を代表するということにありまして、矢印に書いてあります

が、この家族協会の中でさまざまなサービスを提供したり、それからこういう審議会、これは国、
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県、市町村等も含めて、そこに家族協会の代表が参加をする。これによって、家族の利益を代弁す

るという仕組みになっております。 

 ですから、戻っていただきますと９ページの家族高等評議会の構成の中の家族運動の代表者 10 名

というのはまさにこの家族協会が念頭に置かれているということであります。そういう意味で、フ

ランスの場合には長い民間団体の歴史も踏まえたこういう当事者参画の組織ができ上がっていると

いうことです。 

 最後の 12 ページで１月に出した本のＰＲをさせていただいていますが、どうも御静聴ありがとう

ございました。 

○末松座長 江口先生、フランスの詳細な御説明ありがとうございました。 

 それでは、意見交換に入りますが、子ども・子育て会議（仮称）において自治体においてもどう

あるべきかということはまさしく検討される必要がございます。市町村から見た子ども・子育て会

議（仮称）、これは仮称ですけれども、その在り方という観点から、池田市長でおられる倉田委員よ

り、池田市における子ども条例についての御紹介及び聖籠町長でおられる渡邊委員からもお考えを

まず伺いたいと思います。 

 本日は渡邊委員が 11 時ごろ御所用で退室されるということでございますので、渡邊委員、そして

倉田委員の順番で御発言をいただけますでしょうか。 

○渡邊委員 ありがとうございます。今日、国の子ども・子育て会議（仮称）の在り方等について

改めて提示があったわけでありますが、これらに関していわゆる地方版の子ども・子育て会議（仮

称）の在り方についてどうなのかということで、我々地方自治体の中でも基礎自治体として小規模

な町村にあってどうなのかということを３つの論点に分けて考えてみました。 

 １つは、「関係者が関与する仕組みの必要性」です。これについては先ほど田中先生の方からもい

ろいろとコメントしていただきまして、私も同感であります。そういう意味で、市町村において子

ども・子育ての支援に係る関係者が一堂に集まって新システム事業計画（仮称）、または幼児教育、

保育にかかる諸問題を議論することに対しては、国と同じように非常に意義があるのではなかろう

かと基本的に考えております。 

 そして、その「組織の位置付け」として、会議の設置の根拠及び設置の義務の是非ということが

論点としてあるわけでありますが、考え方としては、１つは法律で会議の設置を義務付けていくと

いうことは全国一律の安定した制度設計ができる反面、会議組織の運営にかかる計画や費用の面で

私ども小規模自治体等は実情に即した柔軟的な制度設計が困難となる可能性があるのではないかと

いうことです。 

 それから、田中先生からも御指摘がありましたように、地域主権戦略大綱において法で定める住

民の意見を反映させるために必要な措置の規定は廃止または努力、それから配慮義務化する方向に

今、動いているわけでありますので、法律による設置義務化は不当ではないかという考え方です。 

 しかし、幼保一体化の新しいシステムへの移行に向けて全国的に政策誘導する中で、法律で市町

村の裁量により関係者との意見交換の場を設けることができる旨の規定をしてもよいのではないか

と考えられる面もあります。そのことで、自治体は必要に応じて条例等により当該組織を位置付け
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ていくことになろうかと思いますが、自治体の規模や実情に応じて最も適切な手法を選択して住民

の意見を吸い上げることができれば、組織の在り方は柔軟にとらえてよいのではないかと思います。

小規模自治体では新たな会議を設置するまでもなく、既存の任意組織を発展させることで足りる場

合もありますので、その手法は自治体の判断に任せるべきではないかという考え方です。 

 また、私どもの町もそうですし、全国で大分、条例を制定しているところは多くありますが、い

わゆる住民基本条例や住民参加型条例を整備している自治体は多くあります。必要に応じてそうい

った条例を根拠に会議を設置することも可能でありますので、そのことで組織の位置付けをやって

いければ対応は可能かという理解であります。 

 また、これも田中先生の方から御指摘がありましたけれども、会議の権限、機能、または国の会

議と地方の会議（仮称）の関係でありますが、いわゆる地方版の子ども・子育て会議（仮称）は先

ほど申し上げたように法律で市町村の裁量により設置できるようにすべきとした場合、その権限に

ついても市町村の裁量で条例等にどのような権限を有するかを定めればよいのではないかというこ

とと、会議に一定の権限を持たせる法令、これは条例もつくりますが、その規定が必要になるので

はなかろうかということであります。 

 また、国が模範的事例としてとらえるものについては、当該組織を設置するための経費等を補助

する等、政策的にインセンティブを与えてもよいのではないかという考えであります。 

 そして、国の会議は具体的にどのような政策を議論していくかはまだ不明でありますけれども、

地方版子ども・子育て会議でも住民参加による、田中先生の方からお話があった計画立案から改善

まで、事業評価の場も含めて機能が期待されるものではないかと考えております。 

 そのようなことで考えた場合、資料の一番下の方に「地方会議のイメージ」として出してありま

すけれども、国と地方自治体の協議・連携が相対してありまして、そして地方会議の諮問、提言、

答申という中で枠組みが書いてありますが、法律の義務付けがなく自治体の裁量により設置できる

組織、または自治体が必要に応じて条例等で位置付けるとか、既存の任意組織を発展させた柔軟な

組織形態であっていいのではないかとか、会議の権限は自治体の実情により条例で定めるとか、先

ほど申し上げたように住民参加による計画立案、事業評価等の場をもって機能させていいんじゃな

いか。 そして、国の会議に対する意見、要望を挙げていく。また、国の会議はその意見、要望を

国の政策に反映させるという、地方版の会議のイメージを持ってやるならば、それぞれの自治体の

市町村の規模にもよりますけれども、私どものような小さな規模の町村サイドではそういう選択性

を持って対応してもいいのではなかろうかという考え方です。以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。続きまして、倉田委員からお願いを申し上げます。 

○倉田委員 池田市の事例の発表の機会を与えていただきましてありがとうございます。 

 池田市の子育ては、基本的に子どもの数に応じて支援体制を充実するという考え方であります。

これは、もとより財政的に限界がありますので、子どもの数の多いところにより支援をしていこう

ということであります。 

 池田市では、平成９年に「エンゼル祝金条例」というものをつくりました。これは、子どもが４

人生まれると 20 万円差し上げるというものであります。５人以上生まれたら 30 万円です。学者の
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先生に怒られました。「これは子どもを育てた、おむつの交換をしたことのない首長の考えそうなこ

とだ」というふうに揶揄されましたが、私には４人の子どもがおります。 

 そして、４人目が生まれたときに、我が家内がやはり躊躇するわけですね。しかも、もう 40 歳で

できましたから、躊躇したときにやはり大自然の方向性に従うべきではないか。だれかが背中を押

してやることによって４人目が生まれまして、この間、成人を迎えたところであります。そういう

ふうに、だれかが押す。それは、お金かもわからない。だから、とりあえず４人目が生まれたら 20

万円。 

 池田市にはダイハツ工業の本社がありますから、社長とトップ交渉をしまして「ダイハツの車を

くれ」と。「いいですよ」ということでもらう約束だったのですが、いざ事務的になりますと、これ

はあげたら売り払う可能性がありますね。だから無償貸与、軽自動車のムーブという車を３年間無

償で貸与していただくということで、今日まで 20 万円以上のお金を受け取った人は 221 人、ダイハ

ツの車の無償貸与を受けた方は 102 人、車が要らない方もありますから、そんな状況でありまして、

既に約 5,000 万円のお金を支出した。ダイハツからいくと、約１億円相当の車を提供いただいた。

こんな条例があります。 

 今、言ったように揶揄されたものですから、「エンゼル補助金」をつくりました。４人目以上の方

については保育所、幼稚園がすべて無料であります。それから、医療費助成をつくりました。当時、

池田市は３歳未満児の乳児医療費の無料化でしたから、第二子は小学校就学前まで、第三子は小学

校３年生まで、第四子以降は小学校を卒業するまで医療費を無料にする。これは現在も継続中であ

ります。お陰様で平成 22 年度は新記録に到達しそうであります。 

 池田市は 10 万人口ですから、４人目以上が少ないときは 14、15 人ですが、今年はどうも 20 人を

大きく上回りそうで、この間、補正予算を通したところであります。これはどうも子ども手当があ

る意味で後押しをしている効果かもわからないなと、このように思っています。せっかく子ども手

当ができましたので、この「エンゼル祝金」は平成 24 年度くらいでなくなるのではないか。別の現

物給付に切り換えるというのが基本的な考え方であります。 

 さて、そういう背景の中で池田市では平成 17 年４月１日施行で池田市子ども条例というものをつ

くりました。お手元の資料にあるとおりであります。前文にはっきりと、これまで高齢者施策につ

いて政府は構築をし、制度化しており、それは一定の評価を得ている。したがって、高齢者施策に

ついては評価を得ているけれども、一方で少子化対策、子ども施策についてやはりもう少し気配り

をすべきではないかということで、前文の最後の方に「このような状況において、住民に身近な行

政を担う先端自治体として、政府に先駆けて具体的な次世代育成施策の在り方を示すことには極め

て大きな意義がある」。池田市は何でも１番が好きなので、政府よりも先に新システムをつくったの

は池田市だと、このように思っております。 

 この「目的」の中に書いておりますが、「子どもの育成に関し、保護者、地域住民等、学校等、事

業者及び市のそれぞれの責務を明らかにするとともに、子どもの育成に関する市の施策の基本的事

項を一体的かつ総合的に定め」、すなわち社会全体ですべての子どもたちを支える仕組みをつくろう

とこの子ども条例はうたっているわけであります。 
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 この子ども条例をつくったのはもう一つの背景があります。これは、教育委員会との絡みです。

やはり教育委員会に対して市長が権限行使できないという部分が当然あることは認識をいたしてお

りますが、でも、いらいらすることはあるわけです。やはり乳幼児に対して市が積極的にやります

が、就学をしますと教育の中身は教育委員会がやりますが、いらいらすることがあるので、この子

ども条例によって 18 歳未満の子育てについて、この子ども条例を背景に市長は教育委員会に対して

も一定の物言いができる。こういう思いがあって、こういう条例をつくらせていただきました。 

 さて、その中で「子ども見守り委員会」というものを置かせていただいています。これがまさに

子ども・子育て会議（仮称）に相当するものであります。市長はこの「子ども見守り委員会」に諮

問することができますが、一方で委員会は市長及び関係機関に対し、資料の提出、意見の表明、説

明、その他必要な協力を求めることができる。あるいは、委員会は調査審議の結果、必要であると

認めるときは市長に対して意見を述べ、または必要な措置を講ずるように勧告することができる。

だから、この見守り委員会は市長に勧告することができる。 

 一方で、市長は前項による勧告に基づき講じた措置について、委員会に報告しなければならない。

ですから、極めて対等な関係で委員会を位置付けて、子ども・子育てをしていく。その流れの中で、

委員会がきちんと市の行政の在り方についてもチェックをし、勧告することができますし、市長は

その勧告に基づいて何をどう講じたかということを委員会に報告をしなければならない義務を負う。

まさに今の新システムで考えておられる子ども・子育て会議（仮称）そのものではないか。 

 必要であれば、我々は条例を変更して、この見守り委員会を子ども・子育て会議（仮称）にした

らいいわけです。あえてその必要はないんですが、先進事例をつくるというならば、それはこの法

案ができずとも条例で可能だということでございまして、多くの自治体はこのように子育て支援に

ついて取り組んでいる。 

 さっき田中先生からも、「難しい役割を担うことになる市町村」という表現がありましたが、実は

「担うことになる」のではなくて、「現在難しい役割を担っている」わけです。というよりも、子育

て支援の前線で頑張っているのが市町村である。そういう御理解で、いささか市町村に対する不信

感をお持ちの方もいらっしゃいますが、多くの市町村は頑張っているということをこの条例を御報

告することにおいて改めて表明させていただきたいと、このように思います。以上でございます。 

○末松座長 ありがとうございました。更に都道府県の立場からも特段の御意見はございますでし

ょうか。それでは、小田切委員どうぞ。 

○小田切委員代理 お２人の意見と重複することも多いと思いますが、地方自治体において子育て

支援に関する当事者の意見を聞く場の設置ということは当然大切なことであると知事会も認識をし

ております。 

 これまでも子ども施策はもとより、高齢者、障害者、最初に説明のあったさまざまな施策につい

ても御意見を伺ってやっているというのが実情でございます。子育てに関する当事者がＰＤＣＡサ

イクルで子育て支援施策や取組を評価、改善していこうという意味では子ども・子育て会議（仮称）

の設置は一つの方法として理解ができると考えております。 

 高知県の事例で言いますと、産業振興計画でありますとか、日本一の健康長寿県構想などの県の
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計画につきましても、尾﨑知事は非常にＰＤＣＡサイクルというものを大切にしておりまして、そ

のサイクルで点検・評価、取組のバージョンアップ等を行っております。それは高知県に限らず、

全国各自治体においても同様の取組を行っていると思われますので、大変重要な視点であると考え

ております。 

 ただ、今日の最初の説明にありました資料の 11 ページ以降の「論点」あるいは「考えられる機能

のイメージ」、「設置方法のイメージ」として幾つかの課題が整理をされておりますし、また今後ワ

ーキングチームで詳細を詰めていくことになるかと思いますけれども、新システムの基本設計、給

付設計の部分、また包括交付金の仕組み、都道府県が担うべき役割など、具体的に詰まっていない

ことが多々あります。今日、一つの資料で示されております。 

 そういった具体的な中身が詰まっていく中で、例えば各地方自治体の議会ですとか、お話のあり

ました児童福祉審議会、あるいは教育委員会といった既存の制度との関係をどのように整理してい

くのかといったことも課題になってくるのではないか、機能、権限についてはそういったことの整

理が課題になってくると考えておりますので、自治体において各関係者の意見を聞く場の仕組み、

子ども・子育て会議（仮称）の設置につきましては今後、地方と十分な議論を行っていただきたい

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。それでは、御質問、御意見がございましたら挙手をお願い

申し上げます。 

 それでは、まず駒村さん、奥山さんとどうぞ。 

○駒村委員 ありがとうございます。駒村です。この子ども・子育て会議（仮称）というものの役

割というのは、１つはまだ発言権がない子どもたちを代理する。それからもう一つは、むしろマイ

ノリティになり始めた子育て世帯の代理人であるというわけでございますので、私はなるべく国に

おいても地方においても強い権限を与えた方がいいんじゃないか。合わせて、交付金等の渡し方も

少しセットで考える大変重要な問題、テーマではないかと思います。メンバーの範囲、それから任

命についても十分注意した議論をしていかなければいけないと思います。 

 内閣府の方が用意された資料１で、少し確認をさせていただきたい言葉があります。これは、法

律的な言葉の意味ですね。「審議会」とか「協議会」あるいは「連絡協議会」というものがあります

けれども、これは法律的な意味というのはそれぞれどう違うのか。そして、その中に書かれている

言葉ですけれども、「意見を述べる」、「意見交換」、「建議する」、「提言する」、「諮問する」、「答申す

る」と、いろいろあるのですが、これは法律的に意味が違うのかどうか、どう違うのか。今日もし

用意されていないならば、是非そういう辞書というか、意味の違いを一回整理していただきたいと

思います。 

 それから、５ページ目に書いてありますが、これは大変重要なテーマだと思いますけれども、ほ

かの審議会では基本的には諮問されることに応じて答えるわけですが、聞かれていないことは答え

てはいけないわけですね。「聞かれたことにだけ答えろ」ということですけれども、５ページでは聞

かれていないことも自ら言うのかどうなのか。調査するのかどうなのかということが書かれていま

すので、これはすごく重要な権限に関わるテーマかと思います。 
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 その上で、池田市の事例は大変興味深く、先進事例としてお聞かせいただきましたが、もし今日

資料がございましたらこれまでどういう実績があったのか。どういう諮問を行って、逆にどういう

勧告が行われたのか。どういう実績だったのか。メンバー構成なども教えていただければと思いま

す。以上です。 

○末松座長 それでは、事務方の方から今、答えられますか。 

○藤原参事官 かなり私たちも今、各法律でどのような文言が使われているのかということを並行

して調べておりますが、体系的に整理をして本日お示しをすることはできませんので、整理をした

上でまた資料として御提出できればと思っておりますが、今いろいろ全体的に見ている限りでは、

「諮問」というのは当然その規定ごとに必ずこの規定に基づく基準を定めるときにはあらかじめ

何々審議会の意見を聞かなければならないというふうに個別の法律の個別の規定ごとに規定をされ

ているという事例がございます。それは、例えば介護保険法であれば介護報酬を見直すときには社

会保障審議会にあらかじめ意見を聞きなさいというふうな法定で諮問が義務付けられているという

ものがある。 

 また、一方で一般的な重要政策の調査審議をするということで、厚生労働大臣から社会保障審議

会に諮問がなされるというようなことも当然想定をされている。それで、これは厚生労働省や文科

省関係の審議会だけではなくて、例えば食品の安全ですとか原子力の関係ですとか、幅広く政府全

体の法律を調べてみますと、人の健康とか命にかかわるようなものについては、例えば「勧告」と

いうふうな機能を持たせているような審議会といいますか、委員会もあるようでございます。そう

いったものについては、例えば勧告をするときには関係の行政機関に勧告をすることができます。 

 「勧告」ということになると、「意見を述べる」というふうな文言とどう違うのかというのはまた

ちょっと法制的に勉強させていただきますけれども、勧告をしたときにその内容を通知をしなさい

とか、それを受けた関係行政機関が勧告を受けてどういう措置をとったかを報告しなさいとか、か

なりその後どうしたかをフォローするようなものとセットで勧告の規定が書かれているようなケー

スが幾つかあるようでございます。 

 いずれにしても、すみませんが、散発な情報でございますので、少し法制的はところも含めて整

理をしておきたいと思います。 

 それから、それに関連してですけれども、諮問されていないものについても自ら意見を述べると

いうふうなことを権限として認めているような事例が、ほかの関係の法律でも多々あるように見受

けられますので、そういった権限についても付与するかどうかということを論点として事務局の資

料として入れさせていただいたということでございます。以上でございます。 

○末松座長 それでは、先進市としての池田市の事例をお願いします。 

○倉田委員 先ほど申し上げるのを忘れたと思っていたので、いい指摘をいただいてありがとうご

ざいます。 

 まず池田市では、新エンゼルプランに基づいて「池田子ども未来夢プラン」というものを平成 11

年に策定をいたしております。続いて、次世代法の成立に合わせて池田市の子ども条例をつくり、

そして池田市の次世代育成支援行動計画、すなわち「新池田子ども未来夢プラン」というものを前
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期計画として平成 17 年から 21 年度に策定をいたしました。 

 それで、今回 22 年度からのいわゆる後期プランを策定したのですが、まずこの後期プランの策定

については見守り委員会の御意見に基づいて行っています。平均年２回から３回しか開催いたして

おりませんが、たまさかこの 22年度からの計画を策定する 21年度は５回開催をいたしております。

例えば、「新池田子ども未来夢プラン」について御意見をちょうだいしたり、重点推進施策及び保育

サービスの事業の目標における評価、反省について、あるいは後期行動計画の重点推進施策につい

て、あるいは育児・養育支援訪問事業について、地域子育て支援拠点事業について、あるいは保育

所入所事業について、中学校区の推進会議について、あるいはパブリックコメントをいただきまし

たから、その意見と回答について、そんなものをお示ししながら意見をいただいています。 

 ですから、池田市は私立の保育所あるいは幼稚園の経営者と極めて円満な関係で推移しているの

は、常にその人たちの意見を聞きながら計画を策定し、実行しているからです。ただ、意見は聞き

ますが、すべて実行できないことがあります。それは予算の関係です。それはちゃんと事情を御説

明しながら進めている状況でございます。 

 それからメンバーですが、15人以内ということで大学の先生方が３名、それから公私立の幼稚園、

保育所の代表者、それから労働組合等にお入りをいただいております。 

○駒村委員 これは、全部諮問に対するお答えということですか。勧告は委員会の方からあったん

ですか。 

○倉田委員 正直言いまして、勧告はございません。それだけ円満に進めているということかと思

っています。 

 それで、「諮問」というよりも、堅苦しく審議会に対して「この諮問をするからこういう答えをく

れ」ということではなくて具体的に御相談をしながら、どちらかというとこの新未来夢プランの政

策の立案過程からお入りをいただいている。それで、できたものの実施計画をつくるときも入って

いる。そして、そのチェックをするときもお入りいただいている。こんな流れでございます。 

○末松座長 それでは、奥山さんどうぞ。 

○奥山委員 発言の機会をいただきましてありがとうございます。田中委員と江口先生には、資料

の提出をありがとうございました。この資料が昨日きたものですから、一生懸命自分なりに意見を

まとめようと思いまして、19 ページから少し書かせていただいておりますけれども、先生方の資料

を先に読んでから書けばよかったなと思っております。 

 まず、国の方の子ども・子育て会議（仮称）なのですけれども、今回は国の方から提出された資

料、それから田中委員の方から期待される役割という形でまとめていただきまして、本当にこれが

実現できればいいなと思っているところです。 

 また、駒村先生からも御指摘があったとおり、私自身が思うのは、５年単位程度でかなり子育て

家庭の状況が随分変わっている中で、スピーディに今、現状の子育て家庭というものに対応してい

かなければいけないということを考えますと、まずは子育て当事者がかなりコミットしてくるとい

うことが大事ですし、もっと言うと 20 代の方、30 代の方というように年齢を区切って入れるくら

いにしないと、当事者の意見を聞き出せないんじゃないかというところまで考えております。それ
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を言うと、私なども年齢的に引っ掛かってしまうなと思うくらい、やはり当事者に寄り添うという

視点が必要だと思いまして、会議のメンバー構成も子育て当事者を一番に持ってきたわけでござい

ます。 

 それで、やはりこの会議の中においてフランスのように国民的な世論、関心を巻き起こしていく

というようなことが現時点では日本にはとても必要なことではないかと思います。また、この大き

な新システムの流れを皆さんにも御理解していただく。または、スムーズに移行していただくため

にもこの会議の果たす役割というのは非常に重要なのではないかと考えているところです。 

 それから、ここでの議論も、例えば私は今、別に内閣府の新しい公共支援の委員会の方にも参加

させていただいていますが、動画配信で翌日には会議の模様が中継されています。同様に皆さんが

このワーキングでの議論に関心を持っていただけるような仕掛けも必要だろうと思っております。 

 フランスの家族会議、今はもう体制が変わっているようでございますけれども、私はこれを見た

ときに非常にその年々のテーマに応じたものが全国各地で議論され、それが中央の家族会議でも同

じように議論される。５月、６月くらいに国民的世論を巻き起こした形で制度が決まっていくとい

うようなお話を聞いて、本当にびっくりいたしました。そういった当事者のニーズで、「今年はこれ

でいこう」というような的確なテーマの把握や、それから政策の実現というところに非常に魅力が

あるというふうに感じました。 

 日本でも父親の休業のことですとか、それから今プレミアムカードのようにカードを提示すれば

少し割引ができるといったお店が非常に増えているわけですが、そういう大家族カードというもの

もたしかこのフランスの家族会議から始まった。それを日本でもまねをしているというようなこと

があるかと思います。 

 20 ページでございますが、この全国版の国レベルの子ども・子育て会議（仮称）は、今はもう要

綱の中に入っているわけですけれども、それでは市町村についてどうするかということが今、議論

になっているかと思います。先ほど、池田市さんの方からも御紹介がありました、新エンゼルプラ

ンは計画が各市町村義務付けでなかったんですね。ですので、３割くらいの自治体しか策定してい

ませんでした。横浜も、たしかつくっていなかったと思います。そういう意味では池田市はすばら

しいと思いますけれども、法定で必ずすべての市町村がつくらなくてはいけないと言わないとやら

ない自治体があるというのも、これまた事実ということを少し申し上げたいと思います。 

 次世代のプランはすべての市町村が義務付けになりましたので、これはない自治体はございませ

ん。そのときの策定のメンバー構成、これも当事者団体をなるべく入れるようにということ、それ

からできれば公募委員なども入れるというようなことがあって、今の形になっているのではないか

と思っております。 

 それで、国の方にちょっと質問ですが、次世代育成行動計画の策定後、推進のための協議会とい

うものをそのまま継続しておつくりになって、それは今日の資料の「子ども・子育て会議（仮称）

について（案）」の 12 ページの一番下のところに１行、「次世代育成支援対策地域協議会を組織する

ことができることとされている」というふうになっております。これが今回、地方版、市町村版の

子ども・子育て会議（仮称）について組織することができるとするというふうに入れるかどうかと
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いう話なのですが、これでどのぐらい地域協議会の組織ができているのか。組織率というか、もし

今日わからなければまた教えていただきたいと思うのですが、こういうふうに入れた場合にどの程

度、何割で自治体がされているのかということも少し目安になるのかなと思っているところです。 

 それで、市町村版の会議なのですけれども、本当に今日御発表いただいた渡邊町長さんのところ

や池田市長さんのようなところであれば非常に問題ないと思うのですが、なかなか既存の団体、そ

れから事業者を中心とした団体構成になっていますと、やはり「やっています、やっています」と

いうだけの議会になってしまって、本当に当事者に届いているのかどうかというところが見えにく

くなってくる可能性もあるのかなと思っておりまして、市町村における子ども・子育て会議（仮称）

は是非、子ども、若者なども含めて当事者性というものをもう少し増やしていっていただきたい。 

 今、（１）、（２）、（３）と構成メンバーを挙げさせていただいていますが、私はこのメンバーの割

合まで、本当に当事者の方が参加できるように３分の１くらいは入れていただいた方が、本当の意

味での活性化につながるのではないか。多様なステークホルダーの意見交換の場になるのではない

かと思っているところでございます。 

 それから、国と地方の会議との連携については確かに緩やかな関係性ということもあろうかとは

思いますけれども、各市町村でどのようなプランが出されて、そして非常にいい取組が出た場合に

は他の市町村もまねができるというように、各市町村がどんなプランをしているのかをまとめて公

開していく仕組みも入れていってはどうかと思っているところです。 

 あとは、３番、４番のことについては今後のことかもしれませんけれども、交付金の使い方、そ

れからＰＤＣＡサイクルの運営の評価、こういったものも子ども・子育て会議（仮称）の中にうま

く位置付けるということが大事になってくるかと思います。 

 今、全体として申し上げました次世代育成行動計画、これは組織がある程度できているというこ

とを踏まえますと、今度の子ども・子育て会議（仮称）がこれとの整合性の中でどう整理されるの

かということがひとつ大事な視点になってくるのではないかと考えております。 

 長くなりましたが、以上です。 

○末松座長 貴重な御意見、ありがとうございます。 

 それでは、事務方の方からお願いします。 

○黒田室長 次世代法に基づく地域協議会の件でございます。古いデータしか手元にありませんの

で、改めて直近のデータをお示ししたいと思いますが、単独で設置をしているタイプもあれば、単

独で設置している形態の方が多いですが、既存の審議会などを活用しながらこの機能を持たせると

いう自治体もかなりあるという状況でございます。数字は新しいものを調べて後日、御報告したい

と思います。 

○末松座長 あとは、整合性の観点はいかがですか。 

○黒田室長 整合性の話は、この新システムが法案になるときに、次世代法との関係をどう整理す

るのかという点で全体として整理することになります。 

 協議の場につきましては今、申し上げましたように次世代法自体も既存の審議会を活用しながら

運用するというスタイルもあります。地方に持っていただく場合の場のスタイルというものはいろ
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いろな形があるということが次世代法からも伺えますので、そういったことを踏まえて検討してい

くべきだと考えています。 

○末松座長 それでは、溝口委員代理お願いします。 

○溝口委員代理 日本こども育成協議会の溝口と申します。よろしくお願いいたします。 

 今、奥山さんがおっしゃるように、本当にスピーディに現実的なものが反映できるような会議で

あるといいと思っております。本日の提出資料になってしまったものですから、ペラの１枚で分け

たものがございますので、そちらを基にしながら意見としてお話をさせていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 先ほど池田市長のお話を伺っていて、「引っ越しをしたいな」と思いました。本当にそう思いまし

た。非常に自治体によって取組に違いがあるんだなということを逆に感じました。取組の違いのと

ころを非常に私も不安に思っております。 

 私の資料の中だと「次世代育成行動支援計画」になっていますけれども、「次世代育成支援行動計

画」です。すみません。ちょっと間違っておりますが、今もお話が出ていましたが、そういった計

画等が今、実際はあるわけですけれども、実情と合っていないものですから現実的にはたくさんの

困った方がいらっしゃるということでございます。 

 本当にたくさんいます。毎日電話はいっぱいかかってきます。「入れなくてどうしよう。」、兄弟で

違う保育所に行っているならばまだしも、今は認可保育園に入所していて、例えば 80 時間くらいの

労働時間だと「そろそろやめてもらわなければならない。もう少し時間数を増やすか、やめるか、

どちらかにしてください」というふうに行政側も実際の話として指導したりします。 

 そんなことで、本当に現実に目の前で困っているということです。ですから、幾らこういう計画

をつくったところで、実情と実態と合っていないということは現実でございまして、お伝えしたい

と思っています。全部が池田市のようになるならばこんなすばらしいことはないのですが、実際は

そういうことになっている。 

 私は自分のところしかよくわからないものですから、私は東京のあきるの市という西多摩の田舎

の方の小さな保育所の保育士です。その周辺を見ただけでも非常に同じ事態が発生しているもので

すから、これはそこだけの特殊な問題ではなくて現実的には地方、それから基礎的自治体の方でそ

ういうことがあるんじゃないかと思っております。 

 そして、その計画ですけれども、子ども・子育て会議（仮称）は非常に楽しみにしている反面、

それを今度は盾にしてしまってまたいろいろなことが動かないんじゃないかという不安も持ってお

ります。どういうことかといいますと、次世代育成の支援計画などを使いますと、その中で保育所

は既存のままで運営していく。何とか定員増をしてこのままやっていくといったことがいっぱい書

かれているわけでございまして、先ほど奥山委員からもありましたように、日々毎日動いているも

のに対してはなかなか変換できない。「今度の改定は５年後に見直しますから」ということで、５年

間は泣かされる人間がたくさんいるということです。 

 ですから、実情に即したようなものにするにはやはり即効性が欲しいことと、それから本当にそ

の実態をきちんと挙げられるような会議の中身でなければならない。構成員もそうなのですが、構
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成員そのものが対等な立場で本当に話ができるような形でなければならないのかなと思っておりま

す。 

 現状のそういった会議に私も参加したことがございますが、実際は意見を申しましても財政的な

ものだとか、わからない部分はありますが、通らないことが多いように感じております。これは行

政の批判ではなくて、逆に地方の行政の限界の部分もあるのかなとも思っております。我々がたく

さんのニーズやいろいろな提案をしても、そこまで対応できないという地方の行政の限界もあるの

かなと思っておりますので、その辺も一緒に御考慮していただけるとありがたいと思っております。 

 ともかく実態のある会議になるためには、今までのままではなくていろいろな構成員がいたり、

対等の立場の中で本当に話ができるような形ですね。 

 それから協働ということですが、どこの省かは知りませんけれども、私も自分の市の健康日本 21

という計画に参加しております。ただのボランティアとして参加しております。財源は協働という

ことでやっているんですけれども、結局行政側は協働ということに慣れていないものですから協働

そのものが見えてこないんです。結局、最終的には事務方がまとめたものに収まっていく。「一応参

画したじゃないか、それでよしじゃないか」というような現実があるものですから、これでは本当

に今のたくさんの困っている方たちを救うことはできないでしょうし、「すべての子どもに」という

もともとの子ども・子育て新システムの理念にも反してしまう可能性があると思っております。 

 そんな意味で、子ども・子育て会議（仮称）というものには非常に期待するのでございますが、

その構成員、それからその中身に関しては非常に不安を持っていることも事実です。 

 そして１点だけ、すみません。地域から参画しながら会議が進むんだと思っております。そうい

ったときに、きちんとこども指針（仮称）がどうなるのか、私もよくわかっておりませんけれども、

どういう子どもが育ってどういうふうな未来になっていくのかということが明確になる中で、地域

の住民も参画できるような一つのものがある方がよいんじゃないかと思っておりますので、この会

議とこども指針（仮称）との連動といいますか、その辺もよろしくお願いし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した。それでは、田中委員、山縣委員、両角委員、宮島委員、坂

﨑委員、菊池委員まで、ちょっと時間の関係もございまして幼保一体化の議論もするという話なの

で手短にお願い申し上げます。 

○田中（常）委員 商工会議所の田中です。今日、田中先生がＰＤＣＡであるとか、幾つかの整理

をしていただいたので、それと並行して私が少し思い付くことをお話ししたいと思います。 

 １つは、今のこのシステムについて国全体で考えることと、現場で考えることと、２つあると思

うんです。これは同じではなくて、やはり両方考えないといけない。それについてＰＤＣＡをちゃ

んとするべきだと思っています。 

 国全体については、例えばエンゼルプランであるとかワーク・ライフ・バランスについて既にや

っていて、内閣府も政策評価をしています。しかし、しっかりできなかったのはどうしてかという

と、ここで先生が言うとおり全国的なデータベースがないんです。国で持っているものと現場で持

っているものを統一したデータベースがない。それから、要因分析ができていないんです。ですか
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ら、はっきりした要因分析ができていないで政策を持ってくるので説得力がないということがあり

ます。 

 それから、今の政策目標の中にいろいろなものを国としては詰め込んでしまっているんです。例

えば人口政策であったり、女性の社会進出の問題であったり、ワーク・ライフ・バランスの問題で

あったり、子ども自身の問題であったり、更に言えば成長戦略の問題であったり、これを全部入れ

ているので、ではどうやってその政策目標の評価をしたらいいのか。これができていないというの

が現状です。ですから、今後やるとすれば、これはやはり政治としても政策目標をはっきりして受

け渡さないと、国全体としての評価ができないという話が１つございます。 

 それから、全国一律では評価が難しいということが明らかなので、これはやはりそれぞれの単位

で評価をして、そこに合わせた施策を打っていくということが必要だと思います。そう思ってみる

と、先ほど池田市長さんがご説明されたように、現場でやっていることが一番それに合った施策が

できていくだろうということで、国全体として、それから現場として、やはりもう一度よく見直し

ていく必要があるだろうと思います。 

 ここの議論の中でも、政策目標についても子ども自身の問題で言えば質の評価というような話を

していますが、質の評価というのは何かというと、多分 10 人に聞くと 10 人違う意見を言うと思う

んです。こういったことをもう少し詰めていかないと、ＰＤＣＡのサイクルに乗らないだろうと思

います。それと同時にやはりコストパフォーマンス、費用対効果の問題、優先順位の問題というの

は考えていかないと、そういった議論にならないだろうと思っていますので、そういったことも含

めてもう一度根本的なシステムとしてどうしたらいいのかということを全体で考えていく必要があ

るというふうに感じます。 

○末松座長 地方で子ども・子育て会議（仮称）をやるということについては賛成ということでよ

ろしいのですか。 

○田中（常）委員 もちろん現場でやらないと意味がないと思います。 

○末松座長 ありがとうございます。山縣委員、どうぞ。 

○山縣委員 ありがとうございます。幼保一体化は後ということですね。 

○末松座長 はい。 

○山縣委員 では、子ども・子育て会議（仮称）につきまして、３点だけ短く意見を言わせていた

だきます。 

 １点目は他の審議会との関係ですが、本日の説明にもありましたように、この新システムは社会

保障審議会、中央教育審議会と大きく関連しているということで、設置目的の一部は重なってしま

うだろうと思います。それで、重複が許されないと私は考えていませんけれども、ある程度の整理

は必要かなというのが１点目の意見です。 

 ２点目は今、議論になっております地方の会議ですけれども、既に幾つかの事例等が話されまし

たように、地方においてはとりわけ次世代法に基づく子ども・子育て計画の義務化以降、計画策定

のための会議が設置され、それが会議名等を変えて継続的に評価機能を果たしている場合がある。

これは、法的にもどうですかという提案もされております。 
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 それで、出発点は違いましたけれども、池田市は私はその好事例の一つであると思います。池田

市の仕事も時々させていただいておりますが、非常に評価をしたいと思います。 

 それから、事務局からの説明にもありましたように、審議会や検討会議などの名称で独自に設置

されている場合もありますし、市の場合は社会福祉審議会を設置しておりますので、審議会の中の

内部部会として設置されている場合もあるようです。 

 余談ですけれども、これらは保健福祉部局や住民生活部局あるいは市長直属部局などに設置され

ている場合が多く、私の知っている範囲で言うと教育関係の中に設置されているのは非常に少ない

という感じがあります。そのことの是非は置いておきましても、事実としてそうではないかと思っ

ているのですが、その点で奥山委員の求められた資料は私は非常に重要だと考えておりまして、も

し可能ならばどこが事務局を担っているかというデータもあれば、古いものでも結構ですのでどこ

かの段階で示していただければありがたいと思います。 

 いずれにしましても、地方においてもこのような会議は必要だと考えております。地方の組織構

成は部局構成自体もどんどん多様化しておりますので、あまり国が縛りをかけずに柔軟性の高い仕

組みを提案する必要があるのではないかと思っています。 

 ３点目ですけれども、会議の性格と委員の関係です。既にこれも幾人かの委員から出ておりまし

たが、基本的には同様の意見になります。実施状況や評価を大きな目的の一つにするならば、事業

者以上に利用者の声や直接利害が絡まない人の声を重視する必要があるというふうに考えます。本

ワーキングチームは同様の趣旨で始まっていると考えられますけれども、結果としてステークホル

ダーが多様な事業者中心で占められ、利用者代表はこのワーキングチームにおいては制度上は支援

者ですけれども、実態としては両面性を有しておられると考えられるひろば代表の奥山委員１名に

すぎないのではないか。そういう意味で、パワーバランスが崩れているという気がします。 

 地域の保護者からは幼稚園、保育所の利用者だけが代表ではないということでよく私も批判を受

けます。地域で、家庭で子育てをしている人たちの声もしっかり聞いてほしいという声を聞きます。

就学前の子どもたち、３歳未満の場合の 75％は在宅子育て、５歳までを全部引っくるめましても４

割が在宅子育て層の一番の多数派になっておりますので、この声を真摯に受け止めることができる

仕組みが必要ではないか。 

 利用者の組織化は非常に難しいとは思うんですけれども、利用者部会なり、利用者を中心とした

ネット上の会議を組織するなど、できるだけ工夫をして住民たちの声を反映する必要があるのでは

ないかというのが３点目の意見でございます。以上です。 

○末松座長 ありがとうございました。それでは、両角委員お願いします。 

○両角委員 既にもう指摘されたことと大分重なっておりますので、簡単に２点だけ申し上げます。 

 まず１つは、この新システムはすべての子どもと保護者の利益のためにあって、それの具体的な

実施については市町村の裁量を広く認めるという特徴があります。その裁量の正当性というか、そ

れを認めるにはやはり子育ての当事者であるとか、あるいは関係者がそのプロセスに参加できると

か、意見を表明できる機会があるということが少なくとも必要条件であると思います。 

 したがって、私の考えでは地方自治体でも設置義務、会議の設置自体はやはり法律で定める必要
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があるのではないかと思います。もちろん具体的ないろいろな形態といいますか、そういうことに

ついては柔軟性を認める余地はあると思いますが、設置義務は法律で定めた方がよいのではないか

と思っています。 

 それから、２つ目は奥山委員も山縣委員も指摘されましたが、子育てをしている当事者の参加と

いうことをどうやって確保していくかというのがとても大きな課題だろうと思います。地方はとも

かく、国の場合、フランスではＵＮＡＦという組織があるようです。日本にはそういうものは今の

ところないかとも思うのですが、なるべく多様な当事者の利益を代表できるような委員をどうやっ

て選んでいくのかということが非常に課題になろうかと思います。 

 以上、２点です。ありがとうございます。 

○末松座長 ありがとうございました。ちょっと言い忘れましたけれども、山縣委員からのだれが

事務局を担っているかというのは、後で結構ですけれども、事務方で留意しておいてください。 

 それでは、宮島委員お願いします。 

○宮島委員 他の委員と賛成の部分が多い点に関しましてははしょってお話をします。 

やはり奥山委員、溝口委員代理、両角委員、山縣委員がおっしゃるところの、メンバーがだれか、

運営をだれがどのようにするかということは本当に極めて大事だと思います。 

 例えば今の論点の一つとして、私は指定と認可のところにやはり不安を持っているのですが、そ

れは自治体によってルールとして決めることがきっちり国として決められない場合、やはり地方の

自治を尊重した場合に、自治を尊重することには賛成ですが、参入する事業主体によって自治体が

認可とか指定のところで差を付けてしまうのではないか。あるいは、例えば認定に際して自治体が

不適切な裁量というんでしょうか、できるだけニーズを抑えるような動きをするのではないかとい

う不安はどうしても残ります。 

 それを止めることができる一番かぎになるのが、これからつくられようとしているこの子ども・

子育て会議（仮称）だと思うんです。そのメンバーが仮に当事者と称して、事業主体とお役所の人

と労働組合ぐらいだけだったら、本当に困っている人の声がどこまで届くのかと心配です。それこ

そ奥山委員がおっしゃるように人を縛ってでもではないですけれども、世代とかそういうところで

現場の人たちの声をより取り入れる形にしなければいけないと思います。 

 特に私が気になっておりますのは、この当時者というのも実は保育問題とか子育てで難しいと思

うのは、実際に自分が支援をすでに受けている立場になると、若干そこが既得権益化する部分がど

うしてもあると思うんです。それで、やはり少数であるけれども、常に心に止めなければいけない

のは、支援を受けられていない人、保育所に入れていない人、ニーズが抑えられている人たちをど

うすくい上げるかという視点だと思うんです。 

 もっと言いますと、今はどうしても「すべての子どもと家庭」というふうに言うんですけれども、

私は更に今、子どもを生もうかどうか迷っている人に決断を促す形のシステムでなければ、今、生

まれた子どもは皆、何とか頑張って育てますけれども、「２人目を生もう」とか、「今、仕事は大変

だし状況もよくないけれども、やはり子どもを持とうか」という人たちの背中を押すことはできな

いと思うんです。 
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 だから、言い方としては「すべての子ども」で、「当事者」というのはやはり子どもを持っている

人になることが多いとは思うんですけれども、その気持ちの中にこれから生もうとする人たちの悩

みというんですか、歯止めになってしまっている問題をいかにすくい上げていくかというところは

すごく大事だと思います。 

 もう一つは、お金に関しても山のようにお金があるわけではないので、狭い意味の当事者だけで

は動かない部分があると思います。やはりお金を出してくれる、税金を払ってくれる国民の人たち

皆が納得できるような形でなければいけないということを考えると、もっとお金が欲しくてもっと

充実させてほしいという人たちの視点だけではなくて、「ここはもっと効率的にできるんじゃない

か」、「ここは質を落とさずにお金を減らすことができるんじゃないか」、「お金をかけずにアイデア

で何とかなるんじゃないか」というようなことをすくい上げるためには、第三者的というのでしょ

うか、子どもを持っていなくても地域の方々のアイデアというものをいかに活かしていくかという

ことが大事だと思っております。 

 そういう意味では、フランスなども固定の委員ではなくてテーマごとにいろいろな方の意見を聞

けるようになっているとしますと、流動的な形にしていろいろないい意見を活かせる形になること

が望ましいかと思います。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、坂﨑委員お願いします。 

○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑です。私は、この子ども・子育て会議（仮称）がやはり給付の一

体化との表裏の関係に基本的にあると思いますので、そういう意味も含めて幅広いステークホルダ

ーの形で当事者にたくさんの方々が参加していただけること、または今日お２人の先生が支持をし

ました主要な意味等につきましては基本的に賛成をいたします。２つ、意見を述べたいと思います。 

 １つは、今回の子ども・子育て会議（仮称）の国と地方の必要性と関係性というものをきちんと

整理をしなければならないと思います。保育ばかりではなくて、いわゆる子ども全般に関わる市町

村、自治体におけるところの行動計画、またはそれらのことが基本となって行われるわけでありま

すが、その中で子ども・子育て会議（仮称）の地方におけるところの権限も含めたものをどうして

いくのかというのが国との関係性も含めて、この裁量も含めて、このことが非常に現実的なところ

で言うと大きな意味合いを持つのではないかと考えますので、国はもちろん設置をして基本的な計

画をつくるんだということがあると思いますけれども、地方の方をどうしていくのかということが

最も大きな問題ではないかと思います。 

 もう一点につきましては、この子ども・子育て会議（仮称）というのが非常に今回この子ども・

子育て新システムの中で大きな華々しい一つの特徴なんだと思います。そう考えるときに、給付の

一体化や幼保の一体化、またはこども指針（仮称）等、抱えている問題がこの子ども・子育て会議

（仮称）のところにすべてかかっていくような、現実的に行われるとそこのところに非常に大きな

負担になっていくと思いますので、やはりこの子ども・子育て会議（仮称）そのものを成熟させて

いく仕組み、うまく連動して進めていく仕組みというものを一方で考えていかないと、鳴り物入り

でつくって形だけが結局できた。会議だけが国にできて地方にできたというふうにならないように、

やはりそれはできる部分のところからきちんとやっていき、最終的には今フランスで行われている
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ような形になっていけばいいのではないかと思います。 

 最後に、フランスの場合は現状として人口の出生率がある程度上向いた。または、保育の方もそ

ういう意味ではそこにある種の受け皿もできているという仕組みですけれども、日本の場合はその

１つ前の段階でここは始まると思いますので、ここら辺の仕組みの取り組み方を、先ほどの成熟さ

せていく仕組みと同じですが、最初の段階を間違わないように進めていくのが一番大事ではないか

と個人的に思っています。以上です。 

○末松座長 それでは、菊池委員どうぞ。 

○菊池委員 簡単に申し上げたいと思います。会議の設置については大変評価できることだと思い

ますし、期待をしております。 

 それと、地方についても地方にやはり一定の裁量権をということであれば、当然これは地方にも

必要なものになっていくと思いますが、先ほど事例の御報告がございましたように、既存のものを

やはりうまく活用できるような柔軟性が必要かなという気がしております。 

 それともう一つ、非常に大切に思っておりますのは、資料の中で「諮問がない場合でも、自らの

判断で」と、より主体性の強いものにしていただきたいということです。ある意味では行政主導型

とか癒着型にならないようにしていただきたい。 

 それともう一つ、それと同じことになりますが、形式的ではなくてあくまでも実効性のあるもの

にしていく必要があるということです。 

 最後になりますけれども、当事者がそこに参加するというのも非常に重要なことだと思いますが、

ただ、これは過去にも申し上げましたけれども、当事者だけではどうしても当事者の立場だけの主

張になってしまう可能性がある。それはある意味ではいいこともありますが、逆の方向にいく場合

もある。そういう意味では、先ほどどなたかがおっしゃいましたけれども、第三者的な視点でしっ

かり物をおっしゃることができる方をしっかりと加えていただきたいということを申し上げておき

たいと思います。 

○末松座長 どうもありがとうございました。時間の関係で、このテーマについてはこれで一応は

閉じさせていただきますけれども、皆さんからいただいた御意見の中で、地方における子ども・子

育て会議（仮称）、これはしっかりやってくれというお話をまとめさせていただきました。これを前

提に、これからまた事務局でも対応していきたいと思っております。 

 それからもう一点、資料の１に国レベルの組織の在り方というものがございまして、子ども家庭

省（仮称）の創設云々という話が今はございますけれども、行政の減量の方向とか、あるいはまた

実際に今、霞ヶ関の中で、あるいは永田町の中でそこをどういう形にするかというのはいろいろと

また今、議論されているところではございます。 

 ですから、４、５分程度で恐縮ですけれども、国の体制としてこの場で特に「こういう形でやっ

てくれ」ということがございましたら御意見を賜われればと思います。あまり時間がなくて申し訳

ないのですが。 

○小宮山副大臣 もうちょっと何か提示しないと、今のことだけではちょっと難しいですね。 

 一言、私の方から言わせていただくと、民主党はずっと以前から「子ども家庭省（仮称）」をつく
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りたいと考えていました。生身の子どもを各役所で分断していろいろ考えていると、子どもの安全

ひとつ取ってもできない。 

 ただ、現状で新しい省をつくるというのは、ざっくばらんに申し上げますと大変政権の体力を必

要とするので、すぐには難しい。ただ、やはり将来、省庁再々編を国民の側からしたいということ

もずっと言っているのですが、それは２期８年とか、10 年とかたたないとなかなかできないけれど

も、それに先駆けて「子ども家庭省（仮称）」は是非つくりたいという思いが子ども政策をやってき

た議員の中にはあります。 

 それには、今回厚労省でも文科省でもない、このこども園（仮称）を中心にした新システムを担

うところを内閣府の中につくるとして、将来の「子ども家庭省（仮称）」への種になるくらいのもの

はしっかりとつくりたいというのが、少なくとも私たち子ども政策をつくってきた者の思いなんで

す。 

 ただ、局をつくるというと、今の法律上はどこかの局をつぶさないとできないという縛りがかか

っていることなどから、どのくらいのものが種としてできるかという思いを持ちながら今、全体状

況の中で話をしているということを御理解いただいて、今日でなくても後ほどでもいいですから、

皆さんから是非御意見も、それから応援もいただきたいと思います。 

○末松座長 では、どうぞ。 

○秋田委員 大変心強い御意見をいただいていると思います。私たちはというか、個人的な立場と

しては、省庁がどうなるかという問題よりも、まずすべての子どもたちへの質という出口のところ

で本当に返るということが実現されるような形にするにはどうしたらいいのかが最も大事だと考え

ております。親や子どものところに本当にこの政策が実現されるためにどうしたらいいのかです。 

 そのためには先ほどお話があったように、私も子ども・子育て会議（仮称）は賛成ですけれども、

自治体が中心になってやっていくんだということを出してくださったことは極めて大事でして、そ

こをどのように管轄できるかというところで担当局の問題をお考えいただく。 

 ですから、それはラストでも急ぐことではなく、でも皆が考えてきたこの政策を一番実現できる

にはどうしたらいいかということです。どこがテリトリーかというよりも、まずは子どもにどう返

るかということを是非中心に考えていただきたいと思います。以上です。 

○末松座長 ありがとうございます。特にございますか。では、中島さんどうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。先ほど小宮山副大臣から「子ども家庭省（仮称）の種になる

ものはしっかりとつくりたい。」とご発言いただきました。現状の子ども行政は縦割りで、様々な部

署に分散して放置されていることを考えますと、内閣府という全体を取りまとめられるところにま

ず無理のない範囲で、確実な事務局機能を持っていただく。そして子どもに関わる諸課題を大局的

にきちんと見渡せる、そういう司令塔になっていただくことが必要ではないかと思います。種をま

いて行くというところを私たちも応援していきたいと思います。 

○末松座長 では、北條さんどうぞ。 

○北條委員 後ほどの部分でと思っておりましたけれども、子ども家庭省（仮称）の話が出まして、

本日の意見書の 21 ページの最後のところに私どもも触れております。 
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 何度かこの会議の中でも申し上げましたけれども、子どもというものを生まれてから 18 歳までを

全体としてトータルに子ども家庭省（仮称）で見ていくんだということであるならば必ずしも反対

ではないんです。それでちゃんとやってくださるのならば、それはそれでいいことだと思います。 

 ただ、これだけはやっていただきたくないということは、例えば小学校入学前のところはとりあ

えず切り離してという、それはやめていただきたい。 

 それから先の芽ということであれば、それから先にどういう仕組みをつくっていくのかという合

理的な見通しをしっかりと示した上で小学校入学前のところを触っていただきたい。それなしにや

ったら、日本の国の教育体系はめちゃくちゃになってしまいますから、是非ともよろしくお願いい

たします。 

○末松座長 ほかにございますでしょうか。 

○荒木委員代理 後の一体化のところでお話をしようかと思っていましたけれども、今、子ども家

庭省（仮称）のお話が出ましたので、私も同じような思いを持っております。 

 17 ページに国公立幼稚園長会の方の意見書を出させていただいておりますけれども、将来のこの

国を担う人材育成という意味で、幼児教育が人格形成の基礎をつくること、義務教育及びその後の

教育の基盤となっていくことの重要性を十分踏まえて検討されていくということと、それが就学前

の子どもを切り離すということではなく、教育体系の大きな流れの中でということも子どもの中で

は大事な視点だと思います。 

 ですから、トータルで子どもの利益を考えて子ども家庭省（仮称）の創設に向かっていくところ

ではとても大きな意味があると思いますけれども、それぞれの部分で教育を大事にする部分、福祉

を大事にする部分というような核の部分が弱まらないようにというようなことを守っていただけれ

ばと思います。 

 後で一体化のこの間の 24 日の報告もあると思いますが、多様なニーズにこたえるべき提案が前回

出されたかと思います。その議論をまとめてくださったことには感謝しております。ここの意見書

の１、２、３で特に書いてあること、１番の「「幼児教育」のみを希望する保護者の素直な願いに応

えていただきたい」ということでは、先ほど山縣委員からも３歳までは自宅で子育てをしている家

庭が 75％というような数字が出ておりました。末松座長からは２％の外国の情報もありましたけれ

ども、その辺で日本の実態というようなこと、家庭でも大事に教育を進めたいというような意味合

いのことも含めながら、さまざまなニーズにこたえられるようなシステムをつくっていただければ

と思っております。 

 それから、２番のところに地域に社会貢献している保護者の姿というものが出ています。これも

さまざまに皆さんから今まで出ていた意見の中でもありましたが、ボランティアとして地域で力を

発揮していく保護者の力みたいなところをもう一度地域に返していくということも大事なのかと思

っています。 

 それから、３番に書いてあるように、「義務教育に接続する学校教育として位置付け」ということ

で、こども園（仮称）も幼稚園もですが新しいこども園（仮称）のことも含めて、地域格差がなく

ならないようにということをしっかりと受け止めてほしいと思っております。ですから、子ども・
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子育て会議（仮称）の在り方ということでも、地域の柔軟性ということがしっかりと表れるように

して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。スウェーデンでも２％という専業主婦を出してきましたが、

あれは育児休業制度がしっかりしているので１歳数か月までは全部家庭で面倒を見られていますけ

れども。 

 では、時間の関係で、次の話題として幼保一体化の話に移らせていただきたいと思っております。

それでは、あまり時間がなくなってしまいましたので、まず事務局の方から 10 分以内で説明をお願

いしたいと思います。 

○濵谷課長 それでは、お手元の資料２の「幼保一体化について（案）」、それから資料３の「参考

資料（案）」に基づいて簡潔に御説明申し上げます。 

 まず、資料２を１枚めくっていただきますと目次がございます。この資料でございますけれども、

これまでの幼保一体化についての目的、給付及び施設の一体化、それから今後の道筋について全体

論について整理したものでございます。今週月曜日に、幼保一体化ワーキングチームに提出した資

料でございます。 

２ページからは、目的でございます。これは、幼保一体化ワーキングチームでも概ね方向性は合

意いただいておりますけれども、これまでの経緯で３点、幼稚園・保育所を問わず、希望するすべ

ての子どもに対して質の高い幼児教育を保障するということ。それから、仕事と子育てを両面で支

援するなど、社会全体で次代を担う子どもの育ちを支えるという視点。それから、家庭、地域の教

育力低下、子育て力の低下等に応じて、３歳未満の先ほどの子育てを家庭でしている親御さんも含

め、すべての家庭を支援するという３つの視点ということでございます。 

次は３ページでございますが、そういったことから目的については「質の高い幼児教育・保育の

一体的提供」、「保育の量的拡大」、「家庭における養育支援の充実」という３点に集約できるのでは

ないかということでございます。 

 続きまして、４ページから具体的な仕組みでございますけれども、まずは「給付システムの一体

化」ということでございます。 

 「地域における幼児教育・保育の計画的整備」ということで、これは参考資料の２ページをお開

きいただきたいと存じます。「市町村新システム事業計画（仮称）の策定」ということでございます

けれども、全国どの地域におきましても地域の実情に応じて計画的に教育、保育、家庭の養育支援

が漏れなく提供されるようにということで計画策定をするということであります。 

市町村におきましては、幼児教育・保育に関する需要などの調査把握をいたしまして、その調査、

ニーズに基づきまして５年程度の計画策定をしていただこうという内容でございます。 

その下にイメージがございますけれども、その中では教育、保育に関する目標値の設定や、その

中でも市町村単位、もう少しきめ細かに日常生活圏域ごとの施設や事業の提供の仕方、需要の見込

み等を基に計画を策定していただいてはどうかということでございます。 

これをもう少しイメージにしましたのが、参考資料の最後の 16 ページでございます。先ほど来、

地域でのいろいろな事情ということもございますけれども、「子ども・子育てに関する需要」、子ど
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もや家庭の状況、さまざまな状況があろうかということでございます。  

例えば左から申しますと、満３歳以上の子どもを持つ片働き、いわゆる専業主婦家庭の幼児教育

が必要な家庭。それから真ん中でございますけれども、満３歳以上の子どもを持つ共働き家庭、幼

児教育も必要ですし、保育も必要だという家庭。それから右でございますけれども、待機児童が特

に多い満３歳未満の子どもを持つ共働き家庭。こういった地域の家庭、子どもの状況を市町村にお

いて調査把握いたしまして、これを計画に活かし、これに対応するような施設事業を計画的に整備

し、それをすべて幼保一体給付（仮称）の対象ということで、広く財政措置の対象として計画的に

整備していこうということでございます。 

後ほど申し上げますけれども、その中で対応する多様な施設としては、このすべての需要に対応

できる、いわばオールマイティなこども園（仮称）という施設で対応するというやり方が基本とな

ろうかと思いますけれども、地域の実情によっては、例えば人口増加地域で子どもが多くなってい

るところではこれに加え幼稚園で対応するというようなやり方。 

それから、特に都市部で待機児童の多いところでは右端でございますけれども、こども園（仮称）

に加えて保育所、この保育所についてはいわゆる乳児保育所のような保育所を想定しておりまして、

通常の３歳以上の子どもがいらっしゃる保育所については、すべての子どもに学校教育としての位

置づけを付与する観点からこども園（仮称）に移行するということを想定していますが、そういっ

た保育所や、あるいは保育ママ、小規模保育サービスといった多様なものを組み合わせながら、地

域の実情に応じて計画的に整備、幼保一体化を進めていくというイメージでございます。 

本体の資料の４ページに戻っていただきまして、２点目が「多様な保育事業の量的拡大～指定制

度の導入～」ということでございます。特に都市部の待機児童がいらっしゃる地域を中心といたし

まして保育の量的拡大を図る観点から、認可、認可外を問わず基準を満たした施設、あるいは保育

ママ、小規模保育サービス等の多様な保育事業へ広く財政措置を行うことによりまして、多様な事

業者の保育事業への参入を促進し、量的拡大を図っていこうということであります。待機児童の解

消を図る観点も踏まえ、具体的枠組みについては今後の検討かと思います。 

下の※印でございますけれども、当然、保育事業の参入については量的拡大を図るほか、質の担

保のための客観的基準を満たすことが前提となりますとともに、評価あるいは情報開示といった質

の担保向上のための措置も合わせて講ずることが必要かと存じます。 

続きまして、５ページは「給付の一体化及び強化」ということでございます。これも、これまで

概ね議論は一致しているところでございますが、新たに幼保一体給付（仮称）を創設し、財政措置、

現在は私学助成、保育所運営費といった、分かれている財政措置に関する二重行政の解消。それか

ら、公平性の確保を図るということ。それから、この給付については個人給付を基礎とし、法定代

理受領の仕組みとすることということでございます。 

 それから、公的な契約としては、市町村が客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定する仕組

みを導入すること。この契約については、保育の必要性の認定を受けた子ども、受けない子ども、

いずれについても市町村の関与の下、保護者が施設と契約する公的な契約とするということであり

ます。これは直接保護者と施設が契約するわけでございますけれども、市町村の公的な関与が前提
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ということでございまして、※でございますが、需要が上回る、供給が足りないといった場合には

管内の状況を把握し、必要に応じて管外を含めて斡旋する、あるいはひとり親、虐待、障害のある

子どもなど、優先利用が必要な子どもについて受入れ可能な施設を斡旋するとか、契約による利用

が著しく困難な場合には市町村による措置の仕組みを検討する。こういった市町村の公的な関与の

下の契約ということでございます。 

 それから、この契約についての応諾義務と価格設定については議論がございましたけれども、今

回のこの資料では、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課すのが原則でございます。

ただし、入園希望者が定員を上回る場合には、何らかの形での選考は必須になるわけでございます

けれども、選考基準の公開等を条件に、建学の精神に基づく入園時の選考を認めてはどうかという

内容でございます。 

 いずれにいたしましても、入園希望者が定員を上回る場合には幾ばくかのお子さんが入れない事

態が想定されるわけでございますけれども、その場合には先ほどの市町村の関与の一環として市町

村に調整等の責務を課し、ほかの施設に入れるような斡旋等を行っていただくという内容でござい

ます。 

 続きまして、「給付の内容」でございます。給付につきましては、質の確保・向上が図られた幼児

教育・保育を提供するために必要な水準の給付を、すべての子どもに保障するということでござい

ます。すなわち、基本的にはこの公定価格を前提に幼児教育・保育を提供する。これを基に、経営

ができる水準の給付を保障するということが大前提でございます。 

 「ただし」ということでございますけれども、特色ある幼児教育など付加的な幼児教育・保育を

行う施設については、その対価として上乗せ徴収を行うことは認めようということでございます。

いわば例外でございますけれども、こういった例外的な上乗せ徴収を行う場合につきましては、徴

収額の具体的な上限は設定いたしませんけれども、施設が説明責任を果たすことなどを義務付けて

はどうかということでございます。 

 続きまして、「給付の一体化及び強化」ということでございます。この幼保一体給付（仮称）にお

きましては、例えば現行制度で言いますと、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認

定こども園の幼稚園機能部分についても基準を満たせば財政措置を講じること。調理室等への補助

制度を創設するとともに、配置基準の見直し等を行う。こういったことによりまして、こども園（仮

称）への移行を始めとした各施設が幼児教育・保育機能を強化し、質の確保、待機児童の解消が図

られるよう、政策的に誘導するということ。さらなる質の向上を図るという内容でございます。 

 続きまして７ページ、「施設の一体化～こども園（仮称）の創設～」ということでございます。幼

児教育・保育、家庭における養育支援を一体的に提供するものとしてこども園（仮称）を創設する

ということでございます。こども園（仮称）の創設によりまして、次の内容を実現というふうにい

たしております。 

 １つは、学校教育法、児童福祉法上の位置づけの付与による質の保障ということであります。現

行の保育所における幼児教育に対し、学校教育（一条学校）としての位置づけを付与する。一方で、

幼稚園の預かり保育に対しましても、児童福祉としての位置づけを付与するということで、これに
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よりまして学校としての基準、あるいは児童福祉施設としての基準、双方を合わせ持つ基準を適用

し、質の高い幼児教育・保育を保障、担保するということでございます。  

 ２点目は量的拡大ということで、幼稚園が保育機能を強化、預かり保育の内容の質の確保のほか

定員の拡充、あるいは０～２歳の受入れ等によりまして保育の量的拡大を図るということ。 

 それから、「家庭における養育の支援の強化」、３歳未満の子育て家庭などを中心に、地域の拠点

として、この施設が相談事業を必須事業として実施することによりまして、地域の養育支援機能を

強化する。 

 それから「二重行政の解消」、現行の幼保連携型認定こども園におきましては、幼稚園、保育所の

認可、認定こども園の認定という、いわば３つの行政処分、認可・認定を受ける必要がありますけ

れども、これをこども園（仮称）の認可に一本化することによりまして事業者から見た二重行政の

解消を図るということ。 

 それから、先ほどの質の担保向上と関連いたしますけれども、幼稚園教育要領と保育所保育指針

を統合した新たな指針の策定によりまして内容の統一を図っていこうということでございます。 

最後に効果でございますけれども、目的と裏腹でございますが、１点目は「質の高い幼児教育・

保育の一体的提供」ということであります。地域単位で、幼児教育・保育が計画的に整備される。

あるいは、施設単位でもこども園（仮称）等により質の確保された幼児教育・保育が一体的に提供

されるということ。配置基準の見直し等により、さらなる向上が図られること。 

「保育の量的拡大」については、特に都市部などが必要なわけでございますが、幼稚園からこど

も園（仮称）の移行により保育の量的拡大を図られるほか、先ほどの指定制の導入によりまして、

多様な事業の参入によりまして、これと合わせ待機児童の解消につながるのではないかということ

であります。 

３点目は「家庭における養育支援の充実」、これはこども園（仮称）への移行、あるいは市町村に

おける地域子育て支援拠点事業等、市町村の直轄事業等も合わせ、地域全体としての支援機能が強

化されるということであります。 

最後に進め方でございますけれども、これは参考資料の 15 ページでございます。８ページと 15

ページを合わせて見ていただきますが、国におきましては幼保一体化を含む子ども・子育て支援に

関する基本方針を策定する。全体の方向性を示す。市町村の計画の指針を示すということでありま

す。それから、財政措置の一体化強化によりまして、こども園（仮称）への移行を政策的に誘導し

ていこうということでございます。 

都道府県は、広域調整の観点からの権限を持っていただく。 

市町村におきましては、こういった国による制度改正、基本方針を踏まえまして、計画に基づき

地域における子ども、家庭の状況を踏まえて、その実情に応じて必要なこども園（仮称）、幼稚園、

保育所等を計画的に整備していこうということでございます。 

例えばイメージでございますが、都市部におきましては人口が増え、待機児童も多いということ

で幼児教育・保育のニーズの状態に応じ、こども園（仮称）あるいは小規模保育サービス、保育マ

マといった多様な形態でニーズを満たしていくということであります。また、こども園（仮称）に
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ついても０～５歳が対象、３～５歳が対象といった類型があろうかと思います。将来的な子どもの

減少局面を迎えたときには計画に基づき、既存施設のこども園（仮称）への移行を推進していくと

いうのが典型的なところかと思います。 

一方、人口減少地域におきまして、こどもの減少に応じまして計画的に既存施設のこども園（仮

称）への転換を図っていくというようなことが考えられるかと思います。 

資料の説明は、以上でございます。 

○末松座長 どうも早口ですみません。 

 それでは、24 日に行われました幼保一体化ワーキングチームの座長である大日向副座長から御報

告をお願いします。 

○大日向副座長 それでは、御報告いたします。ただいま事務局から御説明がありましたように、

１月 24 日に開催されました「第６回幼保一体化ワーキングチーム」では、本日の資料２、３に基づ

いて意見交換を行いました。 

 この資料は、これまでワーキングチームにおいて議論をしてまいりましたことを基に、幼保一体

化の全体像について事務局がまとめたものですが、これに対して委員からは、「評価できる」、「事務

局の御苦労に感謝したい」、こうした声が多く聞かれました。 

 こうした声が出た背景には、そもそも幼保一体化の議論が今なぜ必要なのか。これまで幼保一体

化のワーキングチームの中で丁寧に議論を行い、大方、合意を得てきたことがあると考えます。 

 繰り返しになりますが、幼保一体化の理念、目的とは、日本に生まれ育つすべての子どもに親の

生活状況にかかわりなく、０歳から就学までの年齢のすべてにおいて良質な養護と教育の両方を保

障することである。それは、子どもの成長発達を親、家庭は無論ですが、社会の皆で守り、支えよ

うとする子ども・子育てビジョンの理念に基づいてのことであることが、これまで大方、合意され

てまいりました。 

 今回、事務局が作成した資料は今、申しましたような幼保一体化の目的、理念に沿って行ってき

た議論を基に、地域における子どもや家庭の状況等を踏まえて、多様な類型を認めるこども園（仮

称）の整備が目指されていると理解できることが、委員会から評価、感謝の声となったと理解いた

します。 

 その上で、今後議論すべき課題、課題点が改めて明確になったという意見が聞かれました。主に

３点、御報告いたします。まず１点は、利用保障の在り方です。第２点は、応諾義務の在り方です。 

そして、第３点は公定価格と上乗せ徴収の在り方についてです。特に上乗せ徴収に上限を設けない

とする案に対しまして、幼保一体給付（仮称）の中に差別が出ることを懸念する意見が数名の委員

から出されました。 

 なお、こども園（仮称）がすべての年齢の子どもに養護と教育の両方を保障するという目的から

しますと、先ほども御意見がありましたが、在宅で子育てをしている家庭への支援を図の中にもっ

と明記してほしいという御要望。同様の観点からして、２歳未満の保育を行う施設もこども園（仮

称）とすべきではないかといった御意見も出されました。 

 いずれも、幼保一体化の今後の在り方にとって重要なポイントだと考えます。成案を目指して、
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こうした課題について今後、更に精力的かつ丁寧に議論を進めてまいりたいと思います。私からの

御報告は以上です。 

○末松座長 時間が残り少ないんですけれども、これについていろいろと御意見のある方はここで

もまたあると思いますが、幼保一体化のワーキングチームで更に継続してやろうとしております。

それを踏まえながらも、どうしてもこの場で言っておきたいということがございましたら、お手を

挙げていただきたいと思います。 

 では、どうしましょうか。あと 10 分少々という話でございますけれども、幼保のメンバーではな

い方をというサゼスチョンが今ございましたので、その方を中心にして極めて短くという話をさせ

ていただければと思います。皆さんが「これでまた更に 30 分やる」というのだったら話は別ですけ

れども、次回もそこは引き続きやらせていただきますので、ここでの御報告を含めた上でどうして

もという方がおられましたらお手を挙げていただければと思います。 

 では、両角委員、宮島委員、北條委員、中島委員、坂﨑委員、駒村委員、菊池委員ということで、

申し訳ないのですが、１人１分でよろしくお願い申し上げます。 

○両角委員 ５ページの利用保障に関する問題になろうかと思いますが、このシステムに、公的契

約に変わったときの具体的イメージが利用者としてまだ描けなくて、一体どういうふうに申込みを

して、どういうふうに受け入れられるんだろうというのが利用者から見ると不安です。 

 まず量的拡大がある程度実現されてから、３歳未満保育ですが、足りない分についてはある程度

拡大してから契約方式に移行するような工夫をしないと混乱するし、どうなるのかなという不安が

あるという点です。 

○末松座長 御協力いただきましてありがとうございます。それでは、宮島委員どうぞ。 

○宮島委員 これまでの話の中で、何となく皆が考えている方向、将来の一体化の方は大体合意が

できていると思うんですけれども、この前ワーキングチームがあった日の翌日の新聞記事を見ると

「一体化後退」というような方向で、要するに伝わっていないわけですね。 

 なぜ伝わっていないかというと、私もマスコミですので批判は受けるかもしれませんが、でもや

はりそう見えないと思うんです、どうしてかと言うと、幼稚園も保育所も残ります。いつまでに一

体化するのかわかりません。インセンティブもわかりません。これだけ見ると、「やりたいというこ

とは書いてあるけれども、本気がどうかわからないな」というふうに思われるのが私は当然ではな

いかと思います。 

 企業の合併や銀行の合併でも、合併した後でも中は本当は分断していてシステムもばらばらなん

ですけれども、とりあえずこども園（仮称）という形で一体化するんだということははっきり打ち

出さないと、一般の国民には「これは一体化したいんだ」ということは伝わらないんじゃないかと

思います。 

 それに、やはり２歳未満を別の扱いにするということで不安をお持ちの保育園児のママなどの話

もありまして、こども園（仮称）に多様なものがあっていいのならば、例えば本当に小規模のもの

や、その他のものや、２歳未満のものもこども園（仮称）、あとは時間を限って当面の間はごく幼稚

園的なものや、ごく保育所的なものも含めていろいろなものがあるけれども、とにかく将来的に向
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かって収束するこども園（仮称）であるということを打ち出すことは、対国民というか、この問題

に詳しくない人たちに対してのメッセージとしても非常に大事ではないかと思っております。 

○末松座長 ありがとうございます。期限とインセンティブですね。その方向性をしっかり打ち出

すということをいただきました。それでは、北條委員どうぞ。 

○北條委員 まず最初に、先ほどの子ども・子育て会議（仮称）についてですが、データというお

話が出ましたので、これは是非とも質の高い実際のデータを出していただきたい。 

 というのは、施設のコストとか保護者負担というものの資料は出ておりますけれども、これは皆

様御存じのとおり現実の数字ではないということを言いたいわけであります。 

 それから、第三者を構成員に加えることに賛成です。やはりそういう方々が真に子どもの利益を

代表してくださるということが大切だと思います。 

 それから、大日向先生の御説明の中で応諾義務、それから公定価格の問題で御批判があった。そ

のとおりだと存じます。ただ、これは私どもはずっと私立学校としてやってまいったわけでして、

この場にいらっしゃる多くの大学の先生も私学の先生ですが、その学校で応諾義務とか公定価格と

言われたら、「ちょっと待てよ」という話に当然なるわけでございます。これは、一方で言えば保育

所の皆様方に「自己責任で保育料は決めるんですよ、あるいは募集は自己責任でやるんですよ」と

言えば、これは「ちょっと待てよ」という話になるわけですから、私どもこの議論に参加したのは

昨年の秋からです。たったこの短い議論の中で詰めていくわけですから、やはりお互いの立場を尊

重し、私どもも保育所の営みに敬意を評しておりますが、幼稚園の営みにも敬意をいただいて、共

によりよいものをつくっていくということで考えてまいりたいということでございます。 

○末松座長 ありがとうございます。それでは、中島さんどうぞ。 

○中島委員 今日どうしてもこれだけは言っておきたいと思い、時間のない中ですが発言をさせて

いただきます。 

 ペーパーも出しておりますので詳しくは見ていただきたいと思いますが、幼保一体化は今後基本

制度ワーキングチームと幼保一体化ワーキングチームの双方で議論するということですので、議論

の深化に向けた課題を是非述べておきたいと思います。 

 幼保一体化の目的、理念、そしてここまで積み上げてきた作業、感謝をしております。ただ、何

度も申し上げますが、この幼保一体化の作業を通じて福祉的機能、あるいは利用保障の機能が、結

果として現状より後退するということがあっては絶対にならないということでございます。この点

はきちんと検証すべきであり、これらの機能を「こども園（仮称）」へ組み込む仕組みを真剣に議論

しなければいけないと思っております。 

 なぜかと言いますと、例えば直接契約方式と利用保障との関係を見ますと、事実関係としてフロ

ーを書いていただければすぐわかるのですが、今ここで書いていただいていることだけでは事実関

係として利用弱者が完全に後回しになります。障がい児やひとり親家庭、低所得世帯の子どもとい

った本来優先的な利用を保障すべき子どもが排除をされるという事態が出てまいります。したがい

まして、市町村関与による調整機能の発揮、措置などいろいろな形を駆使して、直接契約以外のル

ート、入口を併設しませんとそういう問題が解決しないと思っております。 
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 それから、今までワンストップに近かったサービスが利用弱者ほど手間や段取りが多くなってし

まうということが想定をされます。是非これらの点は実証的に対策を講ずるべきであると思います。

以上です。ありがとうございました。 

○末松座長 御協力ありがとうございます。それでは、坂﨑さんどうぞ。 

○坂﨑委員 基本は２点です。１つは、福祉的な施策のことについては今、中島さんがおっしゃっ

てくださったので割愛します。 

 １つは、今回の幼保一体化の形というのが、教育的な施設の幼稚園とこども園（仮称）と３歳未

満児の保育施設というふうな形で今、説明を受けているわけです。現実的な保育所というのは、今

３歳未満児の保育所をやっているところがありますけれども、現状の保育所はほとんどこども園（仮

称）に移行するということです。 

 その中で今は、政策的な誘導を行ってこども園（仮称）に幼稚園の方々もある一部はなっていた

だきたいということを書いているわけです。そのことと、今まで第１案から第５案まで示されてい

る中で、財政的なインセンティブを与えて将来的な一体化に向けていくんだということとの関係性

はどういうふうになっていくのかというのは、次回までにまとめてくださればありがたい。こども

園（仮称）になったことによって、将来的に一体化に向けてどういうふうな財政的なインセンティ

ブをつけていくのかどうかという仕組みを持っていくのか。それとも今、示されているままでずっ

とやっていくのかということをきちんと示していただければありがたいと思います。以上です。 

○末松座長 それでは、駒村さんどうぞ。 

○駒村委員 必ずセーフティネットが保障されなければいけないという意味では、幼児教育、保育

と大学は全然違うものだと思いますので、６ページの公定価格についてはやはり無制限に認める。

あるいは、説明責任程度で認めるというのは大変危ないかと思います。これを通じて、実質的には

セレクションがかかるという危険性が大きくありますので、やはりきちんとセーフティネットは崩

さないというところをやらないといけないと思いますけれども、５から６がそのセーフティネット

の部分が弱いかなというイメージを持ちます。特に公定価格のところが心配でございます。上限上

乗せの制限がないというのは心配しております。以上です。 

○末松座長 それでは、菊池さんどうぞ。 

○菊池委員 もう時間がないので、簡単にいたします。 

 私は、ちょっと期待を裏切られたという思いがしております。先ほどもどなたかからお話があっ

たと思いますが、本来目指したものからあくまでもこれを見る限りにおいて、各紙報道もございま

したけれども、やはり後退したというイメージは払拭できない状況だと思います。 

 本来、11 月１日に１つの案が示されて、そこでいろいろと厳しい御意見があって、その後に５案

が示されて、それとも違う案が今回示されている。そうすると、多分 11 月１日に示されたものはそ

れなりにお考えがあって出されたものであったと思うし、それは１つの将来目指す方向だったと思

うのですが、それからかなり乖離した状況にあるのかなというイメージでとらえております。そう

いったことが１つです。そういう意味では、やはり結果的に妥協の産物かなという感じでとらえて

いるんですけれども、そのことが１点です。 
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それともう一つは、そういった中でこれも何度も申し上げていますが、いろいろな方々が組織を

背負って出てくるとどうしてもそこの主張になりがちで、そこでいろいろとバランスを崩してしま

うことになるのですが、こういった状況を見ていますと、これは最後まで本来の目指した方向に向

かってやり遂げられるのかどうかという心配を私は個人的には今、持っておりまして、決してそう

いうことのないように是非やり遂げていただきたいということです。 

それからもう一点、実際に質の問題でいろいろと資料を出していただいておりますが、これはか

なり膨大なお金がかかりますよね。ただ、今の財政状況は非常に厳しい。財源の確保の話がまだ具

体的になっていない中で、本当にこの現在の国の状況の中で実現可能な水準というとこの中でどの

レベルなのでしょうか。その実現可能な水準がもしある程度想定されるとすれば、それについての

所要総額というのは一体どのレベルなのか。これも、できれば今日はすぐには無理だと思いますが、

お示しいただければということです。 

それから、政策的な誘導インセンティブを与えるというのは具体的にはどういうことをお考えな

のか。これについてもお願いします。以上でございます。 

○末松座長 では、無藤副座長から一言お願いします。 

○無藤副座長 ２つあるんですけれども、簡単に言います。 

 １つは、私は先ほどの事務局提案については具体的に決まっていないところがたくさんあるので、

まだわかりかねるところがありますが、やはり現実性を持ちながら前進している部分があるという

ふうに理解しております。 

 副座長というよりは一委員としての意見でありますけれども、１つは先ほどの事務局案において

純粋幼稚園といいますか、福祉機能を持たない幼稚園として残るものについても指定施設としての

枠がかかるのであれば、幼保一体化の大きな枠に収まるものであるというふうに私は理解しており

ます。 

 また、現実的には幼稚園の７割から８割ぐらいは預かり保育をやっておりますけれども、預かり

保育についての補助金が増える仕組みになっておりますので、そういうところについてこども園（仮

称）に移る大きなインセンティブは既に組み込まれているというふうに理解しました。 

 それから、２番目は応諾義務、公定価格のところであります。これも、事務局案のある実現の仕

方にもよるでしょうけれども、基本的には市町村が調整義務を持つわけで、その中で例えば障害児

の保護者、その他についての優先を入れるということも、これは議論としてほぼ確定したことであ

ると思います。 

 一番大事なことは、各保護者にとって通える範囲においてちゃんとした質を持ったこども園（仮

称）なりに必ず通えるという保障があること。そして、それが公定価格の中で十分可能だというこ

とだと思うんですね。その中で、例えば 10 も 20 も通える範囲にあった中で高いものがあるならば、

それはそれで今のちょうど公立小学校に対して私立小学校があるようなものですけれども、通える

範囲に例えば私立小学校だけで高い学費ではそれは困るわけです。そういう意味では、こども園（仮

称）といったものをちょうど公立小学校に近い形に理解して、ほぼ無償というわけにはいかないの

かもしれませんが、一定の公定価格、しかも低所得者などについての十分な軽減措置が設けられる。
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それも書いてあるわけでありますが、そこら辺が非常に重要なポイントであるという意味で、私は

大きな前進があると理解しました。 

○末松座長 ありがとうございます。役所側から、どうしてもいうお話なので。 

○小宮山副大臣 私から、後退ではないということを香取さんに言ってもらうのが多分一番いいの

で、指名をしました。 

 というのは、社会保障の一体改革と税の一体改革に子どもを入れたというのが去年の閣議決定で、

それを基にして更に質のいいものをしっかり財源を確保してやろうという構成の中で現実的に書い

たものが、非常に後退とメディアも含めて受け止められているのは、これはまったく違うと思って

いるので。そこは仕掛けをしている香取さんから一言必ず言っておいてもらわないと、明日の紙面

が、また「後退だ」という声噴出みたいになるのは私は我慢ならないというか、それは違うと思い

ますので、ちょっと一言聞いてください。 

○香取政策統括官 もう時間が過ぎておりますので、簡単にいたします。 

 私どもが今回この提案をいたしました基本的な理解は、先ほど無藤先生のおっしゃっていただけ

たようなことで、これを言ってこのまま書かれるとどうかと思うのですが、案として１案から５案

を示した中では、限りなく１案に近い３案だというようにお考えいただければと思います。 

 それから、マスコミ等の報道についての認識は宮島委員からお話あったように、やはり我々は少

し具体的にそれをどういうふうに進めていくかとか、移行期間についての詰めのところの説明がま

だ十分ではなかったのでお話があったということだと思いますが、１点だけ、10 年あるいは 15 年

という移行期間を１案とか５案でお示しをしていたんですが、今回あえてそれをお示ししなかった

のは、これは幼保一体化の方で御説明をしたので繰り返しませんけれども、基本的にはオールマイ

ティのこども園（仮称）を１つ用意して、そこへの移行プロセスをきちんとお示しをするというこ

とがありますので、むしろ現実の今の保育所の機能、幼稚園の機能、預かり保育をやっている幼稚

園の機能等を考えると 10 年もかからないだろうということなので、10 年もかけて放っておくとい

うことではないという意味で期限を書かなかったので、10 年たってもできないだろうということで

10 年をやめたということではない。 

 この点を新聞等で「後退」と書かれたところはやや我々の説明不足だったかなということと、幼

稚園、保育所が残る意味というのは、これも御説明あったように基本的にはこども園（仮称）に収

れんしていくわけですけれども、０、１、２歳のニーズのみに対応する形態の保育所、あるいは３

～５歳の幼児教育のニーズのみに対応する形で機能する幼稚園という形態は、実際のニーズとの関

係で存在することになりますので、それを否定するというのはむしろ実態に反するという意味にお

いては残すという意味であって、そのことが基本的には施設をこども園（仮称）に一元化していく

ということとは矛盾しない。論理的に矛盾はしないという考え方に立っております。 

 更に言いますと、すべての希望するお子さんに幼児教育を保障するという考え方に立ちますと、

論理的に３～５歳のお子さんをお預かりしている保育所はすべて幼児教育機能を持たないといけな

い。論理的にそうなりますので、先ほどお話あったように０、１歳のみをやっている幼児保育所の

ような、いわば特殊な形態のもの以外の保育所は、論理的にこども園（仮称）に移行することにな
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りますので、保育所については基本的にはこども園（仮称）に移行するという考え方になります。

その意味でも、ざっくり言うと１案に近い３案という理解ができるのではないかと思っております。

以上です。 

○末松座長 非常に論理的な説明でいつも感心させられますけれども、最後に私の方から一言だけ

申し上げたいと思います。 

 先ほど菊池委員、坂﨑委員と、何人かの意見から、財源的なものを含めて大丈夫なのかというお

話がございましたが、私は今、与謝野大臣の下での仕事も付加されまして、それで与謝野大臣の方

で幼保一体化のこの法案、この経済財政というのと共に税と社会保障の一体改革、これも与謝野大

臣の所掌です。そして、幼保の一体化も一緒になっています。 

 これはどういうことを意味するかというと、民主党政権の覚悟を示しているわけでございまして、

今年の６月を目途に税と社会保障の一体改革を行う。当然それは財政についてのある程度の姿も示

すという話になるわけでございまして、４月までに今度は厚労省の方で社会保障システムについて

の一定の結果も示すという話になりますので、それと歩調を合わせながらこのワーキングチームも

結論を出さなければいけないという状況でございます。 

 それは、財源についてもしっかりと責任を持ってやるという姿勢を明らかにすると同時に、今後

のスケジュール、２月以降にまた何回かこの基本制度ワーキングチームで決めの作業を行っていか

なければいけませんので、是非今後ともよろしくお願い申し上げます。どうぞ。 

○倉田委員 最後に１つだけお願いしたいと思います。６月を目途に新たな税制の抜本改革の成案

を得ると、これは大変重要なことですが、我々、全国の市町村が心配しているのは４月１日です。

子ども手当の法案が日切れでなくなって児童手当法に戻ったら、全国市町村の現場は大混乱を起こ

します。 

 したがって、全国市長会は野党に対してもそのような混乱を起こすことのないように昨日も要望

しておりますけれども、その辺でも政府としては国民に大混乱を起こすようなことだけは是非とも

避けていただきたい。これだけは要望しておきたいと思います。 

○末松座長 これから地方との対話をしっかりやっていきたいと思っております。 

○菊池委員 日程調整をしていただいているようですけれども、できるだけ早く御連絡をいただけ

ればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○末松座長 そこは、事務局、お願いします。 

○村木政策統括官 一生懸命努力させていただきます。 

○末松座長 ただ、議論は直前まで白熱しながらやっているところがございますので、そこを御理

解いただきたいと思います。 

 そういうことで、今日は終わらせていただきます。どうも本当にありがとうございました。 
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