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令和４年度 子ども政策審議会 議事録 

 

日 時：令和５年１月２３日（月）９：３０～１１：３０ 

場 所：県庁１１０９会議室 

出席者：別紙委員名簿のとおり（１３名出席により、定足数を満たす） 

議 題：・子ども施策に関する意見書（案）について（資料３） 

    ・「いしかわ子ども総合条例」の改正について（資料４） 

    ・子ども政策審議会運営要綱の一部改正について（資料５） 

    ・部会の決議事項について（資料６） 

 

各委員からの質疑及び意見は以下のとおり。 

 

＜子ども施策に関する意見書（案）について（資料３）＞ 

〇前田委員（石川県社会福祉協議会保育部会部会長） 

意見書の中身に沿って、少し何点か意見をお話さしていただきたいと思うんですけれど、

まず 1 ページのその前のところで、こども基本法について、その大事な部分をここへ盛り

込んでいただいて、大変ありがたく思っております。その前の段落にある児童の権利に関

する条約をね、日本が批准したがようやく 30年近く経って、きちんとした体系ができたっ

てね、この現状はいろいろと課題はあるんですけれども。ようやくここにたどり着くこと

ができまして、まさにその子どもの意見表明権とか、子どもの意見の尊重含めて、子ども

の人権というものが、よりこれから大事にされていかれるんだろうと思いますので、それ

は県もですねこういう形で意見を示していただきましたので、ぜひそういう方向に、この

エンゼルプランも含めて、進めていけばありがたいなというのがまず感想でございます。 

それを踏まえて具体的にいきますと、3ページですね、3の子育て支援の充実強化。やっ

ぱりどうしてもこの全体の文章のトーンもそうなんですが、やっぱり視点がどうしても大

人の立場で書いている。やっぱり子どもがどう育っていくかとか、子どもから見たときに

どうなのかっていう、タイトルも含めてそこはちょっと検討しないと、どうしても大人に

とってどうなのかとか、子育てをされている方もいろんなご苦労もあってです、それも大

事なことなんですけども、やっぱり子どもから見てどうなのかということは、私も具体的

な文言は思い付きませんが、今後ちょっと課題としては出てくるかなと思いますし、でき

れば意見書の中にも、そういった書きぶりっていうのが出てくるかなということもまず大

きくあります。 

次に下線のところで、これは厚労省の方で行われた保育所・保育士等のあり方ですね。

この文脈の中でいくと非常に限定的に書かれてますけども、この問題意識っていうのは本

当に少子化がもう本当に進んで、このままでいくと地域も危ないと。当然地域が危ないっ

てことはその地域を支える根幹のインフラである保育或いは幼児教育っていうものが危な

いと、これどうするんだっていうところに書かれてることなんですね。というふうに私は

少なくとも認識してます。ですので、単に保育士不足だったらどうだとかってことじゃな

くて、どうやってその保育っていう機能を今後、あるいは幼児教育っていうものを守って
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いくかっていうことで地域ぐるみで考えていきましょうと。地域住民の意見も含めて考え

ていきましょうと。そういう提言だったと思いますので、もちろん県はですね、実施主体

である市町を支える立場ですから、ただそういうふうに地域でそれぞれの独自の個別の事

情がありますので、そこを踏まえて、その地域の独自性を発揮しながら、保育ないし幼児

教育がきちんとされていくように、県は後押しするんだっていうことはもうはっきり書い

ていただきたいなと。こういうふうに限定的な項目に関してですね議論されたものではな

くて、本当に問題意識がそこにあるんだっていうことを取っていただきたいなということ

が一つです。 

それからですね、4ページですね、4ページの 2段落目の、まさにその県が先駆けてやっ

てきた事業なんですが。これも最後の方は、「効果の検証や実施方法の検討手続きを行う」

という書きぶりになっていますけれども、国の制度としてもう確定してますので、その辺

りを踏まえてどうするかってもうちょっと具体的に踏み込んだ書き方っていうのがあるん

じゃないかなというふうに思いました。2つ目です。 

そして 4 段落目ですね、これもそうですねこの金沢市周辺等、金沢市ももう実際にはか

なり少子化が進んでるんですけれども。実情に応じた対策っていうのは、まさにその国の

保育所・保育士のあり方検討会でされた提言ですよねここのところに関わってくるとこで

すんで、こういうふうな実態も含めて、本当に地域で保育っていう機能をどう存続してい

くかっていうそういう、ところに来てるんだっていうことがもう少しわかるような書きぶ

りにしていただきたいなというふうに思います。 

その人口のくだりの下線のくだりの下に、「研修の充実による保育・幼児教育の質の向上

や幼保小接続を一層推進する必要がある」というふうに結ばれているんですけれども、残

念ながらですねやっぱ不適切な保育っていうことは、今いろんなとこで言われてます。私

も本当にこの年末年始ってのはもう本当に何とも言えないような思いで過ごしたんですけ

れども、ですからこの書きぶりだともう基本的にもう石川っていうのはもうそういうこと

はなくて、一定の人が担保されてて、そっからどう目指すかってことですけども、私はや

っぱりそういうことなのかっていうことが一方であると思うんですね。 

その時に、やっぱり一つは本当に子どもの人権だとか、そういったことをどうきちんと

まず専門家である我々を守っていくかっていうことに関して、もちろんそういったメニュ

ーも研修の中にありますけど。今回で見てて思うのは、そこの施設長である責任ある立場

が、どこまできちんとそのことを認識して、実効性のあるようなことやってるかっていう

ことがあると思うんですね。ですからその現場の保育者の何か研修をやればいいんだとい

うことに聞こえますけれども、そういうことも視野に入れると、改めて施設長も含めて、

きちんと人権教育だとか、これ大勢の方もそうかもしれませんけど、そういうことをやっ

ぱりもう少ししっかりとやってくんだっていうことも、ちょっと今としては書かざるをえ

ないのかなというふうな気もいたします。 

その一方で、今ＮＨＫさんがしばらく前からやってますこの不適切保育の特集を前から

やってますけども、国の職員の配置基準が、もうずっと法改正されてないっていう問題で

すよね。こういうことが、ストレートにそういったことの原因だったということにはもち

ろんいきませんけれども、非常に厳しい中で、長時間の保育を現場が担わなきゃいけない
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っていう事実はありますんで。職員配置をどうするんだって、これはどこの責任だってい

う話もあると思いますけれども、やっぱりきちんとその現場の保育所も一方で支援する、

そのために職員配置も改善していく、いろんな体制を改善してくっていうことも、やはり

踏み込んで書いていただきたいなというのが現場としての思いでございます。 

それから最後に意見書の接続なんですが、いろいろ学習指導要領等も変わって、もちろ

んそれと連続する形で、我々の保育と教育の対策・考え方も変わってきてるわけですけど

も。 

実際ちょっと現場にいますと、やっぱ小学校にあがるよ、実際戸惑うと。保護者の方が

こんなに違うんだっていうふうなことを結構聞くんですね。そういうことが直接関係ある

かどうか全く別なんですが、すごく楽しくに来てた方が小学校に行って学校行けなくなる

とかっていう例もあります。要はですね、なかなかそのおそらく小学校の先生から見ても

そうなんだろうけど、我々も実態が見えないんですね。そこが見えないうちになかなかつ

なげるってことは一切できてないという実感が反省としてあります。今なかなかですね、

こういうことも含めて、学校と何かやろうっていうと、どうしても一方で働き方改革があ

るので、なかなかですね学校は前向きに応じてくれないっていう、何となくそういうふう

に感じるんですよ。やっぱり私もその学校の評価等に関わるそういう立場でいくと、やっ

ぱり一つの話題としてはどれだけ超過勤務したかとか、その実態がどうだったか、或いは

もうなるべく学校の先生も勤務に関して少しでも合理化して、働き方改革っていうことに

つなげていかないと厳しいんだっていうふうなご事情があって私はその通りだと思います。

そこはもうきちんとちゃんとやってかなきゃいけないんですけども。ただそれは一方で、

制度的な問題もあるんで、ただ肝心な本当に保育所幼稚園から、そこで育てられた子達が

小学校でどう接続していくのか。当然その時には我々の保育・幼児教育のあり方もちろん

問われますし、学校の教育のあり方も問われると思うんですけども、そういうことがなか

なか今正面切って議論できないことがあって、もうすごく残念なんですけど、例えば幼保

小接続を一層推進するって書いてあるんですけども、ここがもう少し具体的に踏み込んだ

書きぶりにしていただくと、私としてはありがたいかなというふうに思います。すいませ

んちょっと何点かありました。以上です。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

 前田先生のご意見がすごく、そうだそうだと思って。子ども支援のまず大前提として、

文章全体が、複数の立場の方の制度が並列的に書かれていて、例えば 1 ページ目の「この

意見書が」っていうのは、３段落目ですけれども、「子どもの最善の利益を考え、大人に成

長するとともに」っていう、そこから切れて、「結婚や出産の希望がない安心して子どもを

産み育てることができる」っていうのは、全く違う立場のものに対する施策が、何かあん

まりにも安易に並列的に書かれていて、何がどういう施策をしようとしているのかが、ち

ょっとわかりづらいところがかなり複数箇所あるようにお見受けしますので、そこの点ま

ずちょっと立場を。親に対する施策なら親に対する施策として書き分けていただく、子ど

もに対する施策なら子どもに対する施策として書き分けていただいた方が読みやすいもの

になるんじゃないかということがあって、それを書き分けることによって、子どもに対す
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る施策が、子どもの権利、要望にきちんと繋がっている施策になっているのかどうかって

いうことも、もう少し検証しやすくなると思います。 

そういう意味で、先ほど前田先生言っていただいたところ、今、例えば子どもの生きる

力を育む、5ページですけども、ここも想定されている子ども像みたいなものとか、成長し

て欲しい大人のみたいなものが書かれていますが、それは子どもが望んでいることなんで

すかねっていうことを、私はすごくやっぱり気になりまして。社会全体がこういう人間で

あれみたいなメッセージをこの意見書が発信すること自体は、ちょっと私は違うと思って

いて。 

子ども政策審議会としては、子どもの成長を応援するんであればそれは違うような気が

しますので、何ていうか、別に悪い良いじゃないですけど、別にこういう人になって欲し

いというメッセージがここから強く発信されるんだったら、私はこういう像はむしろ積極

的に削除していただいて、「子どもが望む子ども自身の将来を実現できるように」みたいな

一言でも構わないんじゃないかと思っています。 

あと先ほど前田先生おっしゃられていたように、やっぱり現場の保育士さんと学校の教

員の改善がとても重要だと思いますので、7 ページの 6 のワークライフバランスのところ

で、企業に対する施策みたいなものは強く打ち出しておられますけれども、ぜひそれなら

ば、県の職員、或いは市町の学校の先生を含めた、すべての人たちのワークライフバラン

スと待遇改善みたいなものをもう少しコネクトして発展的に書かれたらどうだろうなとい

うふうに思っております。差し当たり以上です。 

 

○高木委員（子ども夢フォーラム代表） 

ちょっと重なるかもしれないんですけど。私の言葉で。最初のところですけど、前田先

生がおっしゃったように、私も遅かったかもしれないけど、こども基本法が成立したこと

の意義の大きさが、なかなか理解されていないんじゃないかなと思っていて、そのことを

具現化するためにも、県としても子どもの権利条例の制作にしっかり踏み込むべきかなと

思って、そこをちゃんとスタートさせなきゃいけないんじゃないかなと思っているんです

ね。それを作成しましたよと。そのぐらいに私たちは子どもを大事にしていますという、

県としての姿勢を示す第一歩かなと私は思っています。 

それから、私は子どもの声を聞いてる立場としてはですね、やはり子どもたちがどう考

えてるのかを聞いて欲しい。「子どもの声を取り入れながら」とかっていうことを随所に入

れて欲しいなと思ってるんですね。大貝さんの意見と重なるかもしれないけど、子どもが

子どもとして生きられる社会をつくるために、私たちは努力するという姿勢を示す文言が

欲しいかなと私は思っています。 

できれば最後のヤングケアラーのところですけども。実態調査はすごく大事だし、そこ

から見えてきたことが、家庭内の問題として潜在化しがちってことが見えてきたんだろう

なと思うんですけども。それにつけても、その家庭その家庭で問題は様々だと思ってるん

ですね。そのことをどういうふうにして、潜在化しがちなものを可視化させていくのかっ

ていうことが、もう少し踏み込んで欲しいなと思っていて。教育、生活、就労、経済的な

こと、そういった観点からもこの問題が解消されていく方向で取り組みたいとかね、何か
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もうちょっと大きく具体的にわかりやすく示していただきたいなと思っています。 

それから、子どもたちのヤングケアラーのことで、実態調査はしたけども、じゃあ何を

望むのか、そういったことも子どもたち自身から聞く、そういうアンケート調査を実際や

って欲しいなと私は思います。そういうような姿勢、具体的な示す姿勢、そして世の中が

子どもを大事にしているということを示せるような、それこそ「こどもまんなか社会」を

実現するためにも、そういった子どもの声を聞くということをどこか盛り込みながら、丁

寧に取り組んでいくということを入れ込んでいただきたいなと、私は思っています。 

 

○奥野委員（みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会会長） 

 難しいことはちょっとわからないんですけれども、この 3 の子育て支援充実の強化って

いうところに、私たちは児童館を拠点にして活動しているところなんで、この児童館は、

児童の健全育成の児童厚生施設っていうんですか、そういう場所であるのに、放課後児童

クラブのことはよく出てきているんですけれども、やはり教育、家の分野を越えて、子ど

もの育ちに関わる様々なネットワークの中に児童館っていうものも、何か入れていただき

たいかなと前から思ってて。どっかで 1 回発言したこともあったかなあと思うんですけれ

ども。 

といいますのも、この児童館に行った子どもたちは、子どもや親の声がけ、日常生活や

遊びの何気ない会話の中から、子どもの課題や問題に気づくことが多いんですね。例えば、

今のヤングケアラーにしても、児童館の方が見つけて、小学校につなげるっていうことも

あるように、ふっと敷居の低い、そういうところにやってきて、ぽつぽつと話すことがす

ごく役立つ。いろんな上から「どうだこうだ」って聞くよりも、すごく話しやすいってい

うんですか。そういう子どもたちの気持ちを聞くことができるっていう、そういう意見を

尊重しているこういう機関も何かこのような中に含めていただきたい。 

金沢市には 33クラブありますけれど、校下に一つずつあるんですけれども、やっぱりそ

ういうところが、子どもたちが地域で行って、いろんなことを話し、例えば虐待のことで

も不登校のことでも、いろいろと児童館の先生方は知っているっていうことで、私たちも

児童館で活動させているものとして、こういうところは、今こども家庭庁ができる、居場

所が必要なんですよって言われている、この居場所として、とっても重要でないかと。 

だから県下にも児童館は老朽化してきたらもう、つぶってしまって、児童館なくするっ

て簡単に言う市町がありますけれども、やっぱり県として居場所とするならば、そういう

ところも重要やっていうところも、何か発信していただければと思いながら、この意見書

の中に一部でもいいですので含めていただけるとありがたいかなと思います。以上でござ

います。 

 

○中黒委員（石川県青少年育成推進指導員連絡会会長） 

 考えている中でですけれども、先ほど児童館の役割がやっぱり非常に大切だということ

もあったんですけど。他にもやはり子育てする上で、親は何を子どもたちに期待するかと

いうと、例えば子ども会とか一切お金のかからない。特に今、教育費に非常にお金がかか

ってますし、それから地域のスポーツとかいろいろあるんですけど、それに対しても、か
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なり親が負担をかけて、やっぱりその子どもに何かこうスポーツさせたりとか、塾へ行か

せたりとか、そういうのがあるわけなんですけど。そういったお金のかからないところで

あれば子ども会があるので。もう少し子ども会に子どもたちが行けるような役割、やはり

子ども会なんかですと、小学校の子どもさんを中学生が見る、中学生の子どもさんを高校

生が見ているような、そういうふうになってますので。町内会の衰退とか子ども会の衰退

とかかなり著しいんですけど、そういったその地域の繋がりのある子ども会、今児童館も

ありましたけど、そういったものに対して、もう少しこう目を向けていただけるような施

策が全く抜け落ちておるので、何かそういった観点からわかるような、急速に残していた

だければなと思っております。 

 

○新澤委員（北陸学院大学短期大学部教授） 

 この今回のこの提言の中にってことじゃないんですけれども、今回ヤングケアラーさん

の問題が出てきたし、貧困の問題もすごく出てるので、私自身の立場から言えば食の問題

が一番心配なんですね。でもそれは全体の中に、生活全体の中に関わることだと思うんで

すけども、将来的なこととして、最近ちょっと機能が少なくなったのは子ども食堂のこと

なんですけども、子ども食堂については、最近はその子どもだけが対象ではなくて、いろ

んな年齢層の交流の場だってことを言われてるんです。そうすると、そこに先ほど保育園

の問題もありましたけれども、施設に行かずに子育てをしてる人たちとか、いろんな方が

来ることによって、そういった子ども食堂っていう名前そのものが、ちょっと違和感が私

自身はやっぱりあるんですけども、そういうような部分を作っていくことが、いろんな形

での子どもの声を聞くこともできるし子どもの生活支援もできるのかなっていうふうに思

ってます。 

ちょっと細かいことなんですけど、私は栄養士なので、やっぱり貧困とかケアラーさん

にしても、やっぱり食生活、特になんて言いますか、休み期間中の食生活っていうのはい

つもやっぱり気になってるんですね。そういうところにこういう活動は、これは多分民間

の活動になると思うんですけれども。もっと活発になっていくための支援が必要かなとい

うことを思いました。 

それともう一つワークライフバランス、それから今の子育て企業の問題も含めて、今よ

うやく始まったばかりだと思うんですけれども、この子育て企業については。将来的には

やっぱり今健康経営企業っていうのは本当に一般的な言葉、社会的に認知される言葉にな

ったように、なんかそんなような言葉が、企業全体で子育てを応援してるっていうような

言葉が、社会一般に普遍化したらいいなっていうことも、今回のこの公聴会に参加させて

いただいて感じたということで、ちょっと言葉に盛り込むのはちょっと難しいと思うんで

すけれども、そういったところの何か政策をお願いできたらなというふうに思った次第で

す。以上です。 

 

○川口委員（石川県高等学校長協会委員） 

県の校長会の方の川口と申します。ヤングケアラーについては、今年度も高校 2 年生の

方で調査をということで、もう本当にそういうところに目を向けられてということで、校
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内では全学年の方で調査しましてという形で、本当にすべてのケースがそれぞれ違います

ので、個々の対応になりますと、各学校の方でっていう形になりますので。学校の方の人

員拡充という形でサポートしていただけると、本当にありがたいなと思っています。 

そういう生徒さんってことで、校長会の方で高校ということもありますので、最終的に

はそこはもう出口となって、社会に出ていくっていうことを考えますと、例えば奨学金で

すね、給付型の奨学金であれば非常にありがたい。貸与型は、結局は借金ということにな

りますので。給付型の奨学金の方をまた県として、ご尽力いただけると非常に助かる生徒

さん、ご家庭が多いのかなというふうに思っています。 

高校の方もやはり地域性であるとか、規模であるとか、その学校の県における果たすべ

き使命というようなものがそれぞれ違いますので、そういうサポートが必要な生徒保護者

がやっぱり分布している学校っていうのは、均等ではないっていうことを考えますと、そ

ういう実態に合わせたサポートを積極的にご尽力いただけると、学校現場としては、直接

その子に支援を向けられるということではありがたいなっていうふうに思いますので、も

し加筆していただけるようであれば、奨学金のような、本当にその子の社会自立に向けて、

即効的に役に立つような支援というのも一つ手かなと思いますので、またご検討いただけ

ると助かります。 

 

○辻口委員（石川県中学校長会副会長） 

1 人の子どもに関わる何かいろんなものってすごいたくさんあるんだなと思って、もう

書ききれないぐらいあるなと思ってきて、どこに焦点を当てて、どう進めていくのかって

のはとても難しいことなんですけども、今、こういうものを読ませていただいて、すごく

痛感したところです。 

先ほどから本校でもそのヤングケアラーの問題であるとか、いろんなこともあるんです

けれども、なかなか自分たちの学校は七尾市なので、市の子育て支援課とか、連携して進

めているんだけども、なかなかそれでもなかなか解決が難しいところを、こういう次この

施策のものを作ってどこにもう焦点当てていく、どっか焦点当てていかないと、なかなか

進まないものかなと思うので、あまりにも広げてもどうなのかなということを感じました。 

とっても足りないので、ポイントを絞らないとこれは一つも進まないんじゃないかって

いうのをすごく痛感したところで、もう意見にもちゃんとなってないかもしれませんが、

本当に感想だけすいません。申し訳ないですけど以上です。 

 

○野口委員（北國新聞社論説委員） 

 やはりヤングケアラーの問題が一番大きな焦点になってくるかなと思います。一番問題

はやっぱりヤングケアラーであるということを自覚していない子どもさんが、たくさんい

らっしゃるんじゃないかというような中で、自覚していないと、相談ができないというこ

となので、私たちのこれは使命かもしれませんが、やはり実態を知らせるという意味で、

私たちも努力していかなきゃいけないのかなと思います。 

そういうことでやはり、この 7 枚目の真ん中に書いてあります。ヤングケアラーが相談

できる環境の整備。どのようにヤングケアラーという自覚を促すか、自覚してもらうかと



8 

 

いうことが問題ではありますが、そういう啓発の場というものもですね、いろんなところ

で作っていただいたら、いいんじゃないかなというふうに思います。以上です。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

 保護司会の米澤でございます。実はですね県の方から保護司会の方では、再犯防止計画

というものをいただいたりしておるんですけれども。内容的にですね、今ここにあるよう

に、こういう雰囲気を醸成するとか、結構ぼんやりした希望的なものが多いんで、できれ

ば書く時に、県のどの部署が具体的にどこに向けてどういうことを進めるんだっていうよ

うなことが見えるような書き方をしていただくと、ああそうかこれひょっとしたら実現可

能かなって思えるんですが、期待するっていう感想を持ってる的な要素の方がちょっと多

くてですね。やっぱりそのまま流れていくのかなっていうちょっと雰囲気があるんで、で

きれば、どなたがどこにどんな対応していって、どの部署のどこであるということがちょ

っと見えるような形でやっていただけるとありがたいなと思います。すいません。難しい

こと言いました。 

 

○山口少子化対策監 

少子化対策監の山口と申します。よろしくお願いします。今ほどの米澤委員のご意見な

んですけども、どのような担当がどういう施策を受け持っているかっていう意見だと思う

んですけども、ただ今のこの意見書につきましては、審議会からの意見書ということにな

りますので、ちょっとそこには反映しにくいかなというふうに思いますので、またその辺

はご理解願いたいと思います。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

それはちゃんと理解していますが、誰がやるかっていうのを考えたようなことにしてい

ただけると、具体的に書かなくててもですね、そうすると、こんなふうにやるんだなって

いうのが見えるのかなと思いました。 

 

○田邊委員（金沢学院大学教授） 

皆さんのご意見聞きながら、もっともなことばかりで、どうやって取り入れるのか、ま

た工夫が必要なのかなと思います。 

そもそもこの子ども政策審議会は、子育てに関わる困り感。それを踏まえて、様々な施

策が必要だというふうな経緯があったと思うんですね。今日のお話聞いていると、子育て

もさることながら、子ども自身の困り感をどう受けとめて、どう対応を図っていくのかと

いうふうに、課題がかなりこう広がってきているのかなと思いました。それがゆえに、ど

この視点から記述していくのかなっていうのが、広がったっていう読み方に様々な指摘が、

その辺りを是正する必要があるのかなっていうことでご意見があったのかなと思うので。

子育てに関わる困り感も踏まえつつ、さらに子ども自身の困り感をどう、対応していくの

か対処していくのか、そういうふうに視点を少し確認しながら、中身を生成していく必要

があるのかなっていうのを聞きながら思いました。 
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となると、今後、冒頭にありますようにこども基本法では重要な契機だと思うんですね。

子ども自身に焦点を当てて、そこにどう対応していくのかっていうふうに、国の施策その

ものも、視点が、こういう点での視点が定められたということもありますので、これから

さらにヤングケアラーの問題一つとっても、子ども自身が困り感を持って現実にいる。そ

こにどうスポットを当てて、その困り感を作り上げていくような道筋だとか対応策だとか、

或いは担当、人員配置だとか、経費だとか、もろもろのことをまた、再配置していくって

いう、重要な契機になってるのかなというふうに思いますので、課題がさらに広がったと

いうのか、もうちょっとスポットを争点化する必要があると言ったらいいのか、その辺り

をまた検討しながら定めていく必要があるのかなっていうのを、今日のお話聞きながら思

いますので、これまでは集中してきがちなそういう当事者に集中しがちなことをどう緩和

していくのかということで、様々な施策一つとってもいろんな配慮、企業を含めて対応っ

ていうことで、広げてきた経緯があると思うんですけれども。そういう中で、それを踏襲

する必要があるのか、もっと生成する必要があるのか、その辺りもまた定めながら、今後

の対応を検討していくのが、今の立ち位置かなというふうに議論聞きながら、思いました。

はい。感想ですけど以上になります。 

 

○金川会長 

 ありがとうございました。ただいま、いただいたご意見を踏まえた、文案の具体の修正

については、私に一任いただくということでよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 

＜「いしかわ子ども総合条例」の改正について（資料４）＞ 

〇大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

子ども総合条例の全体の把握していないので申し訳ないんですが、ヤングケアラーそれ

ぞれの子どもをこういうふうにカテゴライズして、総合条例に入れ込んで支援策を打つっ

ていうことと、先ほどもありました子ども自身の困り感っていうのは、多分その貧困であ

るがゆえに、例えばお母さんがずっと外に働きに出ていて、下の子たちの面倒見ないとい

けなくてヤングケアラーになっているみたいなお子さんが出てきたときに、どうするんだ

みたいな。何て言うか、その課題と、子どもに今見えている顕在化している課題ごとにこ

う、何とか支援策を打つっていうことはもう一見わかりやすいんですけれども、そうなる

とまたそこだけの対策にならないかっていうことがなんかちょっと気になるので。 

何ていうか、子どもの、ちょっとうまく言えない包括的に子どもを支援していけるよう

な、何かそういうふうな施策、そういうふうな取り組みを入れる方がベターなんじゃない

かと思うんでそれはやっぱり効率的に悪いものなのか、すいません。 

ちょっと何かこう、1 番と 2 番を書き分けている意味をちょっとよく私自身は理解でき

ないという、もう少し、両方多分持っているお子さんが来たときに、両方やりますって話

なのか、それを統括する受け皿規定みたいにすいません私、何度も言いますが、子ども総

合条例の全体像も把握できていないんですが、包括できる受け皿規定みたいなのがあるん

であればそれはそれで構わないんですけど。すいませんちょっとご意見を伺えればと思っ



10 

 

ております。 

 

○山口少子化対策監 

 今のご意見、確かにごもっともな部分もありまして、子どもの貧困があるから、その中

でヤングケアラーが生まれてくるんじゃないかというご指摘かなと思います。ただ、ヤン

グケアラーの方に聞きますと、今調査の結果なんかで申し上げますと、例えば貧困だから、

大変だっていうだけでもなくて、小さなお子さんがいる、例えば兄弟の方がいらっしゃっ

て、その世話をするのに、毎日その子どもたちの世話に時間をかけてやっていると。そん

な中で、自分の時間例えば勉強時間が取れないとかですね。そういったことも一つ悩みど

ころとして出てくるものですから、貧困とヤングケアラーっていうのは結構結びつくのか

なと思うんですけども。それだけじゃなくて、先ほどちょっと公聴会の意見なんかにも出

ましたけど、自分の置かれている現状を他の人にも聞いてもらいたいとかですね、そうい

った対応っていうのも一つ大切になってきますんで、貧困できるのか、或いはヤングケア

ラーという特徴に沿って対策打つのがいいのか、なかなか議論はしにくいところではある

んですけども。とりあえず今の調査結果なんかに基づいてですね、必要な対策を早急に打

つために、こういったような章立てにしたいなということで考えております。 

 

○新澤委員（北陸学院大学短期大学部教授） 

 私も先日の資料いただいたとき、そもそも子ども総合条例にどういうふうに盛り込むか

なと思ったんですけども、例えば第何条のどこに入るとか、そういうのはこれからの作業

なんですよね。もう大体できているんですかね。それを見ると、この辺りの関係が増える

のかなと思うので。それはどこで、どの時点で決まって、どういうふうにして次の段階行

くのかわかりませんけど、またそういうのが見えると、この改善の意味っていうのがわか

ってくるのかなと思って、私も実はこれ見たときに、その条例のどこに入ってくるのかな

ってことをちょっと疑問に思った次第ですので、その辺りを教えてください。どうぞ。 

 

○山口少子化対策監 

 すいません。今、条例の規定については、詳細を詰めておるところでございまして、対

外的にすぐ出せるというものでもないんですけども、議案とかができ上がったらですね、

その時点で議会の方に提出することに、このまま順調にいけばですけども。ということに

もなりますので、そういった場面になるかなというふうに思っております。 

 

○谷野子ども政策課長 

すいません、大貝委員の質問で少し補足です。お手元にちょっと今日条例本文がなくて

申し訳ございません。プランの 23ページに、少子化対策の施策体系を載せております。こ

れは条例とそのままぴったりキーワードが合ってるわけじゃないんですけども、こういう

それぞれのテーマで条例もかなり網羅的にされておりまして、そこに今回少し、今まで規

定がなかったものを追加するような形になっておりまして、そういう意味ではかなり網羅

的なものにはなっている条例が今現状はあるということで、少し補足させていただきます。 
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○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

1、2を入れていただくのは構わないんですけど、それでは、ここにカテゴライズされな

いけど困っているなっていうお子さんを受けて、その支援を打てるような、はい、わかり

ました結構です。 

 

○前田委員（石川県社会福祉協議会保育部会部会長） 

前提としてお話しします。すいません総合条例に詳しくないんですが、一応子どもの児

童の権利擁護に関する条約に関する、基本的な中身っていうのは反映されているんですよ

ね。つまり今要は、子どもの意見を反映するとか、聞いてもらおうと決めていくとか、あ

あいう子どもに関すること聞くんだっていうことがまず前提であって、そこら辺で実はこ

ういうことで決まってるんだっていう話は多分、出てくると思うんですけども、ほとんど

そういうところっていうの、書き込まれてました。 

 

○谷野子ども政策課長 

 はい、第一条の目的欄に権利条約をまずもって書いてありまして、あと公聴会でもそう

いった子どもの意見を聞くっていうことは、条文に少し散りばめられてますが、含まれて

いる状況です。子ども基本法の趣旨については。 

 

○山口少子化対策監 

 こども家庭庁の方が、今年の 4 月から正式に発足いたします。今後ですね、こども家庭

庁の方で、いわゆる大綱といいますか、子ども施策に関する大綱みたいなものをですね、

来年度検討されるというふうにも聞いております。そういったものについてもまた必要が

あればですね、今の条例の方にも盛り込みたいと思っているんですけども、いかんせんま

だ詳細見えてない部分が多々ありまして。今、とりあえず喫緊で課題かなということで、

ヤングケアラーなり、貧困対策、或いは未就園児といったことについてですね、とりあえ

ず手当をさしていただいたというのが現状でございます。 

 

○高木委員（子ども夢フォーラム代表） 

高木です。私も事前にいただいた資料を読ませてもらって感じたことですけども、ヤン

グケアラーと貧困を切り分けることの不自由さをすごく感じました。ヤングケアラーを解

決していくにも、貧困を解決していくにも、同じことが重なっています。さっきも言いま

したけど、何だろう。教育だとか、生活において、それから働くことにつなげること。そ

ういったことも、どっちも繋がっているんですよね。これを切り分けるっていうことは、

ヤングケアラーって言葉が出てきたから、ある意味子どもの結果、一部の子どもが見えて

くる結果を私たちが感じて、そこにどう手当していくかっていうことに過ぎないじゃない

ですか。 

もうちょっとこう、包括的に根本的なところで、私たちが、子どもが子どもとして生き

ていけるっていうことを作っていくってことを、立ち直さなきゃいけないと思ってるんで

すね。で、その子どもたちが、ヤングケアラーだって自覚させるのか。子どもにさせるの
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かっていう問題じゃなくって、そのことを自分の役割としてちゃんと引き受けている子ど

もだっているわけですよ。いろんなことを変えていけるところはそれで補い合っていける

し、何かね、お手伝いの領域と介護の領域とか、ちょっとぼやけてる部分があるので。も

う須らく介護しているから大変だ、何かしてあげなきゃみたいな。それ上から目線ですよ

ね。 

なので私は、子どもたちがどういうニーズを抱えてるのか、子どもたちじゃなくて、子

ども一人一人がその同じような、私たちから見たら同じような環境かもしれないけど、ニ

ーズは別々です。それにどうこたえていってあげられるのかって、それも千差万別じゃな

いですか。そのためには何をして欲しいのが、何が足りないのか、そこを手当していこう

という柔軟な姿勢にならなかったら、私は何の解決にもならないし言葉遊びだと思ってい

ます。 

それと国を待ってっておっしゃるけど、現場を知らない国の人たちが、国の政策はやっ

てる感じがして、地域に近い県がこのことを、やっぱし先駆けて感じたことを気づいたこ

とをどんどん先んじて動きにしていかないといけないと私は思っています。 

 

○山口少子化対策監 

 今の高木議員のご意見はもっともかなとは思います。ただ、ヤングケアラーも、それか

ら子どもの貧困、どちらが例えばヤングケアラーのネックが子どもの貧困に仮にあったと

してですね、今の子どもさんたちにとってですね、まずその対策というのが、先ほど他の

委員さんからもご意見ございましたけども、まず自分のことをあまりヤングケアラーだと

思っていない方が多いという調査結果もございます。 

で、ヤングケアラーだということで自覚させるのは上から目線じゃないかというお話も

ちょっとございましたけども、まずは、どういう状況にあるのかということを、ご自分に

或いはご家族の方、そういったところで、しっかりですね、把握してもらうということも

大切な観点かと思います。 

そういった意味では、子どもの貧困の中に、ヤングケアラーがあるのか、ヤングケアラ

ーの特色にちゃんと対応するためにちょっと独立させて、章を設けるのか、そこら辺は議

論はあるかと思いますけども。他の県で言いますと、ヤングケアラーについてですね、先

行して、本当に数ヶ所しかないんですけども、ヤングケアラーの独自の条例というものを

作ってやってる県もございます。そういった中で、うちの県のやり方としてですね、貧困

対策とヤングケアラーと根っこは確かに共通する部分もあるのかもしれませんけども、そ

れぞれ対応を考えていく中で、別々の記述というふうにさせていただいたところでござい

ます。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

 一つ確認をさせていただくんですが、ヤングケアラーを支援する課と、子どもの貧困対

策を支援する課とは、何か別々のものがあるわけですか。それとも、要するに子どものニ

ーズを把握した上で、子どもの困っていることなりを、結局どこか支援課が、支援してい

くこと、計画を策定して支援していくことになると思うんですけれども。そこは別々なん
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ですか。それともそこは一緒なんですか。子どもの貧困とヤングケアラーを支援する課は

別を想定されていますか。 

 

○山口少子化対策監 

 石川県で言いますと、貧困対策もそれからヤングケアラーについても、同じ子育て支援

課の方が担当することになります。 

 

○谷野子ども政策課長 

少し補足させていただきますとまたプランの 60ページなんですけども、例えば子どもの

貧困という切り口で施策を取り上げた場合に、このエンゼルプランの中でもいろいろ書い

てありますけども、そういうこと聞いて集約するとこういった施策が行われてますという

ことで、非常に教育委員会とか、窓口としては、今対策監が申し上げた通り、うちの課は

総括的な窓口ということでやっておりますが、県としてはいろんな部局に跨る話になって

います。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

それはでもヤングケアラーも一緒なんですよね。ヤングケアラーを切り分けることでヤ

ングケアラーに特化した施策がさらにこれに加わるっていう利点はもちろんあることは理

解していますが、していますが、何ていうか、それはそれで当然すべきことであって、ヤ

ングケアラーだからやるわけではなくっていうわけではないのです。ちょっとうまく伝わ

らないんですけれども。ヤングケアラーに対して特別な支援も、これからやっていくぞと

いうことなんですか。それとも今までやってきた。子どものニーズに対する支援をやる中

でヤングケアラーという名前を付すようなイメージなんでしょうか、どうでしょう。 

 

○山口少子化対策監 

ヤングケアラーについて新たな取り組みをしていくのかどうかというご質問だと思いま

す。何らかの形で、新たな取り組みができたら嬉しいなと、今そういうふうに思っていま

す。ただ、どういった中身か或いはタイミングについては、ちょっと議会等ございますの

で、今この場でどういったものになるんだということは言えないんですけども、何らかの

形で新たな取り組みというものをしていけたらなというふうに考えています。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

なんか、私の多分、疑問に思ってることは、多分伝わってはいらっしゃるんでしょうか。

例えば自分は確かに客観的にヤングケアラーだけど、でもヤングケアラーとしては困って

ないけども、でもちょっと助けて欲しいっていうのはどこに訴えるんですか。訴えてると

こあるんですがどこに訴えられる。 

 

○田村子育て支援課長 

ヤングケアラーの方々っていうのは、いろいろなところでですね、関わってくると思い
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ますけれども、基本的には今我々が想定してるという所だと、大多数の方々が学校、いわ

ゆる小中高で今、勉強されてる方がほとんどではないかというふうに思っております。基

本的にそういう前提に立った時にはですね、まずは学校のスクールカウンセラーですとか、

或いはですねスクールソーシャルワーカーの方につないでいただいてですね、そういった

方にまず対応していただく形になるかなと思います。あとそれ以外にですね、地域にも民

生委員の方々とかもいらっしゃいますので、まずはそういった方々がですね、ヤングケア

ラーの方の相談なり何なりを聞いていただいて、それをですね、何か公的な支援につなげ

ていく形になるのではないかなということを想定しております。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

いやそうだと思うんですけど、本人はヤングケアラーとしてはつなげたくつないで欲し

くないって思ってる。思ってると思うんですけど、そこを、でも支援は欲しいみたいな。 

 

○田村子育て支援課長 

すいません途中から割り込んで申し訳ありません。ヤングケアラーちょっと私も言葉が

足りなかったと思うんですけれども、一律にですね、例えば親御さんの介護しているから

というふうな単純な条件でですね、一応レッテルというかですね、そういった線引きをし

て、はいあなたはヤングケアラーの部で皆さん支援しますよってそういったことをするつ

もりは毛頭ございません。 

まずはですね、一口にヤングケアラーといってもですね、我々も議会等の答弁でも対答

えてるけれども、その境遇といいますかですね、内容というのはいろいろ様々でございま

す。或いは、本人さんのですね、気持ちの問題というのも非常に強いというふうに思って

おります。 

ですので一律十把一絡げのですね、支援を行うといったものではございません。まずは

ですね、本人さんの事情なりなんなりをお伺いした上で、それでも何か支援何なりが必要

であればということがまず大きな前提であるというふうに思っております。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

いやそれならば、これからはヤングケアラーというカテゴリーをする必要性があるのか

って最初の疑問に立ち戻るんですが。それは今十把一絡げじゃなく、いろんなニーズがあ

って、それヤングケアラーとしてのニーズじゃないかもしれないわけですよね。だからそ

ういう意味で子どもを持っているニーズにこたえますっていう条例じゃ駄目なんですかっ

てことなんですよ。課題ごとにこういうふうに切り分けてしまうことによる弊害っていう

のが、やっぱりありますという高木委員からのご発言もちろんそうで私はそれにすごく賛

同してるんですけど、なぜ一つ一つの子どものニーズに対応しますっていう条例じゃなく

て、こういうふうになんか大人目線で課題、課題ごとに切り分けちゃってじゃ、両方僕、

私は両方に入らないけど、もう何とかして欲しいんですみたいな。子どもたちに答えられ

るんですかっていう。それなら、切り分けずに、子どもを支援しますっていう、そういう

別に何か丸っとした条例じゃ駄目なんですか。やっぱり予算をつけるためには名前がいる
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んですかっていう、そういうことも含めてですけど。それならば致し方ない、つけましょ

うということには、背に腹は変えられませんので、お金欲しいのでじゃつけましょうって

ことになるかもしれませんけど。やっぱりレッテル張るとか名前をつけるっていうことは

そこから漏れてしまう子が必ず出ます。その子たちに支援が届かないってことは必ず出ま

すんで、それがそれでいいのかという問題がちょっと大きくなりますが、そのことも踏ま

えてちょっともう一度もう一度なんていうかまずは検討していただければなと思っていま

す。以上で終わります。 

 

○新澤委員（北陸学院大学短期大学部教授） 

子ども総合条例にどういう項目あったかなと思っていろいろ考えてるんですけど、例え

ばケアラーさんで貧困じゃない人もいるかもしれないし、逆に貧困だけのケアラーさんと

関係ない人に、それぞれの項目があると思うんです。例えば学習上の問題とか子どもの問

題って、自分自身の問題もあるんで、だから 1 人の子どもは、分別されるのではなくて、

いろんなものをちょっと何て言うか、いろんなところに多分関わっていくってことになる

と思うんですけど、だからでもこの今回ケアラーさんっていう言葉が出てくるのは、多分、

これまでは、昔はあんまり言われてなかったんで、次からっていう視点から少し子どもの

支援をしましょうと、言い方がちょっと悪いですね、子どもさんの課題を見つけて、困っ

てる人を助けましょうってことで、これまでは貧困だけしかなかったとして貧困とか考え

たと思うんです。 

例えば私たちの立場から言うと食の問題もいろいろあるんですよね。そういったものに

対してたのは、そこにケアラーさんっていう問題が加わるっていうことになるのかなって

私は単純に考えてたんです。それでこの総合条例ではどういうふうに、入れてもらえるの

かってことも気になったので、この貧困の問題も、これまで総合条例でなかったんですが、

ちょっと私もあんまり記憶がないんですけども、そういうことも貧困ってことは貧困って

言葉は、ネガティブにとらえるところもあるんですけども、やっぱ経済的な支援を必要と

している子どもさんを、ケアラーさんじゃないけど支援を必要としてる方もきっといると

思うんです。私立場で言うと、食事がちゃんととれてない子どもとかそういう子どもたち

のことがとても心配になるので、そうすっとその視点からも支援ができるっていうことに

なり、支援をしてあげるってこれは総合条例ですから、何々しなければならないってこと

ではなくて県としてこういう方針でいきましょうってことですよね。それを政策に反映さ

れるってことであれば、そういうふうな視点も出てきていいのかなというふうに思うんで

すよ。 

だから、例えば食の立場で言うと、その人自身の意識の問題でＮＧの問題と、家庭の、

例えば貧困とかの問題で困ってる問題とかもあるとすると、貧困の問題からも取り組める

ってことなのかなっていうふうに私は考えてたんです。ですから、どういうふうに入れる

ってことで入れ方によってきっとその効果っていうのが出てくる政策のとり方が違ってく

るのかなっていうふうに思うので、これはこれから私を期待したいと思ってます。 
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○高木委員（子ども夢フォーラム代表） 

私は大貝委員の意見、何回かおっしゃる中で、ようやくゴールになった。おっしゃる通

り私も、もうちょっと包括的に、細切れでやってくんじゃなくって、見えてきたものに対

して、対症療法ですよね今ね。ヤングケアラーという、細かな視点が見えてきたからそこ

に、国がこういう方向性を持ったから県もしましょうみたいな、そういう流れがどうして

もぬぐえない。 

そうじゃなくって、いや、国はそうやってきてるけども、県としてはもっと包括的に子

どもたちすべてが幸せに暮らしていけることを目指して、例えば、今問題化されてるヤン

グケアラーにしかり、それから貧困の問題もしかり、貧困だって、世界の貧困と違います

よ。日本の貧困は相対的貧困なので、そこを直していくときは本当に根源的に、大人たち

が生きやすい社会を作るってことにつなげないと子どもの貧困治らないんですよ。そうい

うとこにも視点を当てていくのかどうかということ。 

だから本当にこの二つに、どうしても、もうこんなふうにさせてくださいって言われて

も、変えられないの？って決まりなのかって思ってしまっています。お聞きしてしまった

んですけど、もう少しこう、何だろう、ここに提案、私は一つの提案だと思ってるので、

その提案についていろんな意見があることを加味して、皆さんの決定に向けていきたい、

行っていただきたいと思ってるし、本当に子どもまるごと、子どものニーズにこたえます

ってこと、大上段に抱えて、その中で今問題化されてるヤングケアラーや貧困、確かにそ

こに丁寧に手当をしていきますみたいな、その方が私は理解を得られやすいんじゃないか

なと思います。 

県が何に子ども総合政策を立ち上げようとしてるのかっていうところが揺らいでしまう、

いつも新しい問題が出てくると。だからもうちょっと基本的なところをしっかり土台をき

ちんと立てて、予想つきますよね、さっき野口委員からおっしゃったように、相談できる

場所をちゃんと作りましょうよとおっしゃったように、こういうことを調査していくと相

談する場所が必要になってくるよねって見えた後から後から作るんですよね。じゃ、こう

いう準備ができてるから相談してきてとかね、例えばですよ。こういう措置があるから、

経済的にはこういう援助ができて、そこもちゃんと示し切れるようなところがニーズにこ

たえるっていうことなんだろうなと私は思っています。ちょっと私も、もうちょっとこう、

細切れにするんじゃなくて、大きなテーマをちょっとどん掲げて、なかなかまだ一つやっ

ていきましょうという、そういう提案だったら私はいいかなと思っています。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

今のヤングケアラーの、前回の公聴会聞かしていただいた中では、単なる人的支援だけ

でなくてですね。ストレスとかですね。そしてケアラー自身の独特も深掘りした、検討す

るっていうのが今必要だから、あえてヤングケアラーっていう名前で、特出ししたんだと

思うんですよ。ただ全部まとめたら、ヤングケアラー問題が、周知できなくなるもんだか

ら、だからヤングケアラーだという人の、ストレス対策とか、人的支援とかですね、そん

なものを深くやっていくために、あえて名前を出しておく必要があるんじゃないかなとい

う気がします。 
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○山口少子化対策監 

いろんな意見いただきましたどうもありがとうございます。皆さんおっしゃることも一

時うなずけることばかりなので大変ありがたく思っておるんですけども、今、米澤委員さ

んの方からもお話ありました、ヤングケアラーにつきましては、県といいますか、国の方

はですね、今のところ法整備がなされていない状況になっておりまして、そこに先駆けて、

県の方で独自に条例化しようということで今回盛り込まさせていただきました。 

米澤委員おっしゃるようにですね、今ここ最近ですねヤングケアラーということが注目

されて、県としては今年度調査を行いまして、一定程度、実情というのもわかってきまし

た。クラスに 1 人や 2 人はヤングケアラーの方がいらっしゃるんだろうといったような調

査結果になりました。で、このまま放っておくわけには当然いきませんので、今先ほどち

ょっと言いましたけども、緊急にですね手当したいという思いもございまして、こういっ

た形で今回盛り込まさせていただいているところでございます。 

先ほどちょっと言いましたけども、国の方で 4月からこども家庭庁が発足いたしまして、

その中でですね、こども大綱なりといったようなものが、順次検討され、多分来年度中に

はそういったものが出てくるのではないかと思っております。それを受けましてですね、

先ほど大貝委員からもございましたけども総合的なそういった手当というものは、やっぱ

りちょっと国の方針も見ながらですね。一遍考えてみたいなと。ただ、放っておくわけに

はいかない、緊急にやらなきゃいけない、子どもの権利を守らなきゃいけないといったこ

とについてですね、今回手当させていただいたという趣旨でございます。以上です。 

 

○金川会長 

それじゃ、県の方で条例改正作業を進めていくっていうことでよろしいですかね。 

 

○子ども政策審議会委員 

異議なし 

 

＜子ども政策審議会運営要綱の一部改正について（資料５）＞ 

○前田委員（石川県社会福祉協議会保育部会部会長） 

 かなり重い話なんですね、これ正直言って。やっぱり当事者はやっぱりこれ人権に関わ

る問題ですから、この行為自体はもちろんね、当然厳しく、あってはいけないことですか

ら、それは罰も受けるんだと思うんですけども。果たして、あの幼児教育・保育部会の場

でもって、「こういうことだからじゃあ。この人は現場に戻そう。」って話ができるかどう

か。私はとても難しいですね今の状況では。おそらくそれはもう世の中認めないと思うん

ですよ。そういう流れの中で、こちらに託されるってこと自体、私はいろんな意味でやっ

ぱり問題あるかなというふうに思います。意見として言わせていただきます。 

 

○山口少子化対策監 

 確かに前田委員おっしゃる通りですねこれまでやったこともない事務でございますし、

経験のないことを、県もそうですし、委員の方々にもお願いするのかなというふうに考え



18 

 

ております。できるだけですね、例えば国の情報なりですね或いは他の県の状況なんかも

調査さしていただいてですね、判断しやすいような、そういう委員会運営になるように努

力して参りたいと思っております。以上です。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

私も保護司の方で、性犯罪っていうのは結構慢性化するんですよね。実際には、保護観

察の中でもですね、麻薬なんかと同じように、常習的になるっていう性格のものでありま

すので、そういう改善プログラムをやってですね、対応いたします。ただ、慢性化するっ

ていう要素と、その社会復帰の養成っていうのは、非常に難しいとこなんで、やっぱりこ

れは個々にあたっていただく以外にはわかりません。ですからやっぱりもう、あんたは駄

目だってバッテンつけるのも困るし、そうかといって、どっちかっていうとまた元に戻り

そうな性格の犯罪でもあるってことも、人ですので、やっぱり本人を見極めていただく、

人間としてはしてはですね、神様じゃない限り対応できないんじゃないかと思いますので、

今のようなルールにしかならないんじゃないかと思います。 

 

○高木委員（子ども夢フォーラム代表） 

私もこれ怖いことだなと思って読みました。児童生徒性暴力等を行ったことによって保

育所の登録等取り消された人を、何年か経過した後だったら再登録してもいいんじゃない

っていうのはどこから出てきたんでしょうか。それを聞きたいんですけど。 

 

○田村子育て支援課長 

 どっか出てきたかっていうようなことは、ちょっと私も正確にはちょっと今のところ、

記憶にないんですけれども、国の方からですね、そういった方針が示されておりまして、

それに基づくものだったと思います。 

 

○谷野子ども政策課長 

少し補足させていただきます。児童福祉法の改正は、先に教職員の性暴力行った人の法

改正がなされまして、やはり教職員の免許を再度もらえるためには、という、それに合わ

せて制度、保育士も、というふうになっております。そのあと、子どもに関わるものそう

いったものすべてをやらないといけないだろうという議論は国の方でもなされているとこ

ろですけども、まずは教職員等、保育士が先行して法律改正がなされた状況でございます。 

 

○高木委員（子ども夢フォーラム代表） 

今の話聞いたらますます怖くて。教職員もそうですけど、保育園幼稚園もそうですけど、

子どもたちと一番長い時間関わっている人達のこういった行為に対して、私はこれ何年経

ったらＯＫだよっていえるものではないと思うんです。それは一人一人の性格・資質、ず

っとそうじゃない、もう反省しましたって言われたところで、被害を受けた子どもの心の

傷は一生なんですよ。そのことで、再任用して済ませる問題かと思いますよ。そこをもち

ょっと、国がこういうふうになってきたから、県の部会で受け入れましょうという、そん
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な軽い話じゃないんじゃないでしょうかね。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

私どもの仕事は、罪を犯した人を社会復帰させるために更生・改善するという仕事であ

りますので、全部怖いって言ったら、みんな成り立たないわけなんで、それが日本のルー

ルになっとるわけでありますから、怖いのはわかります。だけど、そういうルールになっ

ておるわけですから、怖いは怖いと思います。だけど、やっぱりそれを怖くないように、

更生・改善するように、保護司等々しっかり頑張ってですね、再犯を起こさないようにと

いう対応をしておりますので。みんな怖いと言っていたらこういうルールは一切ありませ

ん。 

 

○高木委員（子ども夢フォーラム代表） 

おっしゃる通りだと思いますよ。私が言いたいのは、だからと言って、同じ職種に就か

せるかって話です。やっぱし、もうちょっと適任のところが、場所を変えればちゃんと適

したことが、やっていけるっていう人はいたくさんいると思うんですね。以前こういうこ

とを犯した人であれ、場所を変えて、職種を変えてって、そういう見極めも必要なんじゃ

ないでしょうかと思います。 

 

○田村子育て支援課長 

ちょっと私の説明が言葉足らずで、最初の説明の中で、ちょっと私申し上げたつもりだ

ったんですけれども、決してですね、今、法律の改正で、今までの運用よりもですね、緩

くなるというかですね、そういった改正ではございません。逆に厳しくしようというのが、

今回の改正の趣旨でございます。 

なんでちょっと私申し上げたんですけど、改正児童福祉法では、都道府県の児童福祉審

議会の意見を聴取し、その後の事情により再登録が適当と認められた場合のみ、今までは

ですね、欠格期間をすぎると、再登録を拒むことができなかったんですが、再登録が適当

と認められた場合にのみ、再登録を認められるということになった次第でございます。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

なので、おそらく今、高木委員と米澤委員の話し合いのように、そういったいろんな考

えの人がいる中で、この部会で、その人に対する再登録をするかどうかっていう決めるこ

との重さが、大変なんじゃないかという前田委員のご指摘だったと思うので、その点につ

いて、もうちょっと前田委員にお譲りしたほうがいいと思いますので、譲ります。 

 

○前田委員（石川県社会福祉協議会保育部会部会長） 

今まったく事例は違うんですけれども、例えばその部会で、一応意見なんですよね、あ

くまでも。ただ一応そこで、反対意見があれば当然それに関して議論しなきゃいけないし、

最終的に会一致で物事を決めてるわけですよ、実態としては。そこでイエスであれノーで

あれ話が挙がったときに、認める主体は誰ですか。これ手続き論の話ですけども、一応我々
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の意見は形式的に県が認めるっていうこととして、仮にですよ。そうなんだろうと思うん

ですが、それは知事なのかもしれませんけど。ただその審議会で出た意見を覆すことは、

絶対ないでしょう、実際は。結果的には、全部が我々任せという実態になるのではないで

すか。そこも含めてですね。ちょっと検討して欲しいなと思います。 

つまり例えば仮にこの米澤さんがいらっしゃるけど、まずは専門家が加わって議論する

ならいいですよ。我々はそういうものを一応ある程度その知識を与えられて、背景を与え

られて、県から資料示されると思いますけども。それ以上に、こういうの決断をするため

のね、やっぱりそれでも例えば当事者としてふさわしいのかどうなのかっていうことも、

一つは問題なっていると思います。 

 

○山口少子化対策監 

 今ほどの前田委員のご意見もそうですし、大貝委員のご意見もそうなのかなと思います。

なるべくですね、専門家の方にですね、委員会の運営にあたってはですね、専門的な知見

を持つ方なりにですね、参画をいただきながらですね、理解していただきながら、事務が

進められるように、努力して参りたいと思います。 

 

○新澤委員（北陸学院大学短期大学部教授） 

ちょっとわからないんですけども、ここで話し合うわけではないんですよね。私その部

会の構成員が分からないんですけど、今でた意見って言うのは、そういうことに関わる専

門の方を入れて欲しいってことでいいわけですよね。この問題に関してはすごく難しいし、

もちろんこんなの簡単に決められないと思うんですけども、そういうこと判定される専門

の方を、専門性のある方を入れるってことで、お願いできればですね。この審議会ではな

くて、このメンバーではなくて、別の部会でやっているということですよね。 

 

○山口少子化対策監 

今いろんなご意見いただきましたけども。この資料について、これ以上何かご意見等ご

ざいますか。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

ここで決定すると、もう要綱に入ってしまって、令和 8 年からもう実質的に動き出すっ

て言うことになるんですかね。今日絶対決めないといけないんですかね。 

突如出てきて、かなり重たいケースですので、仮にですよ、再犯があった場合、誰責任

取るんだみたいなことまで多分皆さん想像されている中で、入りました。もし再犯があっ

た時には決定したのは、この部会の委員の方、しかもここで決定した。私も刑事政策を専

門にしてますので、ちょっとそうなると思う。もうちょっと議論できないものなんですか

ね、これを入れるっていうことに関して。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

今、そういう議論を今してるんじゃなくて、今まで自動的やっていたのを審議するのに
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変わりました。了解ですかっていう会なんですよ今。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

違うんじゃないですか。審議する時に、審議メンバーが部会の方になるので。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

ということは言っておられますか。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

そういう条文の立て付けじゃないんですか。部会で決定してくださいってことじゃない

んですか。そうじゃないんじゃ、審議しますっていうことだけですか。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

だから、今までは自動的だったのを、審議するように変わりましたっていう報告上がっ

ていますっていうことだけなんですよ、今聞いてるのは。 

 

○田村子育て支援課長 

そういうことです。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

そうなんですか。わかりました。 

 

○田村子育て支援課長 

 ちょっと一応念のため申し上げますと、この審議会でですね、意見を聴取しというふう

にですね、児童福祉法になってるんですけれども。石川県の方ではですね、保育部会とい

う部会がございますので、改めてそちらの部会の方で審議するというふうな形にしたいと

いうふうに思っております。 

国のやり方としましてはですね、有識者の審査会の意見を聞くという、その審議の場で

意見を聞くという、そこまでです。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

 意見を聞いて、決定は県に任せられるという話ですかね。 

 

○田村子育て支援課長 

そういうことです。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

それはそれで、そこが重要だと思いますが、審議だけさせられるわけですよね。 
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○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

だからこの会じゃないって言ってるでしょ。 

 

○大貝委員（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

いや、それはわかってますよ。わかります。 

 

○前田委員（石川県社会福祉協議会保育部会部会長） 

いや、ただその審議部会にゆだねたときに、その構成員が誰だっていうことですよね。 

 

○米澤委員（石川県保護司会連合会会長） 

例えばここで、審議する話じゃないんですよ。誰がどうのって話は、選んで、もし選ん

だ人が悪ければ、県が叩かれるだけの話なんで、選ぶのは県なんですよ。 

 

○前田委員（石川県社会福祉協議会保育部会部会長） 

今はね意見を申し上げてるので、先ほど米澤委員おっしゃったね、私も基本的にお前立

場だと思ってますから。その時に今日はご欠席ですけど、例えば幼稚園の代表の方だった

り、僕のような保育の代表の方が出てねやるんだってなったときに、いろんなことを考え

ればね、我々がそれに対してＯＫですということは基本ないんですよ。無理ですよ。そう

いう判断をしろってことを自体が。ただ、いろんな意味で、先ほど更生の話もあったけど、

いや、本来的にはこの人は大丈夫なんだろうって思ったとしても、そのことまず言えない

し、やっぱり結果的にね、そういうものに参画して、そこで一つのやっぱり意見とはいえ、

決定したんだっていうところがね。少なくとも、なかなか公にできない。でも公になりま

すよね。当然そうなれば、そういうことだと考える。 

だからそれはある意味、その当事者としてのその方の一生にも関わる問題だし、でも我々

言ってみれば、現場を預かる者としてそこに参画しようって言われたら、それなかなか難

しいですよ、現実そこに。正当な判断をするってことは、その辺のことをきちんと勘案し

て、やっていただきたいと思いますね。 

 

○山口少子化対策監 

意見ありがとうございます。いわゆる他の県のですね、自治体、県の方もですね、同じ

ような悩みを考えて抱えているというふうに思います。先ほどもちょっと言いましたけど

も、他の県なり或いは国の方の意見も聞きながら、或いは方針も聞きながらですね、どう

いった形で、この審議事項ですね、うまく審議していけるのか、そういったことについて

はですね少し勉強さしていただきたいと思います。 

ただ、いずれにしてもですねこういったことについて、児童福祉法なんかでも定められ

ているところでございますので、なるべく円滑にですね、行くように、工夫させていただ

きたいと思います。以上です。 
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○野口委員（北國新聞社論説委員） 

つけ足しになりますけども。いかに報告事項であっても、このような形でいろんなご意

見が出たということを、しっかり踏まえて、次の段階に進めていただきたいと思います。 

 

○山口少子化対策監 

すいませんたびたび。今の登録を取り消された保育士の方のですね、登録に関する事案

が出てくるのは、実際これが令和 5年 4月からでして、3年後、出てくるとすればですね、

その 3年後にその事案が出て参ります。 

その間ですね、またこの審議会もございますので、先ほど言いましたように、国の方か

ら詳細な情報でありますとか、或いは他県でどんな方向を向いているのかとかですね、そ

んなことを逐次報告させていただきながら、皆さんになるべく負担かからないような形で

ですね、させていただければなというふうに考えております。 

 

＜部会の決議事項について（資料６）＞ 

 異議なし 


