この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
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後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○髙鳥委員長 次に、尾 かな子君。
○尾 委員 おはようございます。立憲民主党・
市民クラブの尾 かな子です。
きょうは、一般質問の機会を頂戴しまして、あ
りがとうございます。
ちょっと盛りだくさん聞いていきたいと思いま
すので、どうぞ簡潔な御答弁への御協力をお願い
したいと思います。
先ほど池田委員からもあった、目黒区で起こり
ました五歳の女の子の虐待死のことであります。
私も、皆さんもそうだと思います、このニュー
スを聞いて、特に、この五歳の子がノートにつづ
った謝罪の文章を読むと、本当に悲しさと、そし
て、どうしてこれが防げなかったのかという憤り
というのを感じざるを得ない。それは皆さんも一
緒だと思います。
ですので、ちょっと先ほどは大臣からの答弁が
ございませんでしたので、大臣から、この事件に
ついての受けとめ、そして今後、厚生労働省とし

てどういうふうにされるのかということについて、
お聞きしたいと思います。
○加藤国務大臣 私も、報道に載っておりました
この五歳の子供さんの、これは多分お父さん、お
母さんに宛てた手紙なんだろうと思いますけれど
も、その文言を読むと、本当にもういたたまれな
いというか、そういう気持ちを持ちながらこうし
た形で亡くなられた、何とも言えない気持ちにな
りました。
また、この亡くなられた子供さんに対しては、
心から御冥福をお祈りをしたいと思います。
この事案について、厚生労働省としては、これ
は東京都と香川県にまたがっている事案でござい
ますから、それぞれに対してまず情報の収集を私
どもさせていただいた上で、両都県に対してさら
なる情報収集、分析、これを今お願いをしている
ところでございまして、そうした検証結果を踏ま
えて、必要な対応を考えていくことになりますが、
児童虐待による死亡例については、自治体におい
て検証いただくとともに、厚労省においても、児
童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会に
おいて検証し、その結果を再発防止に資する、そ
してそれを自治体に周知していく、こういう枠組
みがございますので、今般の事案についても、そ
の中においても取り上げて、必要な対応をしっか
りと行って、こうした事案が二度と、常にこうし
た事案があるとそういうふうに言うんですけれど
も、本当の思いで、二度と起きないように努力を
していきたいと思います。
○尾 委員 二度と起きないように、もちろん検

証をしていただくのは大事なことであります。
しかし、それ以外にさまざまな原因があるんじ
ゃないかというところでいいますと、皆さんも、
もういろいろな議論の中で多分あったと思います
けれども、児童相談所のマンパワーが足りている
のか、そして、相談員ですね、相談をされている
方々の専門性が本当に足りているのかという部分。
私は大阪ですから、大阪でいうと、児童相談所、
子ども家庭センターですけれども、満タンなんで
す。もうぱんぱんで、どうにもこうにもケース数
が多過ぎて、もう対応できないというようなこと
が起こっております。ですので、やはりここは人
員の増強ということを、特に地域によってはしっ
かり考えていただかなければいけないと思います
し、相談支援の現場、私も介護や病院の現場で相
談員として働いておりましたから、介入というの
が非常に難しいんですね。
例えば、虐待でもそうですけれども、子供が虐
待を認めない、親と離れたくない、親も虐待を認
めない、子供と離れたくない。何をもって介入の
ポイントとするのか。これは、後からだとわかる
んですよ。今回もそうだと思います。引っ越しを
した後に、品川の児相が本人確認ができなかった
と。今、報道ベースでいうとそこなんですよね。
これは後からわかる話でありまして、しかし、こ
れが、本当に適切な介入というのはいつなのかと
いうのは、やはりこれは経験とそして専門性が非
常に必要なんですね。
実は、海外でいいますと、例えばソーシャルワ
ーカーの数というのは全然違いまして、ロサンゼ
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ルス、アメリカだと人口が約八百七十万いて、ソ
ーシャルワーカーが三千五百人いる。その二分の
一の横浜では人口三百七十万ですけれども、ソー
シャルワーカーは八十一人ということで、もう桁
が全然違うというような人員配置の部分は、やは
り、こういう痛ましい事件が起こり続けているこ
とを考えると、検討しなきゃいけないじゃないか
という思いがありますし、あと、実は相談員の処
遇改善もやはり必要なんですね。
私もきょうのちょっと質問で調べてきたんです。
ハローワークに出ている政令市の児童相談所の児
童虐待対応専門員の月収はどれぐらいか、パート
です。実は、これは十五万二千円、賞与なし。こ
れで児童虐待対応専門員として児童相談所で働い
てくださいというのが今の児相の現場なんです。
こういうパートの方や非正規の方々が相談現場
にいて、もう一年で、もしかして次あるかどうか
わからない、こういう状態になっているわけです。
ですから、やはりこういう状態をまずどうにかし
ないと、事象の検証だけでは根本的な原因の解消
にならないんじゃないかという思いが私はしてお
ります。
あと、児相も、今、都道府県と政令市と、手を
挙げた区ですね、特別区とかでやっておりますけ
れども、ここと、児相のない市町村、こことの連
携もやはり必要になってくると思うんですね。こ
ういった市町村との連携、人材、財源、必要だと
思います。
ここについて、ちょっとこれは通告ありません
けれども、もし大臣、お答えできるようであれば、

答えていただければと思います。
○加藤国務大臣 今御指摘がありますように、児
童虐待、平成二十八年度の児童相談所における児
童虐待相談件数も十二万ということで、年々増加
をしているということであります。
そこで、平成二十八年に、児童相談所の体制強
化を図る児童相談所強化プランというのをつくら
せていただきまして、これは平成三十一年度に目
標を設定し、児童福祉司等の、あるいは児童心理
司等の専門職、この増員を計画的に図っておりま
す。
また、平成二十九年四月より、児童福祉司の研
修を義務化し、研修カリキュラム等を策定し周知
するなど、児童相談所職員の専門性の向上を図っ
ているところでございます。
またさらには、子育て世代包括支援センターの
設置も進めさせていただいておりまして、こうし
た形での体制整備をまず進めていく。それから、
先ほど申し上げた取組の進捗状況や死亡事例の検
証結果も踏まえて、体制の強化、そして、先ほど
委員御指摘もありました、専門性も向上していく、
こういったことにしっかりと取り組んでいきたい
と思います。
じゃ、現状で予算が十分かということでありま
す。
児童相談所の体制整備、これは地方交付税措置
ということでありますけれども、引き続き、先ほ
ど申し上げた児童相談所強化プランの目標に向け、
必要な地方財政措置が確保できるよう、厚生労働
省としては総務省としっかり協議をさせていただ

きたいというふうに思いますし、また、平成三十
年度においてもさまざまな施策をさせていただき
ました。
こうしたことも含めて、今後とも、必要な予算
の確保、これにはしっかり努力をしていきたいと
思います。
○尾 委員 奪われた命は戻りませんので、しっ
かりと予算をとっていただいて、今以上にやって
いただくようにお願い申し上げたいと思います。
それでは、次に参りたいと思います。介護保険
のことについてお聞きしたいと思います。
二〇一八年度の介護報酬改定で、居宅介護支援
事業所、いわゆるケアマネさんがいる事業所の、
実は管理者の要件が変わるということになりまし
た。質の高いケアマネジメントの推進をするんだ
ということで、管理者を、主任ケアマネジャーと
いう資格を取る、ただのケアマネジャーではだめ
だ、主任ケアマネジャーにするんだということに
なりまして、ただ、経過措置としては、二〇二一
年、平成三十三年三月三十一日までという三年間
の猶予がついたということになりました。
私は、これは本当に三年で大丈夫かというふう
に思っているんですね。
ちょっと聞いていきたいと思いますが、主任ケ
アマネジャーの取得、まずこれはケアマネになっ
てから五年かかるんですね。つまり、主任ケアマ
ネジャーになろうとしたら、その専門の研修を受
講しなきゃいけないんですが、それはケアマネジ
ャーになって五年間かかるわけです。だから、今
なった人が、例えば、じゃ、三年の経過措置で主
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任ケアマネジャーになれるかというと、なれませ
んということ。更に要件がありまして、専門研修
課程Ⅰを五十六時間、専門研修課程Ⅱを三十二時
間受講していなければ、主任介護、これは主任ケ
アマネなんですけれども、専門研修を受けること
ができないということになっております。
そして、各都道府県、この主任ケアマネジャー
の研修というのは大体年に一回なんですね。こと
しは二回やるところもありますけれども。
まずお聞きしたいんですが、本当にこの三年の
経過措置で大丈夫でしょうかということについて
お聞かせください。
○濵谷政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、平成三十年度の介護報酬
改定におきまして、質の高いケアマネジメントを
推進する観点から、ケアマネ事業所の管理者の要
件につきまして、人材育成や業務管理の手法等を
研修により修得いたしました主任ケアマネジャー
であることといたしまして、その準備期間、経過
措置として、三年間の経過措置を設けたところで
ございます。
現在の主任ケアマネジャーの養成状況でござい
ますけれども、御指摘のとおり、研修を受ける必
要があるわけでございますけれども、毎年四千人
以上の受講者でございまして、こういった傾向を
踏まえますと、三年間の経過措置期間中に、全国
のケアマネ事業所におきまして、主任ケアマネジ
ャーを管理者として配置することは可能であると
いうふうに考えております。
また、ケアマネジャーが必要な研修をより円滑

に受けられるよう、研修の実施主体であります都
道府県に対しまして、地域医療介護総合確保基金
を積極的に活用いたしまして、受講者の負担軽減
をしていただく、あるいは、研修の開催日程、開
催期間、定員等の設定に当たりましては、選択的
な受講が可能となるよう各講義を個別開催とする
など、ケアマネジャーとして事業所に勤めている
方々が受講しやすくなる工夫をすることを都道府
県に対しまして要請をしているところでございま
す。
なお、今回の見直しにつきましては、ケアマネ
事業所における状況を検証するよう、介護給付費
分科会の審議報告におきましても指摘をされてお
りまして、適切に検証してまいりたいというふう
に考えております。
○尾 委員 適切に検証とおっしゃいましたかね。
検証していくということなんですが、例えば、こ
れは今想定されることなんですが、主任ケアマネ
ジャーが、そんなに私は、本当に三年でできると
は思えないんですね。何とか一人だけ確保できた、
でも、じゃ、その一人が病気やけがでいなくなっ
た、あと突然退職した、こういう場合は管理者が
いなくなるわけですね。こういう場合はどうなる
んでしょうか。
○濵谷政府参考人 お答えいたします。
経過措置終了後でございますけれども、御指摘
のとおり、管理者に主任ケアマネジャーが何らか
の形で配置できない、配置していないケアマネ事
業所につきましては、形式的には指定基準に該当
しない、満たしていないということになるわけで

ございます。
しかしながらでございますけれども、一般的に
は、他のサービスの配置要件も同じでございます
けれども、指定基準を満たさなくなった場合であ
りましても、指定権者は直ちに行政処分を行うの
ではなくて、個々の事情をきめ細かく把握した上
で弾力的に対応しておりまして、今回のケースに
つきましても、そういったケースと同様の取扱い
を行うものと考えております。
○尾 委員 日本介護ユニオンの村上久美子政策
部門長がウエブのコラムで、この経過措置を六年
にした方がいいんじゃないかという提案をされて
いるんですね。
現場でどういうことが言われているかというと、
主任ケアマネジャーの資格がイコール管理者とし
て適切な技能を身につけるものではないんじゃな
いかということで、研修内容ですよね。
主任ケアマネジャーの研修内容の中で、管理者
として必要な人材育成及び業務管理は、七十二時
間のうち三時間しかないんですよ。この三時間の
講義で、この人は管理者としての必要なスキルを
身につけられるのか。つまり、主任ケアマネジャ
ーとしてやっている講習の中で、管理者として必
要な業務というところのスキル、三時間しかない
んですよ。これは三時間で適切ですか。
○濵谷政府参考人 お答えいたします。
現在は、いずれにいたしましても、ケアマネジ
ャーが管理者という要件でございまして、それを
レベルアップするということで、主任ケアマネジ
ャーにするということでございます。
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そういったことで、現在よりも管理能力が高い
ということは明らかでございますけれども、いず
れにいたしましても、今回の見直しにつきまして
は、ケアマネ事業所における状況を検証するよう、
審議会におきましても指摘されておりますので、
その状況につきましては適切に検証してまいりた
いというふうに考えております。
○尾 委員 研修内容については、私も介護現場
ですから、周りに主任ケアマネジャーの研修を受
けている方はいらっしゃいますけれども、とにか
く、研修内容についても、余り評価されている声
は聞こえません。七十二時間座っていなきゃいけ
ないとか、いろいろ出さなきゃいけなくて大変だ
けれども、スキルが上がったという自分自身に対
する評価というのは私の周りからは聞こえてきま
せんので、この研修内容についても、ちょっとし
っかりと見直していただきたいというふうに思い
ます。
費用負担なんですね、問題は。先ほどおっしゃ
いましたように、都道府県には言っているという
ことなんですが、この村上さんもおっしゃってい
るんですけれども、今でも、労使関係のある法人
の七割が、研修費用は全額自己負担だということ
をおっしゃっているんですね。
私、自分の大阪で、ではこの主任ケアマネジャ
ーを取るまでに幾らお金がかかるのかというのを
計算しました。そうすると、専門研修課程Ⅰが、
テキスト代と講座込みで四万二千七百円。三年以
上経験して受講資格ができる専門研修課程Ⅱが、
大阪だと三万百八十円。ですから、主任ケアマネ

ジャーを取るまでに七万二千八百八十円かかるわ
けです。介護のケアマネって給料そんなに高くな
い。二十万あるかないかぐらいの給料の中で、こ
れだけの時間を使って、七万ですよ。
さらに、大阪では、主任ケアマネを取ろうと思
ったら更に六万円かかるんですよ。ですから、計、
主任ケアマネになろうとしたら十三万二千八百八
十円かかるんです。誰が、十三万二千八百八十円、
自腹でやってと言って、給料はそんなに変わらな
いんですよ。これでやりますかということが、私
はこれは本当に心配でなりません。
ということで、私自身は、これはちょっと最後
大臣にお聞きしたいんですけれども、今聞いてい
ただいたように、これは本当に三年で大丈夫かと
いう私は不安が高いんです。できれば、三年経過
措置の前に二年ぐらいで、本当にできるのかどう
か検証していただきたいんです。その二年ぐらい
で検証していただいて、だめなら延ばすというこ
とも一旦ちょっと考えていただけないかと思うん
ですけれども、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 本当に、介護保険制度において、
ケアマネの方というのは大変中核に私はあるとい
うふうに思っておりますし、また、その方々がし
っかりその機能を果たしていただくことが介護保
険制度が適正に円滑に運用されていくことにもつ
ながっていく。そのキーの方について係る、今、
尾 委員からの御質問。
これは、例えば三年を六年に延ばすと何が起こ
るかというと、最初、余りみんな準備しなくなっ
ちゃうんですね。だから、そういうこともあるの

で、まずはやはり三年を前提にやっていただくと
いう、ここはちょっと崩すわけにはいかない。た
だ、事務当局から言っておりましたように、当然、
検証はしていかなきゃいけない。しかし、それを
延ばすための検証だと言われちゃうと、それはち
ょっと話が違うので。まず三年でやらせていただ
く、しかし、検証はちゃんとやらせていただく、
こういうことで対応させていただきたいと思いま
す。
○尾 委員 ケアマネさんたちの質を高めるとい
うのは大事なことです。それは、でも、現場の方
々からは、今でも大変なんだ、できれば、この安
い給料も大変だということもありますので、例え
ば介護報酬のこととかもやはり考えていただいて、
本当に給料が上がっていくということも考えてい
ただかなければいけないと思います。
次に参ります。
グループホームのこと、認知症グループホーム
についてお聞きしたいと思うんですけれども。
私は、介護老人保健施設、老健で相談員をして
おりました。老健の相談員は、入所希望する方に
面談をするのが仕事なんです。そのときに、認知
症の方で、ＡＤＬが高い、つまり自分で結構動け
たりする方というのは、老健よりもグループホー
ムの方が、認知症グループホームの方がいいんじ
ゃないかという方が多いんです。
ただ、認知症グループホームを選ばない、選べ
ない方が多いのはなぜかというと、きょうの添付
の一枚目にあります補足給付と呼ばれるものであ
りますけれども、居住費と食費の実は軽減策がグ
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ループホームにはないんです。ですから、低所得
の方であったとしても、大体十五万円から二十万
円強かかるわけです。一月に十五万から二十万円
払える方というのは限られてしまうので。つまり、
払える人しか今はグループホームに入れない状況
になっているんですね。なので、何とか、負担限
度額認定と現場ではよく言いますけれども、食費
と居住費の低所得者に対する補足給付をグループ
ホームにも私は適用すべきだというふうに思いま
す。
これはたしか大臣にお答えいただくということ
で、大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 これは、まずベースとして、ま
さに居宅、家にいれば当然住宅費、これはいろい
ろな形であります。借家であれば家賃、自分で持
っている家はさまざまなお金等々がかかる、また
食費もかかる、それが議論のやはり前提になって
いるんだと思います。
ただ、介護保険制度については、これは平成十
二年からスタートしているわけでありますけれど
も、十七年のときに、特別養護老人ホーム等の介
護保険施設に係る費用のうち、食費、居住費につ
いては保険給付の対象外として本人の自己負担を
原則とするというふうにしたわけですね。そうし
た経緯もあるので、所得の低い方については、そ
の影響を勘案して、食費、居住費を補足する補足
給付を支給している。こういうことでありまして、
認知症グループホームは当初からいわばそれが前
提になっているということでありますので。
今委員御指摘のように、認知症グループホーム

についての食費、居住費も補足給付の対象にする
ということになりますと、先ほど申し上げた、そ
もそもの原則論との考え、また、特養についても
そうした経緯があってやっているということ、ま
た、更に言えば財政負担です。なかなか厳しい課
題ではないかというふうに思います。
ただ、認知症グループホームにおいて利用者を
受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負
担が困難な低所得者に対して利用負担の軽減を行
っている事業者を対象として助成する事業、これ
が地域支援事業として国からも助成が出る、こう
いう仕組みにはなっているところであります。
○尾 委員 オレンジプランとか新オレンジプラ
ンで認知症対策をやりますと安倍総理もおっしゃ
っているわけですよね。その一番の私はかなめの
一つがグループホームだと思うんですよね。その
グループホームの入所が、経緯が違うからという
ことで、片一方は、特養や老健は補足給付があり、
安くなるんですよ。第二段階だったら大体五万円
ぐらいで行けますし、第三段階だったら八万円ぐ
らいで行けるんです。五万円、八万円で入れる施
設と、十五万円から二十万円かかるグループホー
ムであれば、どうしてもそっちへ行ってしまうわ
けですね。
同じ施設なんですから。これは利用者からとっ
たら同じ施設なんです。経緯とかわからないんで
す。これは、やはりここは負担限度額を入れるべ
きだと思います。
先ほど大臣がおっしゃいました、地域支援事業
の任意事業で家賃助成事業をやっていますという

ことで、私もきのうお聞きしました。どれだけや
っているんですかと言ったら、六十三市町村、一
千七百余りの自治体の三・六％しかこれはやって
いないんですよ。ということは、ほとんどできて
いない。
ですから、ちょっとこれはしっかりと、認知症
グループホームの入居費用はぜひ安くするべきだ
というか、特養や老健と同じ補足給付ができるよ
うに何かしら考えていただきたいということをお
願いを申し上げたいと思います。
ちょっと時間がなくなりましたので、大分飛ば
します。
本当は介護人材の外国人のこともやりたかった
んです。ちょっと資料につけていますけれども、
外国人の介護実習生が、制度を始めて七カ月でや
っと二人、七カ月でやっと二人。これはもう指摘
だけにしておきます。にもかかわらず、骨太の方
針二〇一八では、何と、介護の技能実習生につい
ては入国一年後の日本語要件を満たさなかった場
合にも引き続き在留を可能とする仕組みを検討す
る。わずか二人しか来ていないものを、あっとい
う間に間口を広げるなんということを骨太で言っ
ているわけです。これは本当に大丈夫かというこ
と。
さらに、骨太で、技能実習生、三年を修了した
者は、このまま無条件に試験を免除して新たな在
留資格を与えるというようなシステムまでできる
ようになります。
技能実習生は、今でも新聞報道でいろいろあり
ますとおり、例えば、原発の処理の中で働いてい
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たとか、さまざまな自動車会社の下請でも不適切
だったとか、いまだにやはり借金をさせられてき
ているとか。技能実習生は、基本的に仕事をやめ
ることができないんですね。職業選択がないんで
す。こういうものをベースに、更に拡大したもの
をつくっていいのか。これはちょっと問題の指摘
だけにさせていただきたいと思います。
最後ちょっと、きょうも保育の無償化そして安
全性についてという話がありました。なので、私
の方からもちょっとお聞きしたいと思うんですけ
れども。
配付資料の六ページ目をごらんいただければと
思います。いかに子供の事故を防ぐのかというこ
とでやっていくことは大事なことなんですが、効
果のないものを使っていませんかというのが一月
二十七日の読売新聞に書いてあります。「「うつ
ぶせ寝」などによる乳幼児の事故防止対策として、
厚生労働省が計画している警告装置の購入費補助
に対し、小児科医らの学会が反対の意見書を提出
したことがわかった。米食品医薬品局（ＦＤＡ）
は予防効果はないと警告しており、専門家は「効
果の検証もなく公的補助をするのは問題」として
いる。」ということであります。
これはどういう事業かというと、一番最後の十
ページをごらんください。補正予算で三・一億円、
平成二十九年度でついたものです。保育園等にお
ける事故防止推進事業ということで、このような
無呼吸アラームとかがあるんですね。
学会は何を言っているかというと、七ページを
ごらんいただきたいんですけれども、保育施設で

の乳幼児突然死予防モニター導入に対する補助金
制度に関しての意見、ここに、日本ＳＩＤＳ・乳
幼児突然死予防学会の理事長の市川光太郎先生が
出しております。「意見」として、「乳幼児の突
然死を予防するモニターは存在しません。何らか
のモニターを導入したとしても、それが死亡を予
見したり予防したりするものではありません。こ
ういった観点から、保育施設がこのようなモニタ
ーの購入をするにあたり、政府が補助金を提供す
るのは適切ではないと判断します。」と書いてあ
ります。
めくってください。九ページのＦＤＡの警告文
を国会図書館に仮で訳していただきました。「今
日まで、ＦＤＡは、乳幼児突然死症候群のリスク
を予防又は軽減するための乳児用製品を認可又は
承認したことはありません。」つまり、根拠がな
いとおっしゃっているわけです。
この三・一億円という補正予算が多分繰り延べ
られたかと思うんですが、これはこのままやるん
でしょうか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
御指摘いただきました無呼吸アラームにつきま
しては、これは医療機器の承認を受けたというも
のを対象にさせていただいておりますけれども、
乳幼児の呼吸を含む動き、運動を継続的に感知す
る、動きが一定回数以下に減少したり、一定期間
停止すると警告するという機能がありまして、保
育事故防止の補助的な役割を期待するということ
でございます。
また、先行して実施した一部の自治体から、例

えば首都圏周りの三自治体あたりから、保育所、
病院等での実績を伺いますと、保育従事者の心理
的な負担の軽減に寄与しているというお声をいた
だいているということはございます。
他方で、無呼吸アラーム、これ自身があくまで
も安全対策の補助的なものでございまして、この
無呼吸アラームを設置した場合においても、睡眠
時に子供を一人にしない、あるいは寝かせ方に配
慮を行う、定期的な呼吸、体位等の点検を行うと
いう形で、設置前に求めておると同様の安全対策
が必要であるとの認識は私どもも共有してござい
ます。
そのため、購入補助をする際の留意点として、
この備品の導入があくまでも、安全確保業務の代
替というものではなくて、保育の質の確保の一環
として、安全かつ安心な保育環境の確保に対する
補助的なものであるということを徹底させていた
だいているところでございます。
○尾 委員 学会もＦＤＡも効果がないと言うも
のを、補助的であるとか心理的安心感があるとい
うことを言ってしまっていいんですか。厚労省は、
心理的安心感でもって見守りとか、さっきおっし
ゃったように、逆に言わなきゃいけない立場だと
思うんですよ、これを使うのは危ないですよと言
わなきゃいけない立場なのに、補助金を出してい
いんですか。もう一度、お答えください。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
私どもとしましては、先ほども申し上げました
ように、基本的には、無呼吸アラームの設置の有
無にかかわらず、睡眠時に子供を一人にしない、
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寝かせ方に配慮を行う、定期的な呼吸、体位等の
点検を行うということ。このほか、事故防止に関
するガイドラインをもってして、保育現場におけ
る安全確保に対して取り組んでいただいておりま
すので、その取組はその取組として強化、引き続
き取り組ませていただきながら、このような機器
を業務改善、保育の質の確保の一環としてお使い
いただくこともあるのではないかという形で予算
計上させていただいておりますので、そのような
観点から、これからも取り組ませていただきたい
と思います。
○尾 委員 安全に本当に資するものを導入して
いただきたいと思うんですね、当然ながらに。こ
れがないと、何か、今のだと、やはりやるんだと
いうことになって、全然安全が確保されていない
ものまで、こういうふうに現場に行って。一番恐
れているのは、こういうのがあるから人を減らし
ても大丈夫だよね、法定ぎりぎりでも大丈夫だよ
ねということになって、保育の質が、逆に、心理
的な安心面だけで、減っていくんじゃないかと私
は危惧をしております。
これについては、今の答弁ではちょっと納得で
きませんので、またお聞きしたいと思います。
以上で終わらせていただきたいと思います。あ
りがとうございました。
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