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≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、お 忙しいところをお集 まり いただきまして、あ りが とうございます。

ただ今から「消費 者委 員会

第241回本会議 」を 開催いたします。

それでは、配付資 料の 確認を事務局からお 願い いたします。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記載 して おります。

資料１、資料２、 参考 資料１、参考資料２とな っております。
もし不足がござい まし たら、事務局まで お申し出 いただきますようよ ろし くお願いいたします。

≪２．教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議のフォローア
ップについて≫
○河上委員長

早速 入り ますが、最初の議題 は「教育・保育施設等に おけ る事故情報の収集及 び

活用に関する建議のフォ ローアップについて 」で あります。
当委員会では、教 育・ 保育施設における事 故に関して「教育・保育 施設 等における事故情報 の
収集及び活用に関す る建 議」を平成26年11月 に発 出しております。建 議の概要は、資料の中の参
考資料１のとおりで あり ます。
その後、建議を受 けた取組状況について、 平成27年の６月に内閣府子ども・子育て本部など、
関係する府省庁に説 明い ただいて、建議事 項の１つ 目であります事故情 報の 収集につきましては、
教育・保育施設等におけ る重大事故の再発防 止策 に関する検討会にお いて検討が進められ、同 検
討会の中間取りまと めに 基づいて、事故情報 を把 握するための通知が自治 体向けに発出される な
ど、事故情報の収集 の筋 道が立ったというこ とで、評価させていただ きま した。
一方、建議事項の ２つ 目であります事故情 報の分析及び活用につき まし ては、平成27年６月 に
御説明をいただいた 時点 では、さきの検討会 にお いてなお検討中との こと でありましたので、 必
要に応じて情報提供 をし ていただくというこ とに しておりました。
この検討会は、平 成27年12月に最終取りま とめを行っております。 そこ で、この最終取りま と
めの内容や最終取り まと め以降、教育・保育 施設 等における重大事故 防止 策を考える有識者会 議
の設置・運営に取り 組ま れておりますので、 それ らの取組について御 説明 をいただきたいと思 い
ます。
内閣府子ども・子 育て 本部におかれまして は、 お忙しいところを御 出席いただきまして、誠に
ありがとうございま す。
それでは、御報告 を20分程度でお願いでき れば と思います。よろし くお 願いいたします。
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○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

内 閣府 子ども・子育て本部 の子 ども・子育て支援新 制

度担当参事官の竹林 でご ざいます。
今、委員長か らお話のご ざいました、そ の後の経過 、現状について御説明をし たいと思います。
お手元の資料１に沿 いま して、御説明をさせ てい ただければと思いま す。
ページ数が０から 始ま っておりまして、恐 縮で ございますけれども 、０ ページ目を御覧いた だ
ければと思います。まず は、教育・保育施設 での事故対策のこれまで の経 緯について簡単に御 説
明いたします。教育 ・保 育施設、保育園でご ざい ますとか幼稚園とい った ものにおける事故対 策
につきましては、従 来、 文科省、厚労省にお いて 、それぞれ幼稚園、保育 所を所管する立場で 施
策を講じてきたとい うこ とでございますけれ ども 、平成27年の４月か ら新 制度が始まっており ま
して、その新制度に 関す る重要事項を審議す る子 ども・子育て会議と いう ものがございまして 、
これは平成27年４月 に施 行する前から準備の ため に動いていたわけでござ いますが、その会 議で、
平成26年６月に再発防止 策について、今後の取組 の仕方を検討すべき だと いうお話があったも の
ですから、同年９月 にそ の検討会が設置をさ れま した。それで、平成26年11月に中間取りまと め
というところまで行 ったわけでございます。 した がいまして、先ほど委員 長から御紹介がござ い
ましたけれども、事 故の 報告の仕組みでござ いま すとか、データベー スのほうは整理をさせて い
ただいたということ なの でございます。
その後、これも既 に言 及がございましたが 、最 終取りまとめが平成27年12月に出されており ま
して、これに基づき まし て３府省、３府省と いう のは、厚生労働省、 文部 科学省、私ども内閣 府
ということでござい ますが、事故防止などのため のガイドラインを作 成し たりといったことを や
りまして、平成28年 ３月 に自治体宛てに通知 をし たというところでご ざい ます。
検討会につきまし ては 、この最終取りまと めを もって終了というこ とな のでございますけれ ど
も、今後もガイドラ イン の見直しでございま すと か、各自治体におけ る重 大事故についての事 後
検証を踏まえた再発 防止 策の検討を行ってい く必 要があるということ で、これはそもそも最終 取
りまとめにもそうい うも のを設置すべしとい う提 言をいただいたわけ でご ざいますが、別途、新
しいものとして、教 育・ 保育施設等における 重大 事故防止策を考える 有識 者会議というものを平
成28年４月に設置を いた しまして、現在に至 って いるというところでござ います。
１ページ目、次の ２ペ ージ目にかけて、有 識者 会議の前身でありま すと ころの検討会の概略 を
まとめた資料でござ いま す。１ページ目の「１． 背景」については、 今、 申し上げたようなこ と
が書いております。
「３．中間取りま とめ」の段階では、先ほ ど委 員長からもお話がご ざい ましたが、重大事故 の
集約範囲あるいは方 法、 公表の在り方につい て取 りまとめが行われま して 、これに従いまして 、
平成27年６月から内 閣府 のホームページで事 故情 報のデータベースを公表 しているということ で
ございます。
２ページ目、
「 ４．最終 取りまとめ」と ございます 。このページで 最終取りま とめの中身を説明
させていただくわけ でご ざいますが、この場 にお きましては、ここか らが 新しい要素というこ と
になろうと思います ので 、やや詳しめに申し 上げ ます。
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まず、最終取りま とめ では、一番上にござ いま すように、１．のと ころ で事故発生防止のた め
のガイドライン、そ れか ら、事故発生時の対 応マニュアルを作成すべしと いう提言をいただい た
ところでございます 。そ の提言の中で、検討 会に おいては、ガイドラ イン に盛り込むべき内容 の
骨子までは議論をし たと ころでございますけ れど も、最終形まで検討 会で 詰めるということでは
なくて、骨子に沿っ て、 別途の調査研究事業 とい う形で、別の有識者 で議 論する場に場を移し ま
して、具体的なガイ ドラ インの最終的な詰め をや るべしということで ござ いまして、これにつ き
ましては、そのとお り有 識者に作業をいただきま して、平成28年３月 に完 成をさせて公表した と
いうことでございま す。提言の中身としては 、ガ イドライン、マニュ アルというものを作るべ し
ということをいただいた ということでござい ます 。
その下の「２．事 故の 再発防止のための事 後的 な検証」ということ でご ざいますが、死亡事 故
などの重大事故が発 生し た場合に、地元の地 方自 治体において検証を行っ ていただきまして、事
実関係の確認とか、 発生 原因の分析を行って いた だいて、再発防止策を検 討すべしという御提 言
をいただいたところ でご ざいます。
また、この検証を 行っ ていただくに当たっ てのプライバシー保護でござ いますとか、事故に 遭
ったお子さんの保護 者の 御意向に対する配慮 といったような形で、具 体的 な検証の進め方につ い
てもお示しをいただいた ところでございます 。
後ほど、こういう 提言 を受けて、今、どの よう な仕組みでやってい るの かということは説明 い
たしますけれども 、この資 料に書いてあるとこ ろを 簡単に申し上げます と、検 証の実施主体、今、
地元自治体と申し上 げま したが、認可を受け た保 育所でありますとか 幼稚 園などについては、 市
町村において実施、 認可 外の保育事業などに つい ては都道府県で実施と整 理されております。な
かなか一口に市町村 と言 いましても、規模の大き なところから小さな とこ ろまでありますので 、
特に小さなところを 念頭 に置いて、都道府県 が市 町村の検証をサポー トす るということを、既 に
この提言の段階で言 われ ているということで ござ います。
検証の対象として は、死亡事故は基本、対 象な のですけれども、そ れ以 外でも、例えば意識 不
明になるような事故で、 自治体で必要だと判 断し た場合には、検証の 対象 になるということで ご
ざいます。
２．の２つ目の丸でご ざいますけれども、では 、国に対してはどの よう な御提言をいただい て
いるかということで ござ いますが、先ほど申 し上 げましたように、有 識者 会議を設置して、地 方
自治体で今後進むは ずの 検証の報告などを踏 まえ た再発防止策の検討 を提 言するというような 形
で進めるべしという お話 をいただいていると ころ でございます。
また、提言の「３ ．事 故の発生・再発防止 のた めの指導監督のあり 方」ということで、事故 は
起きないに越したこ とは ないということでご ざい ますので、日常的な行政 による保育施設など に
対する指導監督の在 り方 についても、例えば重大 事故が発生した場合 とか 、あるいはそういう こ
とが起きるおそれが 高い と判断された場合に は、事前通告なしに指導 監査 ができる旨を明確化 す
べきだというような 御提 言もいただいたとこ ろで ございます。
以上が、検討会の 最終 取りまとめの概略と いう ことでございます。
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次に、３ページ目 以降 のところで、今、申 し上 げました検討会の中 間取 りまとめ、あるいは 最
終取りまとめを踏ま えて 、これまで行ってき た対 応、今後どうやって いく のかということにつ い
て御説明をしたいと 思い ます。
３ページ目と４ペ ージ目につきましては、保育 所など、事故が起き た場 合の事故報告あるい は
事故情報データベー スに 関する資料でござい ます。これは実は前回御 説明している資料でもあ り
ますので、詳細には 立ち 入りませんけれども 、４ ページ目のポンチ絵 にも ございますように、報
告につきましては、原則 、事故発生当日に行 われ る第１報というもの と、 原則１か月以内に行 わ
れるより詳細な第２報と いうものがございま して 、データベースには 、こ の第２報のほうを掲 載
している状況でござ いま す。データベースの ほう は、平成27年６月か ら内 閣府のホームページで
公開をしておりまし て、全国誰でも閲覧でき るよ うになっております 。な お、四半期ごとに更 新
するということで、 大体は３の倍数の月の月 末に 更新をされるというよう な運用をしていると こ
ろでございます。
５ページ目の資料 は、 ２つの要素が入っており ますが、①重大事故 の再 発防止のための検証 、
②事故防止などのた めの ガイドラインについ て、 この資料で記載させ てい ただいております。
まず、①重大事故 の再 発防止のための検証 につ いて改めて御説明を いた しますと、どういう 仕
組みで今、やってい るかということでござい ますが、１つ目に、検証の実 施主体、これは先ほ ど
の繰り返しになりま すけ れども、施設カテゴ リー ごとにそれぞれの認 可権 限がどこにあるのかと
いったことを踏まえ た整 理をしておりまして 、市 町村のほうでは認定 こど も園、幼稚園、保育 所
など、都道府県では認可 外保育などという仕 分け をしておりまして、 それ ぞれ事故が発生すれ ば
検証を実施していた だく ということでござい ます 。
２つ目の丸でござ いま すけれども、検証の対象 範囲、これも先ほど の繰 り返しになりますが 、
死亡事故のほか、意識不明など自治体において 検証 が必要と判断した重 大事 故としてございます。
３つ目の丸でござ いま すが、検証は、各自 治体 が検証に取りかかる とき に、外部の委員で構 成
する検証委員会とい うも のを設置いただきま して 、そこで検証をして いた だく。今度は３つ目 の
丸の２つ目のポツで ござ いますが、委員会の委員 につきましては、重 大事 故の再発防止に知見 の
ある方々ということ で、学識経験者でありま すと か、医師、弁護士、教育 ・保育関係者、こう い
ったものを想定して おる ということでござい ます 。
４つ目の丸でござ いま すけれども、検証委 員会 においては、検証結 果を 踏まえて、具体的な再
発防止策について、 それ ぞれ提言を行ってい ただ くことにしておりま す。 また、各自治体で行 わ
れる検証結果をまと めた 報告書については、 国に も提出をいただくこ とに してございます。
続きまして、ページの下 段の「②事故防 止等のため のガイドライン」についてでございますが、
私どもが作成をいた しま したガイドラインは３種 類ございます。それ ぞれ 事故防止のためのガ イ
ドラインでございま すけ れども、１つ目は施 設・ 事業者向け、要は、 保育 所や幼稚園向けに作 っ
たものでございます 。２つ 目は地方自治体向け とい うことでございます 。３つ 目は施設・事業者、
そして、自治体共通 とい うことでございますが、 事故発生時の対応という ことについてのガイ ド
ラインということで 、こ の３部構成になって いる ところでございます 。
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まず、１つ目の事 故防 止のための施設・事 業者 向けのガイドライン でご ざいますが、大まか な
中身につきましては 、例え ば重大事故が発生し やす い場面、睡眠中でご ざいま すとかプール活動、
水遊びをなさってい ると ころ、あるいは、食 事中 における注意事項を記載 しております。また、
保育士などの研修な どの 体制作りについても 記載 をしてございます。
２つ目の地方自治 体向 けガイドラインは、 地方 自治体と施設・事業 者と の連携体制を整備し て
おくこととか、ある いは 施設・事業者の研修 など についても書かれている ところでございます 。
３つ目の事故発生 時の 対応のガイドライン につ きましては、事故発 生時 の段階的な対応につ き
まして、自治体の立 場、 施設・事業者のやる べき ことがそれぞれあり ます ので、それぞれにつ い
て記載をしていると いう ところでございます 。
以上が、自治体に よる 検証、それから、ガ イド ラインの内容の概略 とい うことでございます 。
６ページ目でござ いま すけれども、検討会 の最 終取りまとめを踏ま えま して、国において新 た
に設置をしました有 識者 会議についてでござ いま す。この有識者会議 で何 をしていただくのか と
いうことにつきまし ては、
「２．主な 検討課題」にご ざいますように 、データベ ースに基づく傾向
分析でございますと か、 地方自治体からの検 証報 告に基づく重大事故 の再 発防止策に関する提 言
などを行っていただ くということでございま す。
委員の構成につき まし ては、ページの下の ほう にお示しをしており ます ように、学識経験のあ
る先生方、医師、弁 護士 、あるいは被害者の 親御 さん、自治体の担当 者、 事業者の代表などと な
ってございます。
最後の７ページ目 でご ざいますけれども、こち らが昨年10月に第２ 回の 有識者会議を開催し て
いるのですが、そこ での 主な議論についてと いう ことでございます。ここ では、まず下段の「有
識者会議の今後の進 め方 について」という部 分を御覧いただければと 思い ますが、10月の第２ 回
の会議で、今後の進 め方についておおむね御 了承をいただいた内容をここ では記載させていた だ
いております。
ここに書いてある とお りなのですけれども 、ま ず、１つ目に、別に 法律 を出しているわけで は
ないのですが、平成28年 度からこの検証を制 度化 しておりまして、今 後、 検証が終わって、報 告
書が上がってくると いう ことになるわけでご ざい ます。自治体の検証 報告 がある程度の数、念 頭
にありますのは、３ つと か５つとか、そうい った 数が出てきた段階で 検証 を終わらせた自治体 か
ら非公開のヒアリン グを しよう、有識者会議 とし て、していただこう と考 えております。
なぜ非公開かとい うこ とでございますが、各自 治体からの検証報告 書自 体は、普通は基本的 に
は公開されることを 念頭 に置いておりますけ れど も、保護者の心情な どに 配慮するということ も
あって、報告に至る議論 、これは通常は非公 開で行われる。必ず非公 開か どうかはわかりませ ん
けれども、非公開で 行わ れる場合も想定され ると ころでございます。 そうした状況で行われた 検
証につきまして、公 開の 有識者会議の場で、 自治 体が実施した検証につい てヒアリングを実施 し
ます、どうぞ忌憚（きた ん）のない御意見を お願 いしますと申し上げ ても 、聞くほうも聞かれ る
ほうも、御家族の御 心情を考えたときに、何をど こまで話すことがで きる のか、非常に悩まれ る
ような状況になるこ とも 推測されるというこ とで 、忌憚（きたん）の ない 活発な御議論をいた だ
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くためにも、まずは 公開 という形ではなくて 、非 公開でヒアリング自 体は 行うのがよいのでは な
いかと考えまして、そう いう形で御了承をい ただいているということ です。これは、実はある 意
味、データベースの 掲載 情報も保護者の了解 を得 られたものを今、掲 載し ておりまして、それ と
基本的には同じ考え方と いうことでございま す。
２．でございますが、 ヒアリングを行った 後に、適切なタイミング で、 ヒアリングの内容を 踏
まえた重大事故防止 策の 議論を行っていただいて 、再発防止のための取組 を推進していただく こ
ととしております。この 議論はさすがに公開で行 うのが基本なのだろ うと 思っておりますけれ ど
も、そういうことでござ います。
３．で、事後の検 証の 業務自体が、各自治 体にとってみると非常に 新た な業務ということに な
りまして、特に仕組 みが 始まったばかりです ので 、何をどのように進 めて いいのかよくわから な
いということで、非 常にお悩みになっておら れる とも聞いております。検 証方法に関する自治 体
のノウハウを共有し ていただくために、有識 者会 議の場とは別に、自 治体 の間で情報共有をす る
ような会議を国とし てセ ットしたい。その場 で率 直に意見交換をして いた だけるように、これ は
やはり非公開でやっ てい こうと思っておりま す。
今のところ、まだ自治 体で検証を本当に終 えま したというところは まだ ないのですけれども 、
本当に終了していな くて も、まだ検証中とい うと ころであっても、あ る程 度知見が蓄積してい る
と思います。これは なる べく早期に開催をしまし て、イメージしてい るの は、全自治体を集め て
ということではなく て、 不幸にして死亡事故 など が起こってしまった 自治 体でこれから検証し な
ければいけないとい うと ころが、さて、どう やっ たらいいのかという 情報を求めておられると 思
いますので、そうい うと ころに参加していた だい て、既に先行して検 証さ れている自治体の経 験
談でございますとか 、そ ういったものを共有して いただくために、そ うい う会議をセットした い
と思っております。今、 申し上げました情報 共有 会議、あるいは有識 者会 議におけるヒアリン グ
そのもので、様々な検証 プロセスについて、 こう いうように進めてい くの が適切ではないかと い
うようなものが蓄積 され ていくと思いますの で、それは情報共有会議 に出 席しない自治体にも 広
くフィードバックで きる ような形で、我々と して も、そういうフィー ドバ ックをすることによ っ
て、検証を実施され る自 治体の支援をしてい きた いと考えております 。
最後に、４ ．でござい ま すけれども、既 に動いてお ります事故報告の仕 組みでございますとか、
事故データベースの充実 、改善については、 今後 も継続してやってい かな ければいけないとい う
ことでございますの で、これについても、そ の必 要性を判断しながら 、適 時に検討を行ってい た
だくということでご ざい ますが、この同じペ ージ の上段部分で、既に 第２ 回目の有識者会議でデ
ータベースの改善につい て御議論をいただき まし て、一言で言います と、 今、持っているデー タ
ベースは少し検索が しづ らいという問題を抱 えて おりますことから、 そういう技術的な課題を 解
決すべく御議論をい ただきまして、今は来年 度か らの新しい形でのデ ータ ベースの稼働を目指 し
て作業をしていると いう ところでございます 。
大変雑ぱくではご ざい ますが、私からは以 上で ございます。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。
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それでは、ただ今の御 報告の内容について 、御 質問、御意見のある方は 発言をお願いします 。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

ありが とう ございます。

一つ疑問に思った ので 御質問させていただ きた いのですけれども、 認可 外の保育園とか保育 施
設の場合は市町村を 飛ば して都道府県に情報 が入 るシステムで動いて いら っしゃるということ で、
行政の守備範囲から 見て合理的なのかどうか はわ かりませんが、私 などが普 通に感じたところは、
例えば同じ市で、同 じよ うに子供を預けてい るけ れども、認可外の保 育所 に預けている場合は 、
市には余り情報が届 かな い状況にあるのはど うか なと、何か不思議な気が するのです。無認可 の
保育施設と認可の保 育施 設を、親は平等に選 んで いるわけではなくて 、入 れないから仕方なく 認
可外に預けていらっ しゃ る保護者もいらっし ゃる し、実際、どのよう な現 場かを監督しやすい の
は一番近くの市町村 なの で、そこを飛ばして やる というのは、これで 十分機能しているのかど う
か、教えていただけ たら と思います。
○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

事 後の 検証をどこに担当い ただくのかということは 非

常に微妙な問題であ りま して、なかなか調整 にも時間を要した経緯も ある わけでございますが 、
結果としては、新制 度というのは、実は各市町 村でい ろいろな事務を行う こと になっております。
そういう意味では、新制 度の対象になってい る認 可の保育所でありま すと か認定こども園、こ う
いったものは市町村 があ る程度の権限を持っ てい るものですから、日 々の 業務の中でのお付き 合
いというか、そうい うも のもあるので、そこ は市 町村に担っていただ くの が適切なのではない か
ということなのでご ざい ます。
認可外の事務は都 道府 県で、認可の保育所が市 町村であるというこ とが 、そもそも論としてど
うかという話はあろ うか と思うのですけれど も、実態に即してということ で考えたときに、先 ほ
ど私が申し上げまし たよ うに、元々持ってい る権 限に即してというこ とで 、今の仕組み的には 、
認可外の保育所に関 して は、都道府県にいろ いろ な報告をしていただ いた りとか、あるいは必 要
な場合に指導監督に 入る のも都道府県だとい うこ とがございますので 、そ ういった整理です。要
は、全て市町村にし てし まうと、市町村の事 務も なかなか回らなくなると いう面も総合的に勘 案
しまして、今の形に微妙 な調整を経てなって いる ということが実情で ござ います。
○大森委員

そうな ると 、どうしても市町村 にし てみると、認可外に つい ては自分たちの守備 範

囲ではないからと無 責任 になりがちだと思う ので 、今後、一旦上げた情報 も、市町村とどのよ う
に連携してやるのか とか、もうちょっと市町 村の ほうで責任を持ってやれ るようなシステムに 見
直していただけたら と思 います。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
今のこ とに 関連するこの図の中 に、 最終報告先に、認可 され ていれば内閣府と文 科

省が入るのですが、 認可外だと厚生労働省だ けし か入らない。これでちゃ んとした情報がみん な
に行き渡るのですか 。これはどう考えても、 子供 がどこに入っていよ うが 命が大事で、それを 守
るのが国の仕事です から 、こういう情報の乱 れが 起こるような形で、 本当 にこれでいいのかど う
か。その辺の今の市 町村 も含めてなのですが 、市 町村を通っていけな い、 仕事が増えるとおっ し
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ゃるけれども、そん なに １年間に10件も20件 もそ の地域で起こるわけ では ないですから、子供の
命を守るという意味 にお いては、保育園に入 って いる子たちの全てを市町 村がちゃんと把握し て
おくことも私は大事だと 思うのです。ですか ら、作業第一ではなくて 、も うちょっと子供本位 の
報告の仕方にしてい かな いと、事故はなくな っていかないのではない かと 私は思うのです。
まず一つの質問は 、報 告先が非常に分かれ てい るのはなぜか。共通 なのは厚生労働省だけで す
ね。
もう一つは、同じ よう な質問なのですけれ ども 、そんなに分けなけ ればいけないほど事故が 起
こっているのですかとい う質問です。
○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

ま ず、 報告先なのですけれ ども 、これは上段と下段 で

書き分けております が、上の意味合いなので すけ れども、国のほうで 最初 に報告が入るのは、 例
えば上段のほうは幼 稚園 、認定こども園、保 育所が全部入っているの ですが、幼稚園のほうは 文
部科学省に最初に情 報が 入る、認定こども園 は内 閣府が所管しており ます ので内閣府に入る、 保
育所に関しては厚労 省に入るということなの ですが、最終的には国の ほう で全部共有されます 。
そういう意味では同 じで ございまして、みんな３ 府省で共有していま す。
下は、認可外の保 育所 など、これは全部所 管が 厚労省なものですか ら、 厚労省しか書いてあ り
ませんけれども、現 実には 、重大事故が起きた ときに は３府省で即時共有を行 っておりますので、
これは絵の描き方の 問題 なのかなと思います 。大 変申し訳ございませ ん。
○蟹瀬委員

共有は どういう形でなされてい るの ですか。

○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

ま ず、 データベースに全部入り ますけれども、ただ 、

事故と申しましても 、骨 折などのように年間に何 百件と起こるものか ら、 死亡事故のようなも の
までございますので 、死亡 事故のようなものが 起こ ると、ほぼ即時 にメールの ような形で、我 々、
厚生労働省、文部科 学省 、内閣府と、日常的 に一 緒に仕事をやってお りま すので、その関係の 中
で情報を共有してい ると ころでございます。
認可外も含めて市 町村 でということなので ござ いますけれども、も ちろ ん子供の安全が第一 だ
ということはおっし ゃるとおりなのだと思い ますが、ここで問題にし てお りますのは、事故を未
然に防止するというより かは、起こってしま った事故の検証をするこ とをどこが担うかという こ
とでございまして、現状 、認可外保育所につ いて は都道府県で指導監 督に 当たるということです
ので、少なくとも、 現状 、認可外保育所の情 報を どちらが持っている のか ということで言えば 、
市町村よりも都道府 県のほうに情報があると いう ことも踏まえていま す。
あと、確かに、例 えば 死亡事故は、年間大ざっ ぱに言って15件ほど 全国 で起こっております。
起こってしまった死 亡事 故は何が原因でとい うよ うなことを検証する というのは結構大変な業 務
でございまして、例 えば 大規模な自治体でさ えど う進めていいのかわ から ないという状況でご ざ
います。それを市町 村、 特に町村部のほうで これ をやるということに なり ますと、これはなか な
か大変なことだとい うこ とで、先ほど私が申 し上 げましたように、都 道府 県にサポートしてい た
だく前提で何とか引 き受 けていただいたとい うこ とでございますので 、今 後検証の状況次第で い
ろいろ考え直す要素はあ るのかもしれません が、 まずは始まったばか りと いうことでございま す
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ので、状況の推移を 見て いきたいというのが 、私 どもの率直なところ でご ざいます。
○河上委員長

児童 家庭 局の保育課の方が何 か言 いたそうです。どう ぞ。

○厚生労働省雇用均 等・ 児童家庭局保育課担 当者

先ほど内閣府参事 官か ら御説明したとおり、

都道府県に認可外の 施設についての指導監督 権限があるため、第一義 的に報告を受けていると い
うところなのですけ れど も、市町村と全く関わりが ないかというと、そ ういっ たわけでもなくて、
指導監督についても 市町 村と協力をしてやっ てく ださいと通知で促し てい るところもあるのと 、
基準を守っていない とこ ろについて改善して くだ さいと促したときに 、そ れが守られなかった 場
合などについては、市町 村にその情報を提供して 、市町村においてもそう いった内容について 公
表してくださいとい う形 にしています。そう いっ た情報で、保護者の 方も ある程度、認可外の 状
況については知るこ とができるといったとこ ろです。報告自体は、冒 頭申 し上げましたように都
道府県のほうに第一 義的 に行くことになって いま すが、実際の指導監 督等 の中においては、市 町
村と連携して、また 、必 要な情報は市町村に おい ても公表するという 仕組 みになっているとこ ろ
でございます。
以上です。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
実際、 そん なに市町村において も、 全く無関係というこ とはあり得ないかなと、 私

も思ったのですけれ ども 、こういう図を例え ば市 町村の担当者が見た場合 、結構無責任に解釈 さ
れそうな図なので、実際的な作業は都道府県が サポ ートするなり専門家 がサ ポートするにしても、
責任は市町村が持た ないといけないと、そ うわかる ような形でやってい ただ けたらと思うのです。
同じ市民でありなが ら、 認可外の保育園に入 れた 子供たちはちゃんと守っ てもらえないかのよ う
に見えてしまうので、そ の辺、誤解を生むよ うな 表記は避けていただ いて 、できるだけ市町村 に
責任を持っていただ く形 で行ったほうが、地 元の ことはよくわかりま すし 、後の事情聴取やフ ォ
ローもうまくいくと 思う ので、見直していた だけ たらと思います。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 はいいですか。
今、上 に情 報が上がっていくシ ステ ムは、この絵ですご くわ かったのですが、こ の

後、検証をされて、 ガイ ドラインが出たり、 こう いうことでこれが起 こり ましたということが 、
逆に元へ戻っていく とい うのですか、市町村 があ れば市町村だし、認 可外 であれ、認可であれ 、
都道府県から関係保 育園 なり関係の市町村に 戻っ ていく。一回、出し っ放 しではなくて、それ に
関してこういう検証 が行 われて、こういう結 果で した。その結果、ガ イド ラインがこうなって い
ますというようなも のは 、流れとして今から 考え ていかれる可能性はある のですか。
なぜかというと、死亡 事故は必ずニュース に取 り上げられるのです 。で すから、大変重大な 事
故ですから、知って いる 人は知っているとい う状 況には実はなるので すけ れども、その後のガ イ
ドラインにしても、こう いう事故の分析が行 われ ましたということに 関し ては、ニュースは言 っ
てくれません。事故が起 こりました、子供の この 遊具がだめでしたという ような、そういう話 ば
かりで終わってしま うの で、どういう検証が され て、それに対してど うい うガイドラインがつ い
てきたのかというよ うな ものが、逆に言うと 、現 場に戻っていかないとわ からなくなるという 現
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状だと思うのです。 そういうことを今後考え てい ただけるのかどうか、あ るいは考えていらっ し
ゃるのかどうかをお 聞き したいのです。
○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

ま ず、 もしかすると誤解が ある のかもしれないので す

けれども、自治体で検証 をしていただく。それで 国に報告が上がって くる わけなのですが、そ の
検証を、更に国のほ うで やるということはあ りま せん。ただ、ヒアリ ングをして、３件や５件 、
あるいは年間で言え ば、本当は事故は起こっ てほ しくないのですけれ ども 、不幸にして10件や 15
件など上がってきた とき に、横断的に見たと きに 、全国的に注意しなけれ ばいけないことはこ う
いうことで、こうい うこ とをやれば事故の発 生が もっと防止できるの ではないか。そういうと こ
ろのあぶり出しをす るの が、国レベルの有識 者会 議だと思っています 。で すから、自治体の検 証
が国の専門家の目で 見て どうだったのかとい うこ とではなくて、全国 から 上がってくる検証を 横
串で見たときに、こ うい うレッスンが得られ まし たというものは、正に再 発防止策の提言とし て
有識者会議で出して いた だくことになります ので 、フィードバックす るた めにそれをやるとい う
ことで考えてござい ます 。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

先ほどの認可と認 可外 でどういうルートでどこ がやるのかは、そも そも 保育施設そのものの 所
管の問題にも関わる ので 、今回の、事故情報 をど う集約し、どう分析する のかということで言 え
ば、きちんとしたル ート と、誰がそれについ て情 報を集約するのか、 ある いは検証するのかと い
うことの筋道をしっ かり 整理されたという意 味で 、私は評価できるも のだ と理解しています。
その中で、現状をお伺 いしたいのですが、 資料 １の５ページ目、先 ほどの御説明の中でもご ざ
いましたが、基礎自 治体 が検証をしていくと いっ ても、規模によって しっ かりできるところ、 で
きないところ、学識経験 者とか、医師とか、 弁護 士とか、きちんと関 係者を委員として集めて 検
証の委員会を設置し 、検 証して、その結果を 報告 する。それがそもそ も現 場で動いているのだ ろ
うかというところは 、多 少気掛かりなところ はあ ります。
そこでお伺いした いの は、死亡事故あるい は重 篤な事故、検証の対 象範 囲とされる重大事故 に
対して、各自治体が 検証 委員会というものを どの ぐらいの期間のうち に設 置し、どのぐらいの期
間で一定の結論を出 し、 報告を上げているの か。 そもそも対象とする事故 がきちんとそういう 検
証委員会の形につな がっ ているのかどうか。 そこ がまだ十分ではない とす ると、また別の問題で
すし、そこはできて いる けれども、期間が非 常に長くかかっていると いう のも、また次の課題 に
なるし、どの辺が現 在の実施状況における到 達点 なり実情なのかとい うこ とを、おわかりの範 囲
でお伺いできればと 思い ます。
○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

要 は、 自治体の事後の検証 が今 、どのような動きにな

っているのかという こと かと思います。現時 点で 、既に検証委員会を 立ち 上げて作業に入って い
るところは４つでご ざい まして、ただ、死亡事故 の件数はもう少し多 いの だと思います。ただ 、
死亡事故があった後 に、例えば警察のほうで 関係 書類を全部押収するなど ということが起こり 得
まして、そういうこ とが 起こると着手するの に時 間がかかったりとい うこ とがありますので、 事
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故が起きてからどれぐら いのタイミングでそ の検 証委員会が実際に立 ち上 がるのかということ に
関して言いますと、 かな りまちまちな状況にはな っております。
あとは、もう少し スピ ードが速く検証報告 がな されたほうが、それ はい いのですけれども、 先
ほど申し上げましたよう に、皆さんも初めて の経 験で、手探り状態で やっ てこられたというこ と
もあって、時間はか なり かかっているのが現 状でございまして、まだ、今 のところ、今年度が始
まってからもう10か月が たたんとしておりま すけ れども、最終報告書 が出 てきたという状況に は
まだなっていません 。た だ、そういうことが ある ので、情報共有、い ろい ろな経験を共有して い
ただくための場をセ ットしたいと考えているとこ ろでございます。
○河上委員長
○増田委員

増田 委員 、お願いします。
いろい ろ教 えていただいて、あ りが とうございます。

追加で教えていた だき たいのは、現場への 届け方なのですけれども 、検 証をして、３か月に １
回程度の割合でデー タベ ースに掲載されるという ことですが、具体的 に現 場に届ける場合、全 国
的に必要だというこ とで あれば、市町村を通 じて 届けるのか、それと も国 から、例えばメルマ ガ
のような形で届ける のが 一番早いかと思うの です けれども、どういう 形で 保育士さんたちのと こ
ろに届くのか、そう いう仕組みがあるのかど うか、お聞きしたいと思 いま す。
もう一つは、現場 の方 たちが気を付けなく てな らないことは、非常 に大 変だと思います。ガ イ
ドラインやマニュア ルな どで規定されている こと が、実際にもう既に なさ れていても事故が起 こ
るでしょうし、なさ れて いなければもっと起 こる 可能性も高いだろう と思 います。それを、ソ フ
ト面でカバーするよ うど うやったらいいのか とか、現場でいかに事故 が起 こらないようにする の
かのプラスアルファ も必 要かと思います。多 分、決められたことだけ では 全部が全部防ぐこと は
難しいと思うのです 。し かも、現場はすごく 大変 なところだと思うの です。そこのところの手 当
というか、何かフォ ローのようなことはある のでしょうか。
○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

ま ず、 データベースに関し て言 いますと、これは検 索

がしづらいとか、い ろい ろな問題を抱えてはいま すけれども、今後改 善を していけば、再発防 止
策を分析するための非常 に重要なものになる はず なのです。これはホ ーム ページで公開してい ま
すので、誰でも見ら れる といえば誰でも見ら れる のですが、これを現 場の 保育士さんたちに日 常
の業務の中で見てい ただ くということを考えます と、なかなかしんどい面 もあります。
ガイドラインも、 研修 などの場でまとまっ た時 間をとっていただい て読 んでいただくこともも
ちろん必要で、そう いうこともお願いはしている のですけれども、そ こそ この内容がございま す
ので、それを多くの人に 一遍にどんと見てい ただ くのは結構難しいと ころ がございます。
そういう中で、例 えば今年度に入ってから も、 お昼寝の時間に、う つ伏 せ寝なのかと思いま す
けれども、亡くなる ケース が出ておりまして、そうい うことが見てとれる 場合 には少し緊急的に、
言っている中身は別 に新 しいことではなくて も、自治体に、例えばこ ういうケースが後を絶た な
いですよと。ただ、それ を言うだけだと何か 私た ちのアリバイ作り的 な通 知を出して終わりに な
ってしまいますので 、注 意喚起をするときに 、ガ イドラインの中身の コア な部分を少しぱっと 見
てわかるような、例 えば 、保育現場でポスタ ー的 に貼っていただける ような周知啓発のツール を
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新たに作りまして、 それ をセットにして、現 場に 届けさせていただい てお ります。
また、今後もそう いっ た形で、あるいは有 識者 会議でこれまでわか らな かったような再発防 止
策がもし仮にわかっ たと したら、同じような 形で なるべく早く現場に その 情報が行き渡るよう な
工夫を今後ともやっ てい きたいと思っており ます 。
○河上委員長
○長田委員

長田 委員 、どうぞ。
ありが とう ございます。

データベースを拝 見す ると、非常に細かく いろ いろな報告が書いて あり 、検証もされている と
拝見いたしました。この データベースができ たこ とは、非常に評価で きる と思います。
その中で、今回、 有識 者会議の中でもお話 が出 ていたと思うのです が、 事後的な検証は重大 事
故を今、中心にやっ てお られるわけですけれ ども 、検討会のほうで、 ２ペ ージのところに、い わ
ゆる重大事故以外の 事故 やヒヤリハット事例につ いては、施設・事業 者は 適宜検証を実施する と
書いてあるわけです が、 せっかくあれだけのデー タベース、事故例が上が ってきている中で、 そ
れを少し網羅的に検 討し て、何か注意すべきこと があるのではないか とい う検証が必要であろ う
という御指摘は有識 者会 議でも出ていたと思 うの ですけれども、是非、い ずれそこにも手を付け
ていただきたいとい うこ とです。
それから、消費者 委員 会の建議のほうで、厚労 省にベビーシッター 事業などの情報の収集に つ
いても建議が出てい ると 思いますが、そちら のほ うの動きはどうなっ てい るのか教えていただ き
たいと思います。
○厚生労働省雇用均 等・ 児童家庭局保育課担 当者

認可外保育施設に つき ましては、いわゆるベ

ビーシッターも含め てな のですが、今まで５人以 下の施設は届出の対 象外 だったのですが、省 令
を改正しまして、平 成28年４月からは、一人でも お子さんを預かると ころ については、届出を課
すことにしておりま して、それによりまして 、適切な情報把握を行うこととし ております。ま た、
事故報告についても 、ベ ビーシッターも含め てそ ういったところで提 出し ていただくような仕 組
みでございます。
○長田委員

平成28年の ４月ということは、 １年 はたたないですけれ ども 、その中で、実際に そ

ういう小規模なベビ ーシ ッター事業のほうで事故 の報告はあったので しょ うか。
○厚生労働省雇用均 等・ 児童家庭局保育課担 当者

まだ具体的にどの ぐら いの割合で出されて い

るのかという状況を 、こ れから正に精査する とこ ろでして、今のとこ ろ、 データは持ち合わせ て
いないのですが、そ の届出が義務になったと いうことについては、課 長会 議等の場なり、そう い
った機会を捉えて周 知を しているところでご ざい ます。
○河上委員長

よろ しい ですか。ほかにはい かが でしょうか。

これは重大事故で すか ら、消費者庁にも情 報が 集まっているはずで すね 。消費者庁からのフ ィ
ードバックは結構あ るも のですか。
○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

今 のと ころは、特段のフィ ード バックはない状況だ と

認識しております。
○河上委員長

この 検討 会には消費者庁も出 てい る状態ですか。
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○内閣府竹林子ども ・子 育て本部参事官

出 席は いただいてはいない です 。ただ、消費者庁の ほ

うでは、教育・保育 施設 だけではない、もっ と幅 広い子供の事故につ いて 、情報共有したり、話
合いをするような、 関係 省庁間の連絡会議的 なも のをやっていただい てお りまして、私どももそ
こには参加しておる 状況 ではございます。
○河上委員長

ほか 、よ ろしいですか。

平成27年６月のフ ォロ ーアップ以降、教育 ・保 育施設における事故 の防 止のためにガイドラ イ
ンの作成であるとか 、あ るいは有識者会議の 設置 など、様々な取組をされ ているということで 、
これは評価したいと 思い ます。
建議で述べました よう に、保護者は我が子 の安 全が守られていると信じ て、幼稚園や保育所 な
どの教育・保育施設 に我 が子を託しているわ けで ありまして、こうし た場 において、子供が亡 く
なったり、重篤なけ がを負ったりするような 事故 を防ぐということは 、今 後とも重要な課題に な
ろうかと思います。先ほ ど来、委員の方から 指摘 がありましたけれど も、 情報の集め方、共有 の
仕方に関して、特に 市町 村がある意味では中 核に ならないといけない 部分があるのだとすれば、
それはむしろ事実上 では なく、表に出して市 町村 にもここに関わって いた だくということも必 要
ではないかと思いま す。
それから、情報の フィー ドバックの仕方、こ れも必 ずしも明確ではない 部分 がございますので、
このフィードバック の在り方についても、更に検 討をしていただきた いと思います。
最後は、検証の問 題で すけれども、これは 相当 難しい問題があって 、そ れほど単純に、全て の
件においてできると いうわけではないかと思 いま す。その検証の実効 性を 高めるためにどうい う
工夫が必要かという辺り も、是非御検討いた だけ ればありがたいと思 いま す。
関係省庁におかれ まし ては、引き続き、事故の防 止のための事故情報 の分 析・活用、とりわけ 、
再発防止等のための 知見 を得る適切な事故の 検証 体制の構築と運用に つい てしっかり取り組む こ
とを期待したいと思 いま す。
内閣府子ども・子 育て本部におかれまして は、 お忙しい中、審議に 御協 力をいただきまして 、
誠にありがとうござ いま した。
（内閣府、厚生労働 省退 席）

≪３．健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運
用見直しについての建議の実施報告を受けた対応の検討について≫
○河上委員長

次の 議題 でございますけれど も、次の議題は「健康食 品の 表示・広告の適正化 に

向けた対応策と、特 定保 健用食品の制度・運 用見 直しについての建議 の実 施報告を受けた対応 の
検討について」であ りま す。
当委員会は、昨年 ４月 に「健康食品の表示 ・広 告の適正化に向けた 対応 策と、特定保健用食 品
の制度・運用見直し につ いての建議」を消費 者庁宛てに発出いたしま して 、同年12月６日、12月
20日、２度にわたっ て、 この建議に対する対 応状 況について消費者庁 からヒアリングを行いま し
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た。その結果 、残念なが ら、依然として対 応が不十分 ではないかと思われ る点 が複数ありまして、
また、今後の取組に つい ても不明確な事項も あっ たことから、異例で はあ りますけれども、同 建
議に関連して、建議 への 実効性のある対応を 求め る内容の意見書を公 表し たいと思います。
お手元に配付して いる 意見書案がございま すが 、この意見書案は、 これ までのヒアリングの 際
の委員の意見等に沿 って 事務局がまとめたも ので あります。事務局から内 容について簡単に御 説
明をいただいた後で 、議 論をしたいと思いま す。
では、事務局から 説明をお願いします。
○丸山参事官

お手 元の ほう、資料２、右肩 に記 してあるものを御覧にな っていただければと 思

います。
まず、柱書きの部 分で すけれども、先ほど委員 長からお話がありま した 、消費者庁からのヒ ア
リングを行った結果 とい うことで、依然とし て対 応が不十分と考えら れる 点が見受けられると い
うことで、当委員会 のほ うで、建議への実効 性あ る対応の実施に向けてと いうことで、意見を 整
理したものでござい ます 。
以下、構成でござ いま すけれども、大きく ３つ で意見のほうは構成 され ております。
まず１つ目で、表 示・ 広告の関係というこ とで 、一層の適正化に向 けた取組の強化について と
いうことです。
「（１）消費者への周 知 の強化」ということで整 理をしております。ま ず、建議事項のうち、い
わゆる特保の表示・ 広告に関する制限の周知 です とか、あるいは健康 増進 法、健増法における 誇
大表示の範囲の明確 化については、建議のほ うで 求めさせていただい た対 応が、ある程度行わ れ
たということです。 他方 、消費者等への周知 の強 化に関しましては、 当委 員会で求めた多くの 人
の目にとまる形で健 康食 品に関する基礎知識 や特 保に関する周知とい うも のが依然行われてい な
いということで考え てお ります。特に、高齢 者が 日常生活の中で目に とめ やすいCSですとかBSを
含むテレビ、新聞、雑誌 といった形での周知 を行 うことが極めて重要 とい うことで考えており 、
早急に行っていただ くこ とを強く求めるとい うこ とで、まず整理をし てお ります。
「（２）健康 増進法に基 づく速やかな監視・指導」ということです。４月の建 議におきましては、
健増法改正に関する検討 ということで求めさ せて いただきましたけれ ども 、こういったことにつ
いて、その趣旨とし ては 、昨今、物品の供給を行 う事業者を対象とす る景 品表示法では対象と は
なり得ない「何人も」対 象となる健増法でし か監 視・指導、それから 、措 置ができないような表
示・広告が増加して おり 、その内容も適切と 思え ないものが多いとい うこ とで考えております 。
今回のフォローアッ プの 中で、消費者庁から は、 健増法の改正を行わ なく ても、適切な監視・指
導、それから、措置 は行 えるということで御 回答 がありましたけれど も、 健康食品の表示・広 告
の中には、依然とし て適 切でないと思われる もの が多いということで考え ております。このこ と
から、健増法も十分 に活 用し、更に速やかな 監視 ・指導を行うことを 強く求めるというようなこ
とで記しております 。そ の際ではありますけ れど も、現行の健増法におき ましては、現状以上 、
監視・指導、措置は行え ないということであ れば 、本来の建議で求め た健 増法改正に関する検 討
も速やかに行うべき であ るということで整理 をし ております。
14

２つ目でございま すけ れども、特定保健用 食品 、特保の制度の運用 の見 直しについてという こ
とです。
まず「（１）特定保健用 食品の販売後の事後 チェ ックの確保」ということ で整理をしてございま
す。特保の制度につ きま して、消費者庁に移 管さ れて以降、収去調査 につ きまして、一度も実 施
されていないという こと があります。こちら につ きまして、建議のほ うで は、法令に規定され て
おります収去調査の 実施 ということで求めた とい うことなのですが、 消費 者庁からは、今後、法
令に基づかない買上 調査 のほうで対応すると いうことで、収去調査でなく ても、許可した内容 と
明らかに異なる内容 の製 品を見つけた場合に は、 この結果をもって行 政処 分の対象とできると い
うことで、見解が示 され ました。当委員会といた しましては、収去調 査、 それから、買上調査を
問わず、販売されて いる 特保の成分分析を行 政自らが実施することを 強く求めたいということ 。
それから、有効性、 安全性に問題がある製品 が見 つかった場合には、速や かに行政処分を行う こ
とを強く求めるとい うこ とで整理をしており ます 。
なお、買上調査の結果 が、現時点での消費 者庁 の見解と異なって、何ら かの要因で指導や措 置
に直結しない、改め て収 去調査をしないと行 政指 導ができないという 状況 となった場合には、 建
議のほうで求めまし た、収去調査を無作為に 実施 するよう運用を速や かに 改めることを強く求 め
たいということで整 理を してございます。
「（２）新たな科学的根 拠の適切な収集方法の確 立と再審査の有効性 確保」ということで整理を
してございます。建 議におきましては、更新 制の 代替機能も併せ持つ 再審 査制を検討すべきと い
うことで、再審査制 の有効 性の検証と見直しと いう ことで求めましたが 、現時 点におきましては、
消費者庁のほうでは 具体 的な検討は行われて おら ず、今後検討を行う とい う御報告もありませ ん
でした。
また、今回のフォ ロー アップにおきまして は、 当委員会で再審査の開始 判断で必須となる新 た
な科学的知見、この 解釈 につきまして、庁の見解 をただしましたが、 現時 点では明確な見解が 示
されず、今後検討し 、明 文化するというお答 えがあったところです。
特保をはじめとす る機 能性を表示すること が許 可された製品に含ま れる関与成分の有効性、 安
全性の評価は、科学 の進 歩に伴って日々変化 する 可能性がございます 。更 新制がない現状では 、
こうした点に対応し た論 文を含む新たな科学 的根 拠が適切に収集でき 、結 果として再審査制が 有
効に機能することが 、製 品に含まれる成分の有効 性、安全性を、行政 が消 費者に対して担保し 続
けられる唯一の手段 であ るということで考え てお ります。
また、更新制の代 替と しても再審査制を機 能さ せるためには、許可 申請 時に求められる試験水
準の大幅な変化とい うこ とが再審査の要件に含ま れることを明らかに し、 その点も踏まえて、再
審査の必要性の有無とい うことで検討をする 必要 があると考えており ます 。
このことから、委 員会のほうにおきまして は、 新たな科学的根拠の 適切 な収集方法の確立、 そ
れから、再審査が必 要と なるような要件の見 直し を含む再審査制を有 効に 機能させるために必 要
な検討、体制整備を 早急 に行うことを強く求 めた いということで整理 をし ております。
ただし、再審査制 を更 新制に代わる取組と して 有効に機能させるこ とが できないということ で
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あれば、今回の平成28年 の４月よりも前に、更に 提言をしております 平成23年の提言で記され て
いるような更新制の 導入検討を速やかに行う べき であるということで整理 をしてございます。
最後に、３つ目で、「そ の他」でございます。
今回のフォローア ップ の中のほうで、消費 者庁 から実施予定、検討 予定 ということで説明をい
ただいた以下の事項 につ いて、迅速かつ確実な実 施を求めるというこ とで 、３点ほど記してご ざ
います。
１点目は、事業者 に対 して、特保の広告に バラ ンスのとれた食生活 の普 及啓発を図る文言の 表
示を求めること。
２点目は、特保の 許可 後の事後チェックを 迅速 かつ適切に実施する こと 。特に、特保の買上 調
査を実施し、成分分 析を 行い、調査分析の結 果、 製品に問題があるこ とが明らかになった場合 に
は、速やかに適切な行政 処分を行うこととい うこ とで書いております 。
３点目は、最後で あり ますけれども、特保 の製 品情報公開を義務化して 、公開情報の内容の充
実を図ることという こと で記してございます 。
全体のまとめであ りま すけれども、当委員 会といたしましては、今 回の フォローアップに不 十
分な点があったとい うこ とも踏まえて、今後 も上 記、今まで説明させ てい ただきました意見へ の
対応を中心に、引き 続き 、建議事項全体につ いて対応状況を消費者庁 に確 認していきたいとい う
ことで考えておりま す。
説明は以上でござ いま す。
○河上委員長

あり がと うございました。

それでは、ただ今の御 報告の内容について 、御 質問、御意見のある 方は発言をお願いいたし ま
す。いかがでしょう か。
阿久澤委員、どう ぞ。
○阿久澤委員

今、 事務 局より意見の案とし て御 説明いただきました が、 その中にもありまし た

ように、建議への取 組と して、不十分な内容 が散 見されるということで、 この内容で意見する こ
とが重要であり、必 要で あると思っておりま す。
また、さきの消費 者庁長官の記者会見にて 、岡 村長官の抱負として 、そ の中で、特定保健用 食
品については、昨年 起き た許可取消事案に触 れま して、一層の制度の 信頼 性向上に必要な対応 を
とってまいりたい、 また 、再発防止に努めて いく とのことでした。安 心し て商品選択するため に
は、制度も事業者も信頼 されなければならな いわ けですし、再発を防 止す るには、制度・運用 の
見直し、適正な表示 ・広 告となるような対応 が必 要だと思います。正に必 要と思われる対応の 内
容が、この建議とい うこ とになっているかと 思い ます。消費者庁とし ては 、長官の抱負を遂行 す
るためにも、まず、建議 に対する実施が不十 分で あった内容への真摯な取 組が有効であろうと考
えております。
このような理由か らも 、是非本意見は、内 容も 端的に記されており ます し、改善につながる 有
効的な意見であると思い ますので、消費者庁 とし ては、これに対して しっ かりと対応していた だ
ければと思います。
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以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ う。
樋口委員、どうぞ 。
○樋口委員

この意 見に 盛り込まれている内 容は 、現状においてのや むを 得ざる最小限のこと で

はないかと思うので す。 この原案について、 文章 については特に意見 はあ りませんが、例えば こ
れをいつまでに実施 して いただけるのかとい うこ とは非常に重要なポ イン トなので、消費者庁 に
おいて、是非お考え いた だきたいと思います 。
それから、本質的 なこ とを言えば、更新制 とい うことは非常に重要 な課 題であると思います 。
ここに述べられてい るこ とについて、きちん と実施ができない場合に は、 この文章にも書いて あ
るように、更新制と いう ことをしたほうが行 政コ ストも低くて済むし 、消 費者にとってもわか り
やすい制度になり得 ると いうことを、ここの 文章 に書いてあるという こと だけではなくて、実 際
にそういう局面もあ り得 るのではないか。ス ケジ ュールとしてきちん と対 応を示していただか な
ければ、そういう状 況があるし、そのほうが 消費 者のためになるので はな いかと、私は個人的 に
は思っております。 そう いった点も是非御留 意い ただければと思いま す。 文案については意見 は
ありませんが、特にスケジ ュールの点です 。この点に ついては、是非 よろしくお 願いいたします。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ うか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、私もこの意 見を 出すことに賛成で、 むし ろ必要な意見だとい うこ とを前提に少し補足し
たいと思うのです。
ヒアリングを重ね てい く中でも、現在の体 制な り、予算の中で精一 杯や っておりますというこ
とで御説明をいただいた わけですが、今、こ の健 康食品に関する制度 が非 常にわかりにくくな っ
て、消費者からも見 えにく い、いわば信頼性に関わる ところまで来ている とい うことからすれば、
予算も人員も、更に は制 度見直しも含めて本 気で やっていかないと。 業界 の中では、健康食品を
どんどん今の多様な 制度の中でそれぞれ活用 していけばいいのだとい う意 見ももちろんあるの だ
と思うのですが、そ れがかえって制度の信頼 を失 って、全体として社 会的 な評価が下がってし ま
うということになりかね ない。むしろ、こういう 制度を作って運用をして いる中で、今、その 分
岐点になっているの では ないかと思うのです 。
例えば、消費者へ の周 知というところで、 ヒア リングの中では政府 広報 の枠の中でいろいろ取
り組んでいるという こと でしたが、特段に予 算を 注いででもやらなけ ればならないことでしょ う
し、あるいは買上調 査、 あるいは収去調査と いう辺りも、人的な体制 に関わるのであれば、そ こ
もきちんと手当てし て、 それは消費者庁だけ なの か、あるいは厚労省 とも 協力する必要がある の
か、そこも体制をし っか り作ってやっていくこと が必要だと思います 。
現在は、調査を委 託し て、専門機関に全体 の検 討を依頼していると いう ことでしたが、そう い
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ったところもしっか りと 結果を公表して、見 える 状態の中でどう改め てい くのかを議論してい か
ないと、どうも水面 下で 四苦八苦しておられ るの でしょうけれども、 それ が見えないために、 信
頼をますます失うこ とに なりかねないと、逆 に心 配しているところで す。 その意味で、今回の 意
見は、消費者庁に頑 張っ ていただくための応 援の ために出した意見だ と私 は理解して、賛成す る
ものです。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
私は消 費者 庁ができたときに、 心よ り喜んだ消費者の一 人で す。現状は、消費者 庁

の危機的状況だと思 って います。ヒアリングの中 でも、私はすごく危 機感 を持っていたのですけ
れども、何かのんび りし たような印象をすご く受 けました。この意見は、 もちろん賛成ですし 、
これをスピード感を持っ てやっていただくと いうことが、最低限、消 費者 の信頼をつなぐこと に
なると思うので、是 非お 願いしたいと思いま す。
○河上委員長

よろ しい ですか。

鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

私も、 この 意見案にもちろん賛 成な のですけれども、こ こに 書いてあるのは、こ の

特保制度をめぐる問 題点の中でも極めて重要 な点であると考えており ます。ほかにも問題があ る
点はあるのだろうと 思い ますけれども、特に 、一 つは表示・広告の問題で 、特保に関する表示 ・
広告は非常に誤解を生じ ている部分があって 、そ れは、一つには特保 制度そのものに対する理 解
が消費者の間で十分 では ないということによ るも のであり、もう一つは、 そういう理解という も
のを超えて、明らか に不 適切な表示・広告と いう ものが散見されると いうことによるものであ り
ます。それがここの１ の（１）
（２）にまとめられ て いるところで、これは明 らかに、現状はまず
いので対応が必要だとい うことだと思います 。
もう一つの２のと ころ は、先ほどから 御意見があ りましたように 、本来、更 新制がとられると、
こういうことをそれ ほど 気にしなくてよかっ たの かもしれないのです けれ ども、更新制がとら れ
ていないことによっ て、 ともすると、一旦許 可さ れたら、あとは野放 しの ようなことになって し
まうおそれもあると いう ことであり、そう いう不適 切な事態が現実化し ない ようにということで、
事後チェックをきち んと するということが必 要だ と思います。
また、内容を変え たと いうことではなくて も、 科学的な知見が積み 重な り評価が変わってく る
ということもあるの で、 その点も含めてチェ ック をする必要があると いう ことだと思います。
それから、２の（ １） に関しては、厚労省 の所 管であったときには かな り収去調査が積極的 に
やられていたという こと であるにもかかわら ず、 消費者庁に移管され てか らは、収去調査は一 度
もなされておらず、買上 調査でいきますとい うこ とのようですけれど も、買上調査も積極的な実
施がなされているわ けで もないということです。 およそ調査をしないと適 切かどうかは判断で き
ないわけでして、せ っか く消費者の利益のた めに 消費者庁ができたわ けで すから、人的あるい は
予算的な制限も抱え てら いらっしゃるのかも しれ ませんけれども、消 費者 庁の本来設置された 趣
旨というものを踏ま えて 、是非、このところ は頑 張っていただきたい と思 います。
○河上委員長

あり がと うございました。
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ほかによろしいで すか 。
蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

１の（ １） について、特保とは 何か を知らせるためにCS、BSテレビ、新聞、雑誌 と

いった形での周知を 行うことが大事であると 書か れているのですが、これ はあくまでもテレビ で
物を売っている特保 がタ ーゲットであって、スー パーマーケットにも特保 は売られていますし 、
シルバーの方はむし ろ、テレビで買う方もい るけ れども、売り場で買 う方 も出てくる。そうし た
ときに、この流れて いく ものだけではなくて 、例 えば市の広報とか、 ある いは売り場において の
特保というものはど うい うものなのかという教育 ですか。こういう視 点で 作られています、だ か
らバランスのいい食 事は 大事ですというよう なこ とが、目に付くとこ ろに 、例えばチェッカー の
横などにガムを売っ てい るごとく置いてある とか 、本当に考えている のだ ったらそこまで踏み 込
んでおかないとだめ なの ではないかと思って いる のです。
ですから、消費者は、 結構特保が何なのかわか らない、ほかのもの も沢 山いろいろな名前が 出
てくる、それが全く わか らないというのが、 ホー ムページに来ればわ かる よということではな い
のではないかと思っ てい ます。例えば市の広 報誌 だとか、区の広報誌 とか 、シルバーの方が目 に
するものにちょこっ と書 いてある。私なども 、市か ら送られてくるもの も一 応ぱっと見るのです 。
でも、そこにちょこ っと 書いてあることによ って 見識が広がるという か、 選択をするときの基 準
がきちんとできてく るよ うな気がします。で きれ ばそういったものに まで 広げて評価をしてい く
ことが大事なのでは ない かと思いますので、是非 検討いただきたいと 思い ます。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

ほかによろしいで すか 。
それでは、特に修 正の 御意見はなかったの で、 この意見書を正式に 公表 して、消費者庁に対 し
て建議への実効性のある 対応を求めることに した いと思います。
この意見書の最後 のと ころにも記述してお りま すけれども、当委員 会は 、この意見書に記載し
た意見への対応を中 心に 、引き続き、建議事 項へ の対応状況を消費者 庁に 確認してまいりたい と
考えております。消 費者 庁は、特保の買上調 査を 今年度中に行うとい うこ とでしたので、３月の
末ごろに、再度状況 の確 認を行いたいと思い ます 。しつこいと思われ ない で、是非状況につい て
御報告をいただきた い。
先ほど、いつまで に実 施するのかというス ケジ ュール感をきちんと 示し てほしいという樋口 委
員からの御意見もご ざい ましたけれども、少 なく とも、実施報告のヒ アリ ング時に、消費者庁 が
実施予定又は検討予 定と 説明していた事項につい ては、消費者基本計 画工 程表の中で、きちん と
いついつまでにとい うこ とで、べたっとした 矢印 にしないで、それぞ れこ こまでにはこれをや る
という形で、工程表 にも 反映をしていただきたく 思いますので、消費 者庁におかれましては、そ
の点を含めて、積極 的なお取組がなされるこ とを強く期待したいと思 いま す。
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≪４．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上になります。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議の日程や議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会ホームページ 等

を通じてお知らせさ せて いただきます。
なお、この後、委 員間 打合せを行いますの で、 委員の皆様方におか れて は、委員室にお集ま り
ください。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところをお集 まりいただきまして 、あ りがとうございまし た。
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