
（参考）

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

22,268か所 22,354か所 22,490か所 22,570か所 22,699か所 22,848か所 22,909か所 22,925か所 23,069か所 23,385か所
（100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%）
12,426か所 12,246か所 12,358か所 12,090か所 11,848か所 11,602か所 11,327か所 11,009か所 10,760か所 10,515か所
（55.8%） （60.1%） （59.7%） （53.6%） （52.2%） （50.8%） （49.4%） （48.0%） （46.6%） （45.0%）
9,842か所 10,108か所 10,132か所 10,480か所 10,851か所 11,246か所 11,582か所 11,916か所 12,309か所 12,870か所
（44.2%） （39.9%） （40.3%） （46.4%） （47.8%） （49.2%） （50.6%） （52.0%） （53.4%） （55.0%）

6,722か所 7,102か所 7,200か所 6,995か所 7,130か所 7,120か所 7,260か所 7,376か所 7,221か所 7,145か所
（100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%）
4,064か所 4,265か所 4,295か所 4,145か所 4,175か所 4,124か所 4,120か所 4,066か所 3,971か所 3,802か所
（60.5%） （60.1%） （59.7%） （59.3%） （58.6%） （57.9%） （56.7%） （55.1%） （55.0%） （53.2%）
2,658か所 2,837か所 2,905か所 2,850か所 2,955か所 2,996か所 3,140か所 3,310か所 3,250か所 3,343か所
（39.5%） （39.9%） （40.3%） （40.7%） （41.4%） （42.1%） （43.3%） （44.9%） （45.0%） （46.8%）

（33,486人） （35,157人） （39,557人） （41,399人） （45,369人） （48,065人）

10,749人 10,719人 11,113人 11,080人 10,921人

(軽度障害児を含む実障害児数)
- - - （31,026人）

10,670人

保育所数

公　立

私　立

障害児受入保育所数
(特別児童扶養手当支給対象児)

公　立

私　立

受入障害児数
(特別児童扶養手当支給対象児)

10,188人 10,492人 10,428人 10,602人

2,500か所

4,500か所

6,500か所

8,500か所

10,500か所

12,500か所

10,000人

10,200人

10,400人

10,600人

10,800人

11,000人

11,200人

11,400人

11,600人

11,800人

12,000人

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

受入児童数 受入保育所数（公立） 受入保育所数（私立） 公立保育所数 私立保育所数

（児童数） （か所

障害児保育の実施状況の推移
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人
件
費

程度 身体
障害

知的
障害

精神
障害

発達
障害

重度

中度

軽度

物件費

地方交付税

障害児：保育士
４：１

ア．障害児保育にかかる職員の加配（一般財源化）

○ 昭和４９年度から平成１４年度まで、障害児保育を行う保育所に対し、特別児童扶養手当支給対象児童４人に対し、保育
士を１人配置できるよう、補助を行っていた。

○ 平成１５年度以降、当該事業が一般財源化され、特別児童扶養手当支給対象児童４人につき保育士１人の配置を地方交
付税算定対象とした地方財政措置を行うこととなった。

○ 平成１９年度、障害の程度が重い児童以外にも特別な支援が必要な児童が、保育所に多数受け入れられていたことから、
地方交付税の算定対象を軽度障害児に広げ、特別な支援が必要な児童２人に対し保育士１人の配置とする要望を行い、地
方交付税を拡充した。

人
件
費

程度 身体
障害

知的
障害

精神
障害

発達
障害

重度

中度

軽度

物件費

人
件
費

程
度

身体
障害

知的
障害

精神
障害

発達
障害

重
度

中
度

軽
度

物件費

補助金

障害児：保育士
４：１

地方交付税

障害児：保育士
２：１

＋

必要な物件費

＜平成１４年度＞ ＜平成１５年度＞ ＜平成１９年度～＞

障害児保育の現状について

障害児保育事業（補助金） 地方交付税措置 地方交付税措置の拡充

イ．職員の資質向上
障害児保育担当者研修会（特別会計）
保育の質の向上のための研修事業の実施（安心こども基金）

ウ．障害児受け入れに必要な施設の改修等（保育対策等促進事業費：特別会計）

保育環境改善事業（保育所障害児受入促進事業） 補助単価１００万円（補助率１／３） 51



・ 保育所、幼稚園、認定こども園

・ 小学校、特別支援学校

・ その他児童が集団生活を営む施
設として、地方自治体が認めたも
の

保育所等訪問支援の概要
○事業の概要

・ 保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集
団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保
育所等の安定した利用を促進。

○対象児童

Ａ保育所

Ａ幼稚園

Ｂ幼稚園 Ｂ保育所

児童発達支援センター
事業

保育所等訪問支援

集団生活への
適応支援

集団生活への
適応支援

集団生活への
適応支援

集団生活への
適応支援

○訪問先の範囲

◆ 障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な
支援等 ①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）

②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等）

◆ 支援は２週に１回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。
◆ 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士（障害の特性に応じ専門的な支援が
必要な場合は、専門職）を想定。

○提供するサービス

個別給付の
ため障害受
容が必要

相談支援事業や、スタッフ支援を行う障
害児等療育支援事業等の役割が重要

保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児
＊「集団生活への適応度」から支援の必要性を判断

＊発達障害児、その他の気になる児童を対象
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⑤その他
○ 公定価格上、質の改善のために検討すべき項目として、どういった項目が考えられるか。
検討例①：研修の充実
検討例②：保幼小の連携強化

（参考）保幼小連携・接続の状況

ステップ０

10.7%（187）
ステップ１

8.7%（151）

ステップ２

62.1%（1082）

ステップ３

13.8%（240）

ステップ４

3.2%（55）
幼稚園・保育所

ともに未設置

1.5%（27）

各市町村における幼稚園・保育所の学校教育・保育と小学校教育との連携・接続の状況については、「ステップ２」が62.1％（1,082市町村）と
最も多く、「ステップ３」、「ステップ０」、「ステップ１」、「ステップ４」と続く。

連携から接続へと発展する過程のおおまかな目安
（幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方につい
て（平成２２年１１月１１日 幼児期の教育と小学校教育の円
滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議））

ステップ０：連携の予定・計画がまだ無い。

ステップ１：連携・接続に着手したいが、まだ検討中である。

ステップ２：年数回の授業、行事、研究会などの交流がある
が、接続を見通した教育課程の編成・実施は行わ
れていない。

ステップ３：授業、行事、研究会などの交流が充実し、接続を
見通した教育課程の編成・実施が行われている。

ステップ４：接続を見通して編成・実施された教育課程につい
て、実施結果を踏まえ、更によりよいものとなるよ
う検討が行われている。

（ ）内は市町村数

母数：市町村総数

出典：平成24年度幼児教育実態調査

＜主なご意見＞
・ 保育要領に基づき質の向上に資する取り組みを行っている施設に加算するなど、保育要領と整合性をもって設定していくことが必要。
・ 研修、保幼小の連携強化については加算での対応が必要。
・ 研修の充実は基本中の基本であり、施設類型を超えた合同の研修により、情報を共有し学び合うことも大事なこと。
・ 研修は全ての施設・事業で必要であり、受講費や代替職員の配置を支援していただきたい。
・ 教育委員会には幼稚園担当の指導主事がいるが、今後、幼稚園だけではなく、保育所や認定こども園を含め支援していくなど、研修や保幼小の連携を
支援していく行政の体制整備や当該支援に係る取組を公定価格に反映していくことも重要。

・ 保幼小連携は大事だが中々できていないところもあるため、もう少し進められるようにしていただきたい。
・ 小学校との滑らかな接続のためには、研究・研修を積み上げていくことが必要であり、合同で研修を受けるなどの連携も必要。
・ 取り組みが先行している自治体からヒアリングすることにより方策を検討することも考えられるのではないか。
・ 保幼小連携は本来して頂きたいことであり、施行時にはステップに応じて加算するなどインセンティブをかけて支援していくことが必要だが、普及すれば
なくしていくなど時限的な要素も有用ではないか。
・ 保幼小連携について、今回、せっかく文科省と厚労省が一緒になってやっているので、カリキュラムを作成するなど、お金をかけずに進めていってはど
うか。
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３．管理費に係る事項について

①減価償却費、賃借料の取扱いについて

【検討の視点】
○ 公定価格においては、施設基準を考慮して設定する整備費用と施設運営における減価償却費等の全国的
な状況を踏まえた上で、賃貸借の形態により設置された施設の賃借料への対応も考慮しつつ、設定する必
要があると考えられるが、実際の組み込み方について、どのように考えるか。その際、地域差などについ
ては、どのように考えるか。

○ 新幼保連携型認定こども園、保育所については、国会の附帯決議において児童福祉法に基づく新たな交
付金による施設整備補助との適切な組み合わせが求められており、どのような形で具体化していくか。

○ 幼稚園については、施設整備費補助の負担割合や補助を受けた施設が保育所に比べて相対的に低く、経
常経費等の中で対応していると考えられるなど、現在の対応を踏まえ、公定価格において評価していくこ
とが考えられるのではないか。

②第三者評価の費用の取扱いについて

【検討の視点】
○ 現在、保育所について、第三者評価の受審を推進することが求められているほか、確認制度の議論で
は、全ての施設・事業について、学校関係者（保護者等）評価、第三者評価の受審に努めることとされた
が、受審を進めていくために必要な受審料などのコストの取扱いについて、公定価格の中でどう考えてい
くか。また、受審率の目標について、どのように考えていくか。

＜主なご意見＞
・ 保育所の多くは近い将来に改築期を迎えることから、給付費上の減価償却費相当額のみでは対応が困難であり、施設整備費補助の存続が必要。な
お、施設整備費補助を受けるに当たっては、減価償却費相当額として補助された額を減算するなどの方式が考えられるのではないか。
・ 減価償却費と施設整備費補助との関係について、早く示して頂きたい。
・ 幼稚園については、現行、施設整備に要する費用の多くを自己資金により賄っているところであり、設定に当たっては、幼保間の施設整備に係る負担
が公平になるようにすべき。
・ 土地を賃借している場合であっても、運営者は運営費から出すしかないため、その点への配慮ができないか。

＜主なご意見＞
・ 第三者評価の実施を努力義務として推進するためには、受審した場合の費用の加算又は一定の年限の間での定期的な受審を義務化し、必要なコスト
を公定価格に反映することが必要。
・ 第三者評価の費用を補助することにより受審率を高められる。
・ 第三者評価の評価機関が減っていることも受審率が伸びない要因。受審にインセンティブが入るよう児童養護施設等の措置費の取組も参考にしていく
ことが必要。
・ 質の向上という観点から、全ての事業者が受審できるように補助があることが望ましい。
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③公認会計士等による監査の費用の取扱いについて

【検討の視点】
○ 現在、私学助成の交付を受ける幼稚園については、公認会計士又は監査法人による財務諸表等の
監査が義務付けられているが、公費の透明性確保の観点から、施設型給付を受ける場合の外部監査
等の実施に必要なコストの取扱いについて、公定価格の中でどのように考えていくか。

※ 私学助成については、建学の精神に基づき運営される私立学校としての自主性を尊重しながら運営に係る経常
経費等に対して助成が行われており、その性格上、使途の制限等は行っていない。一方で、公費である私学助成
の交付を受けることから、私立学校振興助成法に基づき、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられて
いる。（助成額が少額（１０００万円以下）の場合は所轄庁の許可を得た上で、この限りではないこととされて
いる。）

（参考）私立学校振興助成法（昭和５０年法律第６１号）

第１４条 第４条第１項又は第９条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行

い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

２ 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。

３ 前項の場合においては、第１項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添

付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

※ 私立保育所に対しては、新制度においても委託費として支払われることから、その使途の取り扱いや、会計に

関する指導監督のあり方について、今後、現行制度における対応等を踏まえて検討していく必要がある。

＊ 現行の保育所運営費は、保育所に対する委託費として支払われており、その性格上、一定の使途の制限や都

道府県等による財務諸表等の監査が行われている。

＜主なご意見＞
・ 公認会計士等による外部監査を義務付けるべき。義務付けが困難なら、外部監査を実施した場合の費用を加算で対応すべき。
・ 公認会計士による監査を続けることは良いが、保育所では現在自治体による監査指導が行われており、重複して検査を受けることになる
ことは避けるべき。
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【検討の視点】

○ 政策的な対応として、基本部分とは別に加算措置を設けることについて検討が必要ではないか。

○ 現行の保育所運営費における加算の仕組みを参照して検討する際は、画一的な費用として基本部分に組み
込むものと、地域特性や経費の性質等を踏まえて加算として実施するものとに分類して検討していく必要が
あるのではないか。
※ 介護保険制度や障害福祉制度について、制度改正以前の社会福祉施設の措置費制度下では、保育所運営費と同
様の加算が設けられていたが、制度改正により包括的な報酬体系とした際に加算の整理が行われている。

⇒以下の表は、現行の保育所運営費の加算について、検討の際の参考となるよう性質ごとに分類したもの。
※ 各加算の（ ）内の数値は、保育所運営費による加算の実施率（保育課調べ（24年度）（私立））

○ 併せて、定員を恒常的に超過している場合などを含めて、調整のあり方についても検討が必要ではない
か。

Ⅲ．各種加算に関する検討の視点

＜所在する地域により加算＞ ＜事業の実施状況等により加算＞ ＜その他＞

・寒冷地加算(約12％) ・主任保育士専任加算(約83％) ・単身赴任手当加算(約0％)

・入所児童処遇特別加算費(約23％)

・保育所事務職員雇上費(約91％)

・民間施設給与等改善費(-)＊2

・夜間保育所加算(約1％)

・児童用採暖費加算(約20％)＊1 ・施設機能強化推進費(約50％)

・事務用採暖費(約4％)

・除雪費加算(約6％)

人件費

物件費
（事業費・管理費）

人件費・物件費
　　　（事業費・管理
費）

・降灰除去費加算(約2％)

＊1　児童用採暖費加算は、全施設が加算の対象であるため、構成割合は加算額の上乗せのある施設の割合により計上（「その他の地域」以外の
施設））
＊2 民間施設給与等改善費は 全施設が加算の対象（保育所運営費の使途制限違反等があった場合に加算が停止されている場合がある ）

冬期又は寒冷地

の加算
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休日保育、夜間保育の取り扱いについて

（現状の取り扱い）
○ 就労形態の多様化に鑑み日曜日、国民の祝日及び休日を含め、年間を通じて開所する保育所等に対して、休
日保育事業として保育対策等促進事業費補助金による補助を行っており、保育所運営費で対応する部分（月曜
日から土曜日）と休日保育事業（日曜日、国民の祝日及び休日）で対応する部分が明確に区分されている。
※ 保育所運営費による保育料とは別途、休日保育に係る利用料が徴収されている。

（新制度での取り扱い（制度改正検討時点での整理））
○ 新制度では保育認定を受ける子どもの月当たりの保育必要量を認定することとしており、曜日を定めて行う
ものではないことから、例えば月曜日から土曜日まで保護者が就労する家庭も、火曜日から日曜日まで就労す
る家庭のいずれも、認定された保育必要量の範囲で給付を受けその範囲で施設を利用することを想定してい
る。
※ 少子化社会対策会議決定でも、休日保育は給付費等の加算として取り扱うこととしている。

○ そのため、保護者の休日の就労等により認定を受けた子どもが休日に保育所等を利用する場合には、認定さ
れた必要量の範囲内において別途利用者負担を求めず、給付費等に対応した利用者負担で保育を受けることが
可能となる。

【検討の視点】

○ 新制度での休日保育の取り扱いについては上記の取り扱いを基本とし、加算額の設定に当たっては、保育士
等の職員を休日に確保するための費用を勘案し、現在の休日保育事業による補助の水準を踏まえて設定するこ
とが必要ではないか。

○ その上で、就労形態による利用曜日の違いにより子どもの処遇に違いがでることのないよう、職員配置等の
水準について整合性を図っていくことが必要ではないか。
※ 休日保育事業による補助額の算定上、一部に非常勤保育士が充てられている。

論 点

休日保育
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（現状の取り扱い）
○ 夜間保育所については、保護者の夜間の就労等により保育所での保育が必要な児童を対象として、一般の保
育所とは別に夜間保育を専門とする保育所として認可が行われている。
※ 夜間保育所数８１か所（平成２５年５月１日現在）
※ 設置認可に当たっては、一般の保育所の設置認可に当たっての要件に加え、以下の要件等を求めている。
・概ね午後１０時まで開所すること（開所時間は原則として１１時間）
・仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること

○ 上記による認可を受けた夜間保育所に対しては、保育所運営費の加算等として、夕食に係る費用や保育士等
の職員が夜間に勤務する態勢を確保するための人件費等の費用を支弁している。

（新制度での取り扱い（制度改正検討時点での整理））
○ 新制度では、現行と同様に就労状況等地域の実情に応じて開所時間を設定することになり、夜間保育の需要
の高い地域ではこれまでと同様に夜間保育所による保育の提供が必要となる。また、前ページの休日保育と同
様に夜間の保育を必要とする子どもの場合も、認定された保育必要量の範囲で給付を受けその範囲で施設を利
用することを想定している。
※ 少子化社会対策会議決定でも、夜間保育は給付費等の加算として取り扱うこととしている。

【検討の視点】

○ 新制度での夜間保育の取り扱いについては現在の取り扱いを基本とし、加算額の設定に当たっては、夕食に
係る費用や保育士等の職員が夜間に勤務する態勢を確保するための人件費等の費用を勘案し、現在の夜間保育
加算等による補助の水準を踏まえて設定することが必要ではないか。

夜間保育

＜主なご意見＞

・ 休日保育、早朝保育、夜間保育、病児保育などについて、いたずらに数値目標を設けて拡大することには反対。必要な限度において対応すべ

き。本来はワーク・ライフ・バランスを実現していくべき。

・ 休日や夜間については、法令上の割増賃金を担保していくことが必要。

・ 看護師など休日に勤務する職業もあることから、休日保育の推進が必要。

・ 夜間保育の利用者にはひとり親家庭や生活保護世帯などが多いなど現実的に需要がある。また、夜間であることから寝かしつけなど保育士の

苦労も多いことから実態を踏まえた設定が必要。
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＜主なご意見＞

・ 認定こども園について、直接契約であることから、事務職員の加算を基本部分に組み入れるべき。

・ 幼稚園についても、事務職員の費用を検討すべきではないか。

・ 主任保育士専任加算や、事務職員雇上費加算は、基本部分に本来あるべきではないか。

・ 職員の常勤・非常勤の別、経験年数等については、公定価格への反映を検討すべき。

・ 除雪費について、数十年前に設定されたものであり、その後の市町村合併等により、現在の実情と合わなくなっている部分もあるのではないか。

・ 定員を恒常的に超過している場合の減算措置の検討に当たっては、これまで保育所が入所の希望をかなえるために行ってきた、定員弾力化の

取り組みが阻害されないようにすべき。

・ 地域型保育事業の障害児に係る加算について、障害程度によりマンツーマン対応等、加算の区分を設けて検討すべき。

・ 障害児の定義を明確にすべき。

・ 近年は猛暑により夏場はエアコンが必需品であり、そのような経費とあわせて採暖費については一考すべきではないか。

（参考）幼稚園の私学助成（国）の取扱い
これまでの検討においては、現行の私学助成（国）は、一般補助に加えて特別補助を設けているが、教育標準時間認定を受けた子ども
の預かり保育や広く実施される子育て支援活動の補助については、福祉的要素にも鑑みて、地域子ども・子育て支援事業（一時預かり事
業・地域子育て支援拠点事業）に位置付けることとされた。また、特に質の高い特色ある取組として先駆的に行われる教育の補助につい
ては、幼児期の学校教育の振興の奨励的な見地から、社会福祉法人の設置する幼保連携型認定こども園も対象となっている。

（制度改正検討時点での整理（平成２４年３月２日少子化社会対策会議決定）
○ 学校教育・保育に係る給付を一体化したこども園給付（仮称）を創設し、学校教育・保育に関する財政措置に関する二重行政の
解消及び公平性の確保を図る。
○ 現行の私学助成のうち、幼稚園運営の基本部分（一般補助）については、原則として、こども園給付（仮称）に統合する。
○ 幼児期の学校教育における多様なニーズに対応する取組（特別補助）のうち、福祉的要素を併せ持ち、広く実施されているもの
（預かり保育、子育て支援）については、その内容を見直しつつ、新システムの子ども·子育て支援事業（仮称）（一時預かり、地
域子育て支援拠点）に位置付ける。
※ 現在の取組が継続できるよう、子ども·子育て支援事業（仮称）の実施要件等について教育の要素を追加するなど必要な見直し
を行うとともに、広域利用の調整の在り方について検討する。その上で、万一広域利用の実態などから市町村事業として実施され
ない場合には、過渡的な措置として、広域的な見地から都道府県が私学助成の対象とする途を残すことを検討する。

○ 一定の基準を満たす施設において行われる、特に質の高い特色ある取組として先駆的に行われるもの（例:特別支援教育、幼児期
の学校教育と小学校教育の連携等のうち特に質の高い特色ある取組）については、幼児期の学校教育を振興するための奨励的な見地
から私学助成で対応するが、「設置主体を問わず、同じ取組に対しては同じ支援を行う」との考え方に基づき、社会福祉法人立も含
め総合こども園（仮称）を対象に追加する。
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【概要】
○ 上記Ⅰ～Ⅲの検討を行いつつ、その上で、以下のような施設・事業ごとの論点について検討・整理してい
くことが必要。

【主な事項】
１．保育所、幼稚園、認定こども園に係る事項について
①施設ごとに求められる職員の配置との関係について

【検討の視点】

○ 公定価格の設定に当たっては、法律上、認定区分を勘案して設定することとされており、その際、必
要な職員の配置水準を考慮することが必要となる。（Ｐ３８参考１を参照）

○ 幼稚園・認定こども園については、学校歯科医・学校薬剤師が必置となっており、保育所については
必置となっていないが、これをどう考えていくか。

○ 新幼保連携型認定こども園については、教育標準時間認定（１号）の子どもと保育認定（２号・３
号）といった生活時間帯が異なる子どもが同時に就園することや、児童福祉法に基づく措置の対象施設
であること等を踏まえ、園長を補佐する管理職（副園長又は教頭）の配置について、どう考えていく
か。

Ⅳ．その他の論点について

【参考】園長・施設長（常勤職員）の配置状況（経営実態調査）
①幼稚園

②保育所
施設長（常勤） 全 体

私 立 １．０人
公 立 １．０人

保育所(認定こども園以外) 幼保連携型 保育所型
１．０人 ０．９人 １．０人
１．０人 １．０人 １．０人

園長（常勤） 全 体
私 立 ０．９人
公 立 ０．８人

幼稚園(認定こども園以外) 幼保連携型 幼稚園型
０．９人 ０．９人 １．０人
０．８人 ０．６人 －
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＜主なご意見＞

・ 保育所と認定こども園の間で、公定価格、職員配置基準に格差をつけるべきではない。

・ 施設類型により、養護教諭と看護師・保健、栄養教諭と栄養士など資格や職名が異なっているが、役割等が類似する職種については弾力

的な対応が必要。

・ 園長を補佐する管理職の配置については、施設類型にかかわらず共通の課題とすべき。

・ 副園長や主任等はキャリアアップの仕組みとの関係でも重要。

・ 認定こども園の福祉的な要素を強化するためにも社会福祉士、ソーシャルワーカーの配置なども検討すべき。また、ライフラインとしての機

能も必要であり台風等の際でも対応しているところを評価することなども検討すべき。

・ 副園長をおいた場合に、加算ができるような仕組みの検討も必要。

・ 幼稚園では学校医・歯科医・薬剤師の手当に苦労しているため、公定価格上手当が必要。

・ 幼保連携型認定こども園と保育所の給付額の差は基本額にインセンティブを含めるべきではなく、実際に配置した場合などに加算をするべ

き。

・ 地域型保育事業にも施設長の配置が必要。
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②子育て支援機能について

【検討の視点】

○ 認定こども園については、子育て支援事業の実施が義務となっていることを踏まえ、給付の本体に組み
込む形により公定価格を設定することを基本とするか。

○ 現在、幼稚園、保育所、認定こども園の中でも、子育て支援として、積極的に地域子育て支援拠点事業
を実施している施設があることを踏まえ、こうした取り組みを継続することが必要ではないか。

○ また、それ以外の形態により子育て支援を実施している場合、実施状況等に幅があることを踏まえつつ、
検討していくことが必要ではないか。また、類似の性格を有する地域子育て支援拠点事業との関係につい
ても整理することが必要ではないか。

○ 幼稚園、保育所については、子育て支援が努力義務とされているが、幼稚園、保育所が認定こども園に
対して求める地域子育て支援活動と同様の活動を実施する場合には、公定価格においてどのように対応し
ていくか。 ※その際、現行の財政支援措置との関係について整理することが必要

○ 幼稚園について、私学助成（子育て支援活動の推進）からの円滑な移行をどう考えていくか。

⇒ 認定こども園、幼稚園、保育所における子育て支援の実施状況については、次頁以降を参照

＜主なご意見＞
・ 認定こども園への評価について、国民から見た場合の視点を踏まえて、求められる高い機能に相応しい給付上の対応をすべき。
・ 子育て支援機能については、施設類型別の教育・保育に関する要領又は指針に定める機能を基本に給付額を設定すべきと考えるが、例えば、
保育所事業として実践を積み重ねてきた「地域子育て支援センター事業」が、事業の普及・内容の充実とともに「地域子育て支援拠点事業」として
法定化された経緯があるため、子育て支援機能のあり方については、そのような事業との整合性を図ることが基本と考える。
・ 幼稚園で行われてきた子育て支援についても、これまでの取り組みが継続できるよう公定価格上、しっかりと評価すべき。
・ 子育て支援を実施している場合に加算するなどの方式が良いのではないか。
・ 認定こども園に対しては子育て支援機能の評価が必要。
・ 幼稚園、保育所の子育て支援の取り組みも支援していくことが必要。
・ 実際には、サンプル調査以上に、多くの幼稚園で子育て支援活動は行われている。
・ 子育て支援は通常業務として日常における対応が重要であり、保護者との連絡帳のやりとりや、送迎時の対応等についても正当に評価される
べき。
・ 在宅家庭への支援を認定こども園、幼稚園、保育所が連携しながら進めていくことが必要であり、地域の子育て支援を行った場合には加算で
評価していくことが必要。
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20組以上
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～15組未満

～10組未満

5組未満

（1日当たり平均利用親子数）

施設数

A

拠点事業
実施施設数

B

実施率

C(B/A)

幼 保 連 携 型 486か所 76か所 15.6%

幼 稚 園 型 272か所 1か所 0.4%

保 育 所 型 121か所 36か所 29.8%

地 方 裁 量 型 30か所 0か所 0.0%

幼 稚 園 12,412か所 40か所 0.3%

保 育 所 23,104か所 2,793か所 12.1%

合 計 36,425か所 2,946か所 8.1%

（参考）認定こども園、幼稚園、保育所における子育て支援の実施状況

①地域子育て支援拠点事業の実施状況
○ 調査結果をみると、幼保連携型・保育所型認定こども園及び保育所では「地域子育て支援拠点事業」の実施割合
が高い傾向にある。

Ａ 平成24年度の施設数（総数）
※「幼稚園」､「保育所」には、認定こども園を構成する施設は含まれていない。

Ｂ 平成24年度の地域子育て支援拠点事業（国庫補助事業）の実施施設数
※平成24年度交付決定ベース（経過措置（小規模指定施設）分除く。）

取 組 状 況
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