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【対応方針案】

○ 特定教育・保育施設については、従来の財政支援措置により対応することを基本としてはどうか。

その際、幼稚園は私学助成として都道府県の、保育所は交付税措置により市町村の責任のもと実施され
ている点等を踏まえつつ、施設での障害児の積極的な受け入れが可能となるよう適切な支援を求めていく
こととしてはどうか。

○ その上で、障害児等の特別な支援が必要な子どもを受け入れる特定教育・保育施設において、主に地域
の子育て支援・療育支援を担う主幹教諭、主任保育士等が、地域関係機関との連携や相談対応等を行う場
合、地域の子育て支援・療育支援を補助する職員（非常勤）の配置（障害の程度に応じて加配）を可能と
することとしてはどうか。

○ また、地域型保育事業において障害児等の特別な支援が必要な子どもを受け入れる場合、質の改善に関
する検討を踏まえ、当該子ども２人につき保育士１人の配置が可能となるような費用（当該子どもが１人
の場合はその半分）を加算することとしてはどうか。

（参考）

○幼稚園特別支援教育経費の推移

Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 H２５年度 H２６年度(案)

国庫補助予算（千円） 2,706,000 2,720,000 2,946,000 3,043,000 3,165,000 4,021,000 4,361,000

都道府県補助額（千円） 5,925,446 6,422,751 7,148,564 7,916,640 8,444,224 － －

補助人数（人） 8,203 8,909 9,857 10,903 11,717 － －



（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） 63



・ 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

＜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。
・ 研修代替要員の確保について、研修費そのものを対象にすることも可能とすべき。
・ 研修の充実も必要であるが、時間外に一斉研修を実施する場合もあることから、代替要員の確保のみならず、研修の受講費用等についても充てること
ができるよう柔軟性のある仕組みとすべき。
・ 研修については代替職員のみならず、研修費用そのものも入れるべき。

【対応方針案】

○ 質の改善に関する検討を踏まえ、 ０．７兆円の財源の範囲での具体的な公定価格の設定に当たっては、
研修の充実のために、保育教諭、保育士等１人につき年間２日間分の研修機会を確保できるよう、代替職
員の確保等に係る費用を公定価格に組み込むこととしてはどうか。
※ 年間５日間分の研修機会の確保に係る費用については、１兆円超の財源を確保した段階で実施する方向

※ 当該費用については、所定労働時間外に研修を行う場合の手当として支給することもできることとしてはどうか。

○ また、同じく質の改善に関する検討を踏まえ、公立幼稚園における先行的取組と同様に、小学校との接
続を見通した活動を行う私立幼稚園、保育所、認定こども園における保幼小連携の取組の推進するため、
０．７兆円の財源の範囲での具体的な公定価格の設定に当たっては、必要な費用（事務経費）について、
加算措置を講じることで取組を促していくこととしてはどうか。
※ 事務経費に加え、非常勤講師等１名（週３日）の確保に係る費用については、１兆円超の財源を確保した段階で実施
する方向
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（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
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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。

【対応方針案】

○ 幼保連携型認定こども園、保育所等については、待機児童解消加速化プランなど現行の施設整備費補助
等との整合性を踏まえつつ、質の改善事項における取り扱いに対応し、施設整備費補助の対象外法人や賃
貸方式の施設・事業に対し減価償却費の一部を給付費の加算として実施してはどうか。その際、施設整備
費補助の水準等を踏まえて設定することとしてはどうか。

なお、施設整備費補助は地域別に異なる補助基準額を設けていることから、減価償却費、賃借料の設定
に当たっても、現在の施設整備費補助の地域等を踏まえて設定することとしてはどうか。

○ 幼稚園については、現在の対応を踏まえて、幼保間の施設整備に係る負担の公平性を確保する観点も考
慮し、減価償却費等の一部を公定価格において評価することとしてはどうか。

＜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。
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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。

【対応方針案】

○ 第三者評価の受審を進めていくために、質の改善に関する検討を踏まえ、 ０．７兆円の財源の範囲での
具体的な公定価格の設定に当たっては、５年に１度の受審が可能となるよう、受審料の半額程度を公定価
格上評価することとしてはどうか。

※児童養護施設等（３年に１度の受審が義務付け）と同様に、３年に１度の受審が可能となるような形での受審料の補助
（全額補助）については、１兆円超の財源を確保した段階で実施する方向

＜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。
・ ３年では経費が多く必要だが、１０年では長すぎるため、５年程度が妥当ではないか。
・ 多額の公費が投入されるという点からも、評価基準を明確にし、５年間での評価の受審、評価結果の公表を強く望む。
・ ＰＤＣＡサイクルを活用しながら改善していくという点を踏まえると、５年や１０年では長すぎる。本来は毎年行うことが必要だがせめて３年に１回の受審
が必要。
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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。

【対応方針案】
○ 施設型給付を受ける幼稚園、認定こども園が外部監査（公認会計士又は監査法人による財務諸表等の監査）
を実施した場合のコストについて、現在の私学助成の取り扱いを踏まえ、公定価格上評価してはどうか。
※ 施設型給付・委託費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は、今後、現行制度における対
応等を踏まえて検討が必要。（その際、外部監査と自治体による会計監査との重複についても配慮）

＜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。
・ 公認会計士等による外部監査を受けることは当然。
・ 幼稚園について現在の私学助成による取り扱いを踏まえて公定価格で評価していくことは重要。なお、保育所については、現状自治体としてしっかりと監査
を行っている。
・ 行政委託の仕組みではない、幼稚園や認定こども園については、使途制限を受けないことを明確に示していただきたい。



70

【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１

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。

・ 休日保育について、対応方針案に賛成だが、休日における給食、おやつの取り扱いや管理業務等を含めた上で単価の設定をお願いしたい。

・ 社会全体が24時間化していく中で、その受け皿としての夜間保育にきちんと支援していくことが重要。
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【対応方針案】

○ 新制度での休日保育の取り扱いについては、休日保育を実施する施設に対して加算により対応するこ
ととし、その加算額の設定に当たっては、質の改善に関する検討を踏まえ、０．７兆円の財源の範囲で
の具体的な公定価格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、処遇
改善等、他の質改善事項との整合性も図りながら設定することとしてはどうか。

※担当職員の人件費の更なる充実については、１兆円超の財源を確保した段階で実施する方向

○ 新制度での夜間保育の取り扱いについては、夜間保育を実施する施設に対して加算により対応するこ
ととし、その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
ととしてはどうか。

○ その他の加算＊については、現行の取り扱いを基本として調整してはどうか。

＊主任保育士専任加算、入所児童処遇特別加算費、保育所事務職員雇上費、施設機能強化推進費
（主任保育士専任加算は、別途議論されている質の改善事項における対応を踏まえて整理）

○ なお、単身赴任手当加算については、現在、加算が行われている施設がほとんど存在しないため加算
の設定は行わないこととしてはどうか。

休日保育

夜間保育

その他
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地域の実情に応じた加算の取り扱いについて

（現状の取り扱い）
○ 現在、保育所運営費においては、保育所の所在する地域に応じて以下の加算が行われている。

①児童用採暖費加算：冬季（１０月～３月）の暖房に必要な経費
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１３６号）の施行前の国家
公務員の寒冷地手当に関する法律に定める地域に所在する保育所及びそれ以外の地域に所在する保育所に
対して、級地区分に応じて加算（全ての保育所が加算の対象）

②寒冷地加算：寒冷地に所在する保育所の職員に対して支給される手当
国家公務員の寒冷地手当に関する法律に定める地域に所在する保育所に対して、級地区分に応じて加算

③事務用採暖費：北海道に所在する保育所に係る事務用の暖房に必要な経費
北海道に所在する保育所に対して加算

④除雪費加算：豪雪地帯に所在する保育所に係る建物、工作物、敷地等の除雪及び雪囲いのための経費
豪雪地帯特別措置法の規定に基づく地域に所在する保育所に対して加算

⑤降灰除去費加算：降灰防除地域に所在する保育所に係る建物、工作物、敷地等の降灰除去のための経費
活火山対策特別措置法の規定に基づく降灰防除地域に所在する保育所に対して加算

【検討の視点】
○ ①～③の加算については、冬季における暖房等に必要な経費として加算を行っているが、寒冷地以外の地域
においては、近年、夏期における冷房に必要な経費の需要が高まっていることから、夏期の冷房に必要な経費
にも一定程度考慮することが必要ではないか。

その際、例えば、①～③の加算を整理・再編し、必要な光熱費として一定程度全国的に平準化した上で、寒
冷地に手厚く配分するといった方法も考えられるのではないか。

○ 一方で、④、⑤の加算については、上記と比較して地域特性の強い費用であることから、全ての施設・事業＊

を通じて、加算として実施することとしてはどうか。

＊ 居宅訪問型保育事業を除く。（居宅訪問型保育事業は訪問先の居宅において保育を提供する事業形態）

論点２
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定員を恒常的に超過している場合などの調整の取り扱い

（現状の取り扱い）

○ 現在、保育所においては、年度途中における保育所入所を必要とする児童が発生した場合や待機児童の急増へ
の対応として、設備運営基準の範囲内で保育所の定員を超えて児童を受け入れることを認める「定員の弾力化」
の取り扱いが行われている。

○ その場合であっても、定員を超過して受け入れる際に必要な職員体制を確保する観点や受け入れにあたっての
インセンティブといった観点から、定員区分に基づき適用される単価により支弁されている。

※ 保育単価は定員規模が大きくなるにつれ単価が小さくなるが、例えば「定員８０人」の施設に「９０人」の子どもが入所して
いる場合には、「定員区分８０人」の単価により「９０人分」の費用が支弁される。

○ 一方で、本来、保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則であり、また、実際の入所児童数に対応した単価
と比較して高い単価により支弁されることから、会計検査院の指摘等を踏まえ、定員を超過している状況が恒常
的に亘る場合＊には、定員の見直しに積極的に取り組むこととしている。

＊ 連続する過去の２年度間常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率が１２０％以上の状態にある場合。

○ また、幼稚園においても、教育の実施は定員の範囲内で行うことが原則であり、国から都道府県に対する私学
助成の対象となる園児数は、学則で定めた収容定員（園児数が収容定員に満たない場合は実員）を上限＊として
いる 。（なお、都道府県から幼稚園に対する補助は、都道府県の判断によって、定員超過率（収容率）に応じた
減額調整を行う例もある。）＊ 東日本大震災により転入学した園児に係る定員超過について補助対象とする特例措置あり。

論点３

全国
指定都市 人口15万人

以上の市
人口10～15万人
未満の市

人口5～10万人
未満の市

人口5万人
未満の市

郡部

69.9％ 91.2% 76.2% 73.7% 61.7% 58.6% 47.1%

（参考）定員の弾力化を実施している保育所割合

※平成23年地域児童福祉事業等調査より
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【検討の視点】
○ 定員が恒常的に超過している場合における調整のあり方について、どのように考えるか。

○ 検討に当たっては、定員の弾力化が待機児童解消に果たしてきた役割を踏まえつつ、定員の範囲内で受け入れ
を行っている施設との公平性、利用定員と市町村計画との整合性の観点等を踏まえた検討が必要ではないか。
［検討例］
・ 例えば、現在の取り扱いと同様、定員を超過（120％以上）している状況が恒常的（２年以上）に亘る場合
には、
①確実に利用定員の変更を行う。
②適切な規模の定員区分による単価との差を定率で調整する。 といった方法が考えられるか。

【対応方針案（公定価格上調整を行う項目）】

○ 教育標準時間認定の公定価格の設定に当たっては、幼稚園教諭の配置基準を設けることとした場合、現在は幼
稚園教諭の配置基準の設定がないことから、配置基準に達してない施設に配慮し、必要な経過措置等を設け調整
を行うこととしてはどうか。⇒Ｐ４４参照

○ 保育認定の公定価格の設定に当たっては、土曜日の開所に関して特段の需要がない場合など、常態的に土曜日
に閉所する場合については、公定価格上、その費用を調整することとしてはどうか。⇒Ｐ５６参照

○ 認可基準上義務付けられている事項のうち、公定価格の算定に直結する以下の事項については、基準に達して
ない場合（経過措置期間中の特例や離島・へき地における特例）に費用を調整することとしてはどうか。

・幼保連携型認定こども園における子育て支援＊

・家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業における食事の提供

・地域型保育事業における連携施設＊

*別途議論されている質の改善事項における対応を踏まえて整理

○ 保育所の分園については、現在「本園と分園の定員を分けて設定」したうえで、本園と分園にまたがる経費と
なる部分について調整を行っているが、公定価格の設定に当たっても同様に必要な調整を行うこととしてはどう
か。＊その際保育所運営費とは別途、補助事業として実施されている保育所分園推進事業による補助の水準を踏まえて調整する。

※ 定員が恒常的に超過している場合における調整のあり方については、上記の「検討の視点」の議論を踏まえて整理。
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