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内閣府子ども・子育て会議(第 32 回)意見 
             2017 年 11 月 7 日  柏女 霊峰(淑徳大学) 

 
1. 障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進を、子ども・

計画に盛り込むよう各自治体に促すことが必要。 
 
現在、各都道府県、市区町村においては、子ども・子育て支援事業計画、同支援計画の中

間見直しが進められている。また、第 1 期障害児福祉計画の策定に向けた検討も進められ

ている。 
計画策定に当たっての政府の告示「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な

実施を確保するための基本的な指針」には、「障害児の子ども・子育て支援等の利用ニー

ズの把握及びその提供体制の整備」として、「都道府県及び市町村は、障害児の子ども・

子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害児の保護者に調査

を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標

を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができ

るよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等におけ

る障害児の受入れの体制整備を行うものとする。」と記載されている。 
しかしながら、多くの市区町村においては、児童発達支援事業等障害児に固有の専門的

支援サービスの確保については定量的な目標を設定しているが、特定教育・保育施設や放

課後児童クラブ等に対する障害児童の利用ニーズの調査や定量的な目標数値の設定はあま

り行われていない。私が参画している自治体ではそうした利用ニーズについて調査を行っ

てもらっているが、その結果、特定教育・保育施設、放課後児童クラブの新たな利用希望

や医療的ケア児の通所希望などが健在化している。 
障害の有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加・包 

容（インクルージョン）を推進するためには、子育て支援施策と障害児支援施策との緊

密な連携が必要である。国は、市区町村に対し、特定教育・保育施設等の障害児の受入れ

をはじめとした子育て支援施策と障害児支援施策とが連携した取組について、子ど

も・子育て支援事業計画や障害児福祉計画に、しっかりと盛り込むよう働きかける

ことを希望する。 
 
2. 放課後児童クラブ設備・運営基準における「従うべき基準」廃止を危惧する。 
 
現在、放課後児童クラブの設備・運営基準の放課後児童支援員等の職員の配置基準と研修

受講要件は基準で唯一の「従うべき基準」とされているが、平成 29 年度地方分権に関する

地方からの提案では、それを廃止するか参酌基準化する提案がなされている。 
放課後児童クラブは、「子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう
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に、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な

育成を図ることを目的とする」(放課後児童クラブ設備・運営基準)子どもの育成支援のため

の事業である。また、放課後児童クラブは小学校低学年の子どもが親と離れて学校より長時

間生活する場所であり、それゆえ、子ども・子育て支援制度検討時には放課後指導給付(仮
称)として、施設と同等の扱いにすることも検討された経緯がある。つまり、子どもの成長

と権利擁護に重要な役割・機能を果たす生活の場であり、その基準は、改正児童福祉法に規

定する「子どもの最善の利益」に叶うものでなければならない。 
そのため、「年齢や発達の状況が異なる子どもを同時にかつ継続的に育成支援を行う必要

があること、安全面での管理が必要であること等から」(放課後児童クラブ運営指針)、支援

の単位ごとに２人以上の放課後児童支援員を置くこととされたのである。つまり、同学年一

斉授業が基本、かつ、教員休業日には校長、教頭の代理授業が可能といった学校とは異なり、

独自の配慮が必要とされているのである。このことは子どもの安全、安心の確保、遊びと生

活を通した子どもの育成支援に必須の事項であり、地域の実情に応じて柔軟に取り組むよ

うな事項などではなく、子どもの人権擁護のための全国統一事項といってよい。 

放課後児童健全育成事業は、その性格から言って施設と同等に考えるべき活動であり、そ

の事業のなかの子どもの安心・安全の確保、効果的な育成支援の根幹である支援員の人数と

資格要件を「従うべき基準」から除外すべきという提案は、児童福祉法の理念に反するもの

といわざるを得ない。慎重な検討を願っている。 

 

以上 
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2017年11月7日 
子ども・子育て会議 御中 
 
 

NPO法人 全国小規模保育協議会 理事長 
（財）日本病児保育協会 理事長 

日本医療的ケア児者支援協議会 事務局長 
認定NPO法人フローレンス 代表理事  

駒崎弘樹 
 

意見書 
 
 
 
◎財務省の「保育所は儲かっているから公定価格を削れ」という指摘は不当 
 
・ 先日、以下のような報道を見て、非常に大きな憤りを覚えました 
 

 
■ 保育所２万人分整備 財務省、来年度にも補助金転用 日経新聞 
 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22594710T21C17A0MM8000/ 
 
財務省は 25 日の財政制度等審議会（財制審）でこうした方針を示す。保育の受け

皿整備には、18年度から20年度までで３千億円規模の公費が必要になる見込み。

国と自治体は保育施設を運営する事業者などに 17 年度で約 1.5 兆円を支出してい

る。 
 
保育事業者の利益率は全産業平均より高めのため、財務省は一部補助をやめても事

業者の経営に大きな支障は出ないと判断した。人件費補助はこれまで通り続け、施

設運営費の補助を削減する。 
 

 
・ 財務省側の言い分を簡単にまとめると（１）経営実態調査をしたら、保育所の利益

率が高かった（２）だから、保育所の補助（公定価格）を削って、新規の保育所開

設に使おう ということになります 

・  財政審議会の資料はWEB上にアップされているので、当該シートを抜粋します。 
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・ 確かに、このシートを見ると、一見保育所は他の産業と比べて儲かっているような

印象を与えますが、非常に悪質なミスリードです。 

 

【財務省のトリック（1）わざと率で出す】 

・ このシートの縦軸ですが、利益「率」であることに注目して頂きたいです。利益「額」

ではありません。 

 

・ 例えば、全産業の企業売上高から割り出した、企業の一社あたり平均売上は 6937

万 円 で す 。 （ 出 典 ： 中 小 企 業 白 書 概

要 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/h28_pdf_mokujityuuG

aiyou.pdf） そこに、財務省提出のシートにある利益率である 4.5%を掛けてみま

しょう。すると、利益額は312万円です。 
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・ 一方で、保育園業界、例えば一番利益率の高いとされる、家庭的保育（保育ママ）

を比べてみましょう。家庭的保育の平均売上（保育の場合「収益」ですが便宜上こ

の表現を使います）は、969万4000円です。利益率は19.6%です。すると、利益

額は約190万円。全産業平均の利益額よりも、小さくなります。 

 

・ 次に利益率が高いとされる小規模保育を見てみましょう。小規模保育の平均収益

（売上）は3242万円。それに利益率の13.9％を掛けます。すると、利益額は約450

万円。額で見ると、全産業平均とほぼ同じような額です。さらに、小規模保育の場

合、子ども一人あたりの補助は、だいたい約 200 万円/年ですから、2.25 人かける

と赤字に陥ります。かなり脆弱な財務構造です。（出典：公定価格

表 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h290314/pdf/s

2-1.pdf） 

 

・ これで本当に「儲かっているから補助金削れ」と言えるでしょうか。悪質なミスリ

ーディングとしか思えません。 

 

 

【財務省のトリック（2）初期補助の期ずれ】 

・ このデータは2015年度ですが、保育所というのは基本的には4月開園です。そう

すると、改装したり、保育士を揃えたり、備品を買ったり、という初期費用という

のは14年度に計上されます。15年度は子ども子育て新制度が開始した年なので、

多くの園が開園しました。 

・ 費用は前年度に出ますが、補助収入は15年度に入ってきます。よって、小規模保

育であれば、初期補助である数千万円が収入で入って、費用は15年度ではなく前

年度に計上されるので、見かけ上利益率が高くなります。 

 

・ もちろん3月締めではない団体や企業は、支出と収入を合わせられますし、各園ご

との会計ルールに違いはあるので全てとは言えませんが、保育園経営者的には、期

ずれは比較的一般的な話です。 

5

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_31/pdf/s9-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_31/pdf/s9-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h290314/pdf/s2-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h290314/pdf/s2-1.pdf


 

【財務省のトリック（3）修繕積立等の無視】 

・  保育園は、毎日子どもたちが元気に遊びまわるので、消耗が激しいです。安全に

も関わるので、壊れたり傷ついたりしているのを、放置もできません。 

・  よって、数年に一度、修繕を行います。そのために、出た利益から修繕用に積立

てておきます。 

 

・  こうした積立金も経営実態調査的には利益にカウントされます。（退職金積立や

大きめの備品購入のための積立等も同様） 

 

・  こうしたことを加味すると、保育所の運営は一般企業よりもローリスクではあり

ますが、ハイリターンとは全く言えません。 

・  よって、財務省の行った提言は、良く言うなら的外れ、悪くいうならひどいミス

リードと言えるでしょう。 

 
 

【まとめ】 

・保育所は（規模の小ささ等もあり）利益「率」は高く出るが、利益「額」は決して高

すぎるわけではない 

 

・また、経営実態調査等の政府調査ものは、期ずれや積立金等を反映していない 

 

・よって、財務省の提案は不当である 

 

・さらに、補助金を削れば、事業者の参入・継続意欲が薄れ、足りない保育園はもっと

足りなくなり、待機児童問題を悪化させるため、中長期的に見ると税収においてもマイ

ナスということになります。 
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・こうした財務省の姿勢に、断固として抗議したいと思います。 

 
 
 
 
◎居宅訪問型保育における不当な「日割り」規定を撤廃してください 
 

 
 地域型保育の中に居宅訪問型保育という、医療的ケア児など、集団保育を受けらな

い子ども達をマンツーマンで保育する制度があります 
 

 その居宅訪問型保育について、内閣府が発出したQ&Aが「保育を提供していない

日は日割りとする」という記載があり、これが非常に大きな問題を抱えています 
 
問題１：なぜ健常児の保育園では「日割り」という概念がないのに、障害児だけ差

別されるのか） 
• 子ども子育て新制度における認可保育所や小規模認可保育所、家庭的保

育など、居宅訪問型以外の全ての類型には「日割り」という概念があり

ません 
• なぜ、主に障害児を預かる居宅訪問型保育だけが、日割りされないとい

けないのでしょうか？ 
• これは、平成２５年に制定された、障害者差別解消法に抵触する可能性

があります 
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問題２：何の議論もされずにQ&Aが発出されている 

• 公定価格という事業にとって非常に重要な要素を、子ども子育て会議に

おいて何の議論も経ずに決めています 
• 十分に官民で話し合った形跡もなく、事業者へのヒアリングも何もない

中で、単に内閣府部内だけで決定的に重要なルールが決められているの

は、全くもって不当です 
 
問題３：医療的ケア児の障害や病気への配慮がない 

• 医療的ケア児は、医療的デバイスとともに生きる子ども達です。元々病

弱なため、障害の進行や回復のため、しばしば手術等を行うため、休み

がちになります 
• また、最初は週３から保育を始め、徐々に慣らしていって、増やして行

く、ということも普通に行われます 
• 一方で、保育者は重度の障害児である医療的ケアのできる保育士を採用

せねばならず、例え週４の保育提供であっても、週５のフルタイム採用

を行います 
• 主に医療的ケア児の保育のための制度にも関わらず、こうした医ケア児

の障害や病気への理解が決定的に欠落している「日割り」という概念を

持ち込むのは、全くもって誤りです 
 
 自治体向けQ&A２４３自体を削除して頂きたいと思います 
 
 
 

以上 
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公定価格引き下げの動き（財務省による）に対して 

                               全日本私立幼稚園連合会 

                                政策委員長 坪井久也 

新制度移行園（施設）について、国は経営実態調査（平成２７年度分および平成２８年度

分）を実施し、平成２７年度分調査の結果、一般企業を大幅に上回る収支を確保している状

況であり、公定価格の引き下げを検討すべきでないかと新聞等で報じられている。 

 しかし、この調査および分析には次のような問題点があります。 

 

１ 平成２７年度の経営実態調査は、私立幼稚園からの移行率が低く（２３％）、また、調

査に対する有効回答数も少なく、しかも、地方の小規模園の移行が多く、大都市圏を中

心に大規模園があまり含まれていないので、幼稚園や認定こども園全体の数字とは言い

がたい。 

 

２ 私立幼稚園は従来の私学助成の経常費補助を受けての経営では、保育料を含めても少な

い収入の中で、支出も収入にあわせ少ない支出で経営せざるを得ない状況でした。平成

２７年度の移行で、収入面ではどのくらい増加するのか確信が持てない中、支出面では

処遇改善を義務付けられた人件費以外は、本来は教育環境の充実などに当てるべきであ

ったが、収入面に不安があったため諸経費や機器備品などの設備関係経費を抑えざるを

得なかった。 その結果、平成２７年度収支状況はかなり高い数字が確保されました。

新制度移行後、特に１年目はイレギュラーな数字が出やすく、２～３年程度経過するま

では収支状況の正確な把握は難しいと考えます。 

 

３ 学校法人由来の認定こども園は学校法人会計により会計処理をしており、学校法人会計

独特の処理について、国の収支状況分析において社会福祉法人会計と分けて適正に分

析・評価すべきである。 

    

 

４ 私立幼稚園や私立幼稚園由来の認定こども園は、施設整備補助金額では私立保育所との

補助金格差があり、施設整備（園舎の建替え、大規模改築）においては、相当多額な

自己資金を確保しておかないと建替えができません。そのため、通常の減価償却費分

のほか、公定価格の１号児の基本分単価や２・３号児の減価償却費加算分を毎年、積

み立てておく必要があります。収支差額４～５％分に相当する分は、保育所よりも余

計に確保しなければならないと考えます。 
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意 見 書 

 
一般社団法人 全国認定こども園連絡協議会 

会長  木村 義恭 
 
 待機児童対策という量の拡充と保育の質の向上はセットで進めなければならないと常に

本会では考えております。その中で今回実施される各取り組みについて特段のご配慮を要

望致します。 
 
◎「子育て安心プラン」に基づく一時預かり事業（幼稚園型）による２歳児受入れや幼稚園

における長時間預かり運営費支援事業による０～２歳児受入れ受け入れ要件について 
 
待機児童解消の向けて多くの幼稚園で未満児を受け入れ寄与されていることに感謝申し

上げます。 
その際幼稚園における 0 歳児から 2 歳児受け入れ要件は認可保育所や認定こども園にお

ける条件と最低でも同等にしなければ質の担保は保証されません。まして子ども子育て会

議において幼保連携型認定こども園は幼稚園と保育所のいずれか高い基準を用いることに

なっており、それは質の向上や安心・安全を担保とするものだと認識しております。また認

定こども園は直接契約であっても利用調整が掛かっています。幼稚園における２歳児受け

入れにおいて利用調整が掛からない場合は認定こども園においても同様の対応が必要です。 
更に運営費・施設整備に公費が投下される現状から、受け入れ基準は認可保育所および認

定こども園と同様とすることの徹底や、企業主導型保育事業であっても毎年の監査は義務

づけられていることから完全実施、また本事業は待機児童がいない地域においてはこれを

実施出来ないなどを周知徹底をはかるなどしなければ認定こども園の普及はおろか基準や

規制もバラバラになる恐れがあります。 
 
◎「技能・経験に応じた追加的な処遇改善」の研修要件に関する詳細の明確化 

 『技能・経験に応じた追加的な処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）に関するよくあるご質問へ

の回答』の内 
「問 23 平成２９年度から新たにキャリアアップ研修がはじまる とのことですが、誰で

も受講できるのでしょうか。 
（答）保育園や地域型保育事業所等において、他の保育士に助言や指導するリーダー的な

役割を担うことを希望する方であれば、誰でも受講することができます。」 
「問 24（答）に「過去に受講した研修内容が、新たなキャリアアップ研修の内容に相当

するものであると実施主体である都道府県から認められる場合 には、改めて新たなキャリ

アアップ研修を受講する必要はありません。」とあります。 
 今現在として「どの様な団体が行うどの研修が対象になるのか、該当する研修は明確に表
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記があるのか、都道府県ごとに差違はあるのか、研修時間の積み上げ方法はどの様に行うの

か」等が、具体的になっていなことでの不安感や混乱が起きております。 
 都道府県ごとに差違があった場合には、不整合や不公平感を生み出すことになる事も想

定されますので、公平性の担保を目的とした要項や、詳細までは３府省が責任を持って決定

し、出来る限り早い段階で発出いただきたいと考えます。 
 
◎ 財政健全化の物差し以外で 
 
平成 29 年５月 25 日 財政制度等審議会・財政制度分科会は、財政健全化目標の達成に

向けて策定された「経済・財政再生計画」の着実な実施に向けた基本的考え方を建議とし

て取りまとめ、建議では 21 世紀前半に高齢化率が上昇することに違いはなく、高齢化に

よる社会保障費の増大、少子化による支え手の減少という厳しい現実は変わらず、これら

の実態に目をそむけず、財政の持続可能性の改善に着実に取り組んでいく必要がある。そ

の為には「PB 黒字化」を実現した上で、利払い費も含めて、我々が享受した受益に対す

るコストを、税収等でどの程度賄うことができているかを表す「財政収支」に着目した財

政運営を目指さなければならない。財政制度等審議会としても、2019 年 10 月の確実な消

費税率の引上げとともに、「II. 主要分野において取り組むべき事項」で、歳出改革を通じ

た財政健全化の更なる推進によって、この好循環の実現への提言を続けていくことが述べ

られています。このことから 2017/10/23 日本経済新聞の記事では 
 

「財務省は保育の受け皿整備のため、既存の補助金を転用する。2018 年度にも保育施設を

運営する社会福祉法人などへの補助金 200 億円を減額し、最大２万人分の受け皿を整備す

る。政府は 20 年度末までに 32 万人分の整備を進めるとしており、企業の追加負担も求め

る方向だ。予算の効率化で待機児童解消につなげる。財務省は 25 日の財政制度等審議会

（財制審）でこうした方針を示す。保育の受け皿整備には、18 年度から 20 年度までで３

千億円規模の公費が必要になる見込み。国と自治体は保育施設を運営する事業者などに 17
年度で約 1.5 兆円を支出している。 

保育事業者の利益率は全産業平均より高めのため、財務省は一部補助をやめても事業者

の経営に大きな支障は出ないと判断した。人件費補助はこれまで通り続け、施設運営費の

補助を削減する。 
 
ただ補助金の減額だけでは必要額に足りず、財務省は企業の拠出金引き上げも提案す

る。すでに保育所整備で企業が負担する「事業主拠出金」は 18 年度予算編成で従業員の

賃金の 0.23％から法定上限の 0.25％へ引き上げる方向で調整中。法改正による法定上限引

き上げも検討する。財務省は 25 日の財政制度等審議会分科会で、保育の受け皿整備のた

め、2018 年度にも保育施設を運営する社会福祉法人などへの補助金 200 億円を減額し、

最大２万人分の保育の受け皿を整備する方針を示す。」 
 
この記事に関して、本年度の経営実態調査の結果を基に、今後の予算編成で検討してゆく

内容であるとは考えますが、今回の調査において率で計算することは適切で無い事は火を
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見るより明らかで有り、待機児童の有無や定員の充足率などの条件などにより利益率が低

い又は、赤字の園もある中で給付額や補助金等を減額をするべきではないと考える。また会

計制度がバラバラであり、また上乗せ徴収を外し、公費のみで検討すべきであり調査項目の

精査が必要である。 
 

◎  三府省連携体制について 
 

平成 27 年度より子ども子育て支援法が本格実施され、当時は頻繁に三府省が連携を図 
 り法律や過去の事例等の検証を行い円滑な実施に向けた取り組みが行われておりました。 
昨今の子ども子育て支援制度の方向性を見ていると、例えば「技能・経験に応じた追加的 
な処遇改善」の研修要件や 2 歳児や未満児さんの幼稚園受け入れ等をとってみても以前 
のように三府省が連絡を密に取り協議を重ねているようには受け取ることが出来ない部 
分が多くこの制度は、三府省が十分に協議を行い調整する事で、進んでいるものと認識し 
ているが、今現在どの程度のスパンで三府省が揃っての協議を行い、情報の共有、調整を 
行っているのかお聞かせ願いたい。 
予算獲得の大変厳しい時期だからこそ、前出の財務省に関する記事は「火の無いところ

に煙は立たない」という見地からも、三府省が連絡を密にし、調整を行う事が非常に重要

と考えます。 
 
 
◎ 企業主導型に多子世帯軽減策について 
 
 施設型給付を受ける施設および私学助成を受ける施設に通う乳幼児に対して基準は異な

るが多子世帯軽減策が実施されており利用者の保護者も大変感謝しております。 
 その中平成 28年度より実施されている企業主導型保育事業においては多子軽減対策一つ

もありません。その為 2020 年に幼児教育の無償化を目指す場合、企業主導型保育事業にお

いても低所得者の場合は無償化に該当するのか、また平成 30 年度より施設の区分ではなく

子どもを対象として多子世帯軽減対策となるよう強く要望致します。 
 
 
◎ 幼児教育の無償化について 
 

今回の衆議院選挙において幼児教育の無償化が掲げられ感謝申し上げます。ある市町

村においては先行して幼児教育の無償化に取り組んでいるところがありますが、幼児教

育・保育の保育料を無償化にしたため、ただなら０歳児から使わないと損という認識が

広がり子育て支援ではなく育児放棄支援とさえ捉えられる課題が浮き彫りになってお

ります。幼児教育の無償化の実施にあたっては子育てと仕事の両立、専業主婦家庭へも

同等な支援がされますよう要望致します。 
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子ども・子育て会議 様 

 

幼児教育費の無償化等に関する意見書 

 

                  一般社団法人 日本こども育成協議会 

会長 廣島 清次 

 

 子ども・子育て支援新制度が発足して 3年目となり、この間、新たに企業主導型保

育事業が制度化されるなど、我が国の子育て支援は充実発展してきており、大変心強

く思っているところです。 

 さて、今後、制度化されると思われる幼児教育費の無償化につきましては、これま

で様々な検討が行われてきたところです。 

保育事業を中心とする子育て支援事業に携わる当協議会といたしましては、すべて

の子どもが分け隔てなくこの制度が適用されることを基本にご検討されるよう、次に

より、ご提案いたします。 

 

【提案内容】 

 幼児教育費の無償化は、幼児教育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）在籍児

童を対象として検討されていると聞いておりますが、認可外保育施設在籍児童も対

象にすべきと考えますので、本会議としても国に働きかけるよう提案いたします。 

 

 【提案理由】 

  子ども・子育て支援３法に関する付帯決議において、幼児教育・保育の無償化に 

ついて検討を加えるとされ、これまで、質の高い幼児教育をすべての国民が享受で 

きる環境づくりを主な目的として、様々な検討が行われてきたところです。 

また、先の総選挙において与党になられた自由民主党の政権公約でも、３～５歳 

児のすべての子どもの幼稚園、保育園費用の無償化が掲げられていたところであり、 

今後、実施に向けた検討が加速化されるものと思われます。 

 しかし、これまでの検討の中では、幼児教育施設（幼稚園、保育所、認定こども 

園）在籍児童が対象とされ、東京都認証保育所など認可外保育施設在籍児童の取り

扱いは明らかにされておりません。 

 この制度の導入趣旨に鑑み、認可外保育施設在籍児童や在宅児童など、すべての

3～5歳児がこの制度の恩恵を享受できるような制度にすべきと考えます。 
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