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平成３０年５月２４日 

第３５回子ども・子育て会議 御中 

特定非営利活動法人 

全国認定こども園協会 

意 見 書 

 子ども・子育て支援制度がスタートし認定こども園も平成 27 年度 2,836 園 iから年間約

1,000 か所を超えて増加し、平成 30 年度は 6,119 園 iiとなりました。従来の幼稚園、保育

所から子ども・子育て家庭すべてを対象とした認定こども園へと事業形態を変化させ、すべ

ての子どもの最善の利益となるため、就学前教育及び保育の提供を展開しております。しか

し、都道府県や市区町村によっては認定こども園への移行・設置状況は異なり十分に移行が

進んでいない地域もございます。その中には市区町村子ども・子育て事業計画では子どもの

受入れ数に満たしていないにもかかわらず、認定こども園への移行を拒む自治体もございま

す。さらに保育者不足はさらに深刻化し、保育者不足のために待機児童が存在する地域で、

受け入れ枠の縮小や休園に追い込まれています。どうかすべての子どもの最善の利益のため

に充実した教育及び保育が展開され、子どもたちとその保護者が安心できる環境を整えてい

ただけるよう望んでおります。 

１．幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格特例について 

 経過措置期間内にすべての保育教諭を両方の免許資格にするために、多くの認定こども園

が努力した。一方で努力はしたものの、地域で行われている教員免許状更新講習の実施枠が

少ないために受講ができず幼稚園教諭免許状が更新できていないケースも存在する。また、

保育教諭の不足のためにやむを得ずいずれかの免許資格を保有する職員を採用せざるを得

ないケースも存在する。このような状況の中で法律改正を行わなかった場合、教育及び保育

に従事できる保育教諭が減少し、教育及び保育を提供できない恐れがある。 

以上の点をふまえると保育教諭の資格特例については何らかの形で変更せざるを得ないと

考える。また、地域によっては対面式の幼稚園教諭免許状更新講習が実施されてはいるが受

講するためには非常に狭き門となっているケースもあり、教員免許更新講習の充実を促進す

る必要がある。 

２．幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園免許状及び保育士資格取得の特例

について 

１．と同様に、提示されている免許及び資格の保有割合の調査結果でも 10％超がいずれか

の免許・資格のみで教育及び保育に従事していること、現在の保育教諭の不足の中でいずれ

かの免許・資格を保有する職員を採用せざるを得ない状況があることを鑑みると幼稚園免許

状及び保育士資格取得の特例についても何らかの形で変更すべきなのではないかと考える。 

また、89.2％の両方保有の中にどれだけ幼稚園教諭免許状更新講習の未受講がいるのかを把

握し、対応することが必要なのではないかと考える。 
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３．処遇改善Ⅱについて 

・２・３号認定キャリアアップ研修会については平成２９年度より各都道府県において順次

研修会が実施されているところであるが、要件や方法など各都道府県においてもさまざまで

ある。各都道府県に委任されていることは承知しているが、統一的な運用方法をお願いした

い。 

・1 号認定キャリアアップ研修会については未だに実施要綱等のお示しがない状況である。

昨年度の子ども・子育て会議の場でも何度もお願いをしているところであるが、早急に実施

要綱をお示しいただきたい。特に認定こども園はどちらのキャリアアップ研修会を受講して

も差し支えないこととなっているため、対象職員が２・３号認定、1号認定のキャリアアッ

プ研修会の両方が受講できるようお願いしたい。

i 報道発表 平成 27年 5月 8日 内閣府子ども・子育て本部 
ii 游育 2018 年 4月 9日発行 Vol.26 No.7 p.5 
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2018年5月28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

◎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）
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○ 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

● 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

◎処遇改善Ⅱが全く小規模認可保育所に合っていない問題

・処遇改善Ⅱは全産業平均から月額で約9万円低い、保育士の給与を向上させる上で非常に

重要な制度です
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・しかし、それが認可保育所を基に制度設計しており、小規模保育に非常に適用しづらい制

度になってしまっています

・例えば、「副主任という制度を置き、4万円を上乗せしなくてはならない」という部分で

すが、保育士がたくさんいる大規模園であれば不自然ではありませんが、施設長を除き４人

で１２人の子どもを保育する小規模保育所では、非常に不自然な職位を置かなくてはならな

くなります

・４人を主任・副主任・職務分野別リーダー・若手リーダーにすると、全員役職者で、一体

何をリードしているのか全く分からなくなります

・こうした状況に鑑み、小規模な施設においては、副主任でなくても、例えば主任に4万円

上乗せし、後は他の一般スタッフに配分できるような仕組みが取れるよう、通知などを発出

してください

◎企業主導型保育で弾力化を認めてください

・全国小規模保育協議会に加入している企業主導型保育園で、社会的養護が必要な家庭の

ケースがありました

・その家庭には、通園児の他に兄弟があり、すぐにでも保育が必要な状況がありました

・しかし、定員数はいっぱいに預かっていて、市役所にも相談したのですが近隣園では全く

空きがない状態でした

・子どもの安全を優先し、企業主導型の定員を超える形でお預かりを行い、その間に市役所

や保健センターと繋ぎ、家庭支援を行なっていくようなソーシャルワークを実行しました

・結果として、定員数を超えた預かりとなり、単価が下がり、収入は大きくダウンしました

・企業主導型保育は確かに待機児童問題の解決を目的に作られた制度ではありますが、セー

フティネットとしても機能し得ます。その際に、弾力化が認められなければ減算されるた

め、子どもを助けることにブレーキがかかってしまいます

・結果として、制度的に子どもを見殺しにするようなことになってしまいます。ぜひ、企業

主導型保育でも、弾力化を認めてください

以上
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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 

平成 27 年度にはじまった子ども子育て支援新制度は平成 31 年度で５年が経過しソフトに関し

ては経過措置が切れるものが多くあり、待機児童対策や幼稚園免許更新に伴う緊急特例的な対応

と各施設が持つ歴史的な背景に考慮して取り組まなければないもの、更には人口減少社会、希望

する子どもを産み育てられる社会づくりなど様々な視点で取り組まなければならない中で次のよ

うな考えであります。 

資料３－１ 子ども・子育て支援新制度施行後の動きと見直しの検討について 

P6 ２（１）ア 新制度施工後、５年間で経過措置の期限が到来する項目 

◎ 幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格特例

◎ 幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園免許状および保育士資格取得の特例

Q１  幼保連携型認定こども園は幼稚園教諭並びに保育士資格を保有する保育教諭を配置

することとなっており従来の幼稚園や保育所よりもその配置人数は多く必要となって

います。平成 29年度における私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況に

ついて（平成 28 年 9月 16 日文部科学省）では、平成 30年度以降に新制度への移行を

検討・判断を考えている園は 3,797園となっていますが、平成 32年４月以降は、幼稚

園教諭免許状又は保育士資格のどちらかの免許資格しか保持していない場合、幼保連

携型認定こども園で従事することは出来ません。更には幼稚園教諭免許更新講習がは

じまって 10 年目を迎える職員の更新講習が今年度からスタートし現職の職員でさえ、

申し込み開始からわずか 30 分で定員に達し講習を受講することが難しい現状もあり

ます。 

  また、今後、人口減少に伴い公立保育所の民間委託による公私幼保連携型認定こど

も園の設置が今後増えることが予想されることから、資格特例についても経過措置期

間を延長することが望ましい。 

◎ みなし幼保連携型認定こども園における職員配置の特例

Q２ 保育の質の観点から改正後の配置基準とすることが望ましい。

◎ 幼保連携型認定こども園における保育士、看護師、准看護師のみなし保育教諭の特例

Q３ 保育所の職員配置と同等とすべき観点から整合性が取れるまで経過措置を延長する

 ことが望ましい。 
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◎ 新制度施行時点で市町村が定める利用者負担金額よりも低い保育料を設定していた

私立幼稚園、認定こども園の利用料特例

  Q４ 平成 32年度（2019 年４月）から一部実施される幼児教育の無償化の動向を見ながら 

 引き続き兼行することが望ましい。 

◎ みなし幼保連携型認定こども園における施設長に係る特例

Q５ 緊急避難的に経過措置をお願いした経緯と、平成２７年度以降に認可を受けた幼保連

 携型認定こども園の経営実態調査から施設長は一人でも運営が出来ることが確認でき 

 たことから経過措置は終了することは致し方がないと考えます。 

P12 ２（１）イ 地方からの提案等に関する対応方針に関する事項 

◎ 一時預かり事業及び病児保育事業の届出提出先並びに立ち入り検査等の事務・権限の

市町村への移譲

Q１ 現行同様に都道府県と市町村が協議のうえ所要の措置を講じることが望ましい。

◎ 幼保連携型認定こども園の整備に関する基準の緩和

Q２ 幼保連携型認定こども園の基準は幼稚園または保育所のいずれかの高い基準になっ

   ていることは、安全性の担保であり安全の質の確保といえる。一方で想定外の大災害が 

   全国各地で発生している現状を考える時、幼保連携型認定こども園が地域の避難場所や 

   一時的な緊急避難場所にある、またはなることも予想されることから、立地場所・その 

   土地の地盤など様々な検討課題があり、引き続き検討を重ねる必要がある。 

◎ 子ども・子育て支援法における支給認定手続きの簡素化

Q３ 現状講じられている措置で問題ないと考えます。

◎ 保育標準時間と保育短時間の統合

Q４ 現状保育短時間であっても１度でも市町村が定める保育短時間の時間を越えて保育

 を受けた場合の１か月の保育料は保育標準時間となるため、統一することが望ましく事 

   務負担の軽減が図られる。 

◎ 認定こども園等における利用者負担額の徴収権限の強化

Q５ 現在、保育所（公私問わず）・幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園及び

   家庭的保育事業等に係る利用者負担金に関して施設の設置者からの求めによって徴収 

   事務を行うことが出来るが、同じ認定こども園であっても幼稚園型は認められていない。 

   過年度へ遡及して行うことが出来ると同時に幼稚園型認定こども園もこの枠の中に入 

   れるべきである。 
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◎ 認定こども園での障害児等支援に係る補助体系の見直し

Q６ 人口減少社会や認定こども園普及等を考える時、将来的には子どもに係る施設を一元

   で管理する子ども省的な創設と財源の一元化を図ることで解決とすることを望みます。 

◎ 子ども・子育て支援法における支給認定の所見変更事務の簡素化

Q７ 特段現状について問題はないと考えます。

資料２ 子ども・子育て支援法の一部改正する法律等の概要から 

◎ 事業主拠出金の充実対象の拡大に伴う、多子世帯の負担軽減施設の拡大について

 事業主拠出金の率の引き上げに伴い、０歳～２歳児相当分の保育運営費のうち 5.75％を事業

主拠出金をもって実施する計画が示されております。保育を希望するすべての子どもが保育を

受けられる環境の一つであると理解しております。 

 しかし多子世帯で保育施設を活用する場合、認定こども園、保育所、幼稚園、地域型保育事

業は公費で軽減策が実施されているが、企業主導型保育事業にはこの制度が無く、公費が投下

されていない。今回事業主拠出金によって０歳～２歳児相当分の保育運営費が当てられ多子世

帯の軽減対象者となる０歳～２歳児に充当されることを考えると、企業主導型保育事業も該当

施設となるよう要望致します。 

このことによって希望する子どもたちの保育の施設の充実が図られます。 
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資料３-１ P６１～放課後児童クラブにおける 

 グラフで示されるように放課後児童クラブの利用者が年々増えており、認定こども園の普及も

相まって２号認定の増加は数年後の放課後児童クラブの利用者となることから認定こども園の設

置者の中にも設置を検討する動きがあります。 

 その中で平成 29 年保育所等整備交付金の本体工事費交付基準額表にある放課後児童クラブ専

用室の併設加算は平成 30年度にも設けられているのか、または違う項目あるいは床面積の参入で

補われるものなのかお知らせください。 

資料３-２ 子育て安心プランに基づく一預かり保育事業（幼稚園型）の充実について 

 あらゆる施設が保育を希望する全ての子どもたちに保育を提供できるように環境を整えていく

ことは良いことだと感じております。その中で私立幼稚園でも満２歳児の受け入れが始まります。

しかしこれは幼稚園のままであって、幼稚園型認定こども園は対象外となっております。幼稚園

型へ移行した園はいずれ幼保連携型への移行を計画しているが、２歳児の保育の在り方のしっか

りと落とし込み保育計画や全体的な計画等を築き上げた後に実施したいと考える施設も多くあり

ます。その後順次１歳児、０歳児へと段階的に発展していくものです。その中で今回の幼稚園型

認定こども園における２歳児の受け入れが除外されたことは質の向上を図ること、また待機児童

解消に向けた流れに逆行していると受け取れます。 

 早急に今後幼保連携型認定こども園へ移行する考えがあって、子育て安心プラン実施計画の採

択を受けている市町村の園においては実施出来る制度への組みなおしをお願いします。 

以上 
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第 35 回子ども・子育て会議意見書 

ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会

理事長 奥山千鶴子

１．認定のない子育て家庭への支援の保障 

1 号、2 号、3 号認定のない子育て家庭は、就学前家庭の ３４％ です。 

3 歳未満児に限ると６５％ です。 

保育所保育指針にも示されている通り、3 歳未満児の子どもの育ちは人生の基盤づくりとして重要です。 
それが親の就労の有無によって支援の保障が大きく異なるのは問題です。

新制度の目的である「すべての子ども」を対象とし、親が安心して子育てできるよう、認定のない子ども

達へ支援の充実もはかってください。

①地域の情報を獲得し、地域とのつながりをサポートする地域子育て支援拠点等の拡充

②認定のない子育て家庭への一時預かり事業利用等の保障

（重点戦略会議では、月 20 時間の保障も考えていたはず）

③相談を受け、地域の子育て支援事業、サービスをコーディネートする利用者支援事業の充実

0

20

40

60

80

100

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

推計未就園児

幼保連携型認定こども園児

保育園児

幼稚園児85.4万人
（85.2％）

55.6万人
（57.9％）

50.2万人
（51.6％）

（本委員会資料より）保育園と幼稚園の年齢別利用者数及び割合
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２．地域子ども・子育て支援事業の目標値の見直し

虐待予防、少子化対策含めすべての子育て家庭への支援、ポピュレーションアプローチが重要です。

次期 5 か年計画においては、地域子ども・子育て支援事業の目標値を、利用する子育て家庭のニーズを

踏まえて再度見直し、確実な実行体制を整えていく必要があります。

また、保育所、放課後児童クラブの利用ニーズが高まれば、送迎ニーズとしてファミリーサポートセンタ

―事業や病児保育等の充実が求められます。

急速な共働きの増加に伴い、妊娠期からの夫婦間の男女共同性の意識改革、家庭支援のサービス等の拡充

が急務です。生活支援としての地域子ども・子育て支援が、重要性を増しています。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域子ども・子育て支援事業の進捗状況（厚生労働省資料） 

平成２７年度の交付金申請から集計した実績。ただし、延長保育事業は平成２６年度。 

少子化対策大綱に目標値（２０１９年度末）が掲げられているものについて、平成２７（２０１５）

年度における実績は下図の通り。ニーズに応じた体制整備を引き続き進めることが必要。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者支援事業

延長保育事業

放課後児童健全育成…

ショートステイ

トワイライトステイ

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業

地域子育て支援事業

一時預かり事業

病児保育事業

子育て援助活動支援…

実績 目標値までの残り

（目標値）

1,800か所（基本型・特定型） 

101万人 

122万人 

延べ 16万人 

延べ 14万人 

全市町村 

全市町村 

8,000か所 

延べ 1,134万人 

延べ 150万人 

950市町村 
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子ども・子育て会議御中 

２０１８年５月２８日 

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン 

理事 徳倉康之 

代理：理事 高祖常子 

意見書 

＜資料 3-1＞ 

ｐ13新しい経済政策パッケージの件 

・幼児教育の無償化の対象範囲について、夏までに結論を出すとのことだが、育児ストレス

解消のためにも専業主婦（夫）などが利用する一時保育の無償化についても含めていただき

たい。また首都部においては一時保育の枠の拡充を望みます。 

・放課後子ども総合プランについて、受け皿の前倒しを歓迎します。質の向上について、資

格研修が実施されているが、さらなる質の向上を望みます。 

＜資料 3-2＞ 

ｐ17 

・企業主導型保育事業にて 5 万人分の待機児童解消を目指すわけですが、保育内容や質の

確保を願います。 

ｐ77 

・幼稚園部分（短時間利用児）の職員配置が 35：1から見直されますが、そもそもの 0歳か

らの職員配置をさらに手厚くすべく、継続検討を望みます。 

＜資料 5＞ 

ｐ2 

・企業主導型保育事業の指摘事項ありの 303 施設について、改善報告書が提出済みとのこ

とですが、継続調査を望みます。 

ｐ5 

・募集枠を上回った場合について、多様な働き方に応じた保育の提供ということで、「7 時

前の早朝開所」および「22時以降の夜間開所」が優先考慮項目とされています。（職種や働

き方の柔軟性は承知しているが）子ども自身の預かり時間が長時間化しないよう配慮を望

みます。 

＜その他＞ 

・発達障がい児の進級進学について、受け入れ先とのコミュニケーションが難しいケースが

あると聞きます。子どもたちが安心して進学進級できるようソフト面でも環境整備を望み

ます。 
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子ども子育て支援新制度施行後の見直しおよび企業主導型保育事業に関して

秋田喜代美(東京大学) 
務の関係で、欠席となりますため意見を資料として提出させていただきます。

１ 子ども子育て支援新制度施行後の見直しについて

・量的議論だけではなく、質に関わる教育・保育内容および質の見える化や評価に関する議論の必要性：検討の進め方と

して直ちに検討する事項と今後検討すべきことを分けて検討をしていくことには賛成である。ただし、本検討内容資料を

見る限り、質向上のための検討内容はない。制度立ち上げ当初より量の拡大と共に、質の向上をうたってきた子ども子育

て支援新制度である。質の向上の議論を今後きちんと行っていく必要があると考えられる。公費を投入するのであるから、

質向上のための質評価の議論が求められる。

・幼稚園と保育所の質向上案を、認定こども園や多様な施設形態の質向上に当てはめる発想を超えた未来志向の将来計画

検討の必要性：上記の点で、今回厚生労働省、文部科学省両方で質向上の委員会が立ち上げられ検討されることには大い

に期待できる。しかしそこには、内閣府はオブザーバーであり、幼保連携型認定こども園の園長等の代表はいずれの検討

委員会にも一人も委員として入っていない。厚生労働省と文部科学省それぞれに分化した検討委員会で幼稚園と保育所に

関わる意見を質向上として議論し、認定こども園や小規模保育や企業主導型保育等の他施設等にもその意見を持ち込んで

質向上を図るという発想は未来展望を持った計画となっていない（これは幼稚園教育要領と保育所保育指針の改定時と同

じ進め方であり何人もの委員から、認定こども園教育保育要領を先に議論すべきと言う意見が出された）。子ども子育て支

援新制度の議論はすべての子どもすべての施設を対象に議論をしてきたこと、これからの日本の保育制度全体を考えれば、

幼保連携型認定こども園や多様な施設形態が量的にも拡大していくという現実を考えれば、多様な施設形態の中でその施

設独自の状況に応じて質の評価を通した質向上をどのように行っていくのかを３府省全体で幅広く検討をしていくことが、

５年後見直しての質向上検討上では将来を見据え必須であると考えられる。量的検討だけではなく、幼児教育の無償化に

向けた教育内容の検討は大変重要であり、それは、すべての施設に通う子どもの質向上の問題として検討をいただきたい。

・幼保連携型認定こども園保育教諭の資格特定に関して：特例の延長をぜひ求めたい。と同時に現行で保育士で幼稚園免

許資格を保有できていない者は、シフト等の関係で多忙等のために大学等での単位取得が難しいためということが考えら

れる。ぜひ単位修得ができるようなインセンテイブの措置を講じていくこと、そして延長し経過措置をみていずれは打ち

切る方向性も必要であろう。

２ 企業主導型保育事業について

・企業主導型保育の拡張は待機児童対策としてやむを得ない部分も多いが、質の確保と向上が必須である。事業者に対す

るメリット、保護者へのサービスだけではなく、そこで保育を受ける子ども達の視点からの議論が必須である。今回指導

監査においてどのような改善のための指摘事項があったのかは開示が必要である。また児童育成協会では事前審査におけ

る質の確保審査とはどのような審査なのか、また開所後どのように今後保育の質の確保向上を企業主導型保育で継続的に

していくのかを明確にしてほしい。またぜひ質の高い企業主導型保育所もあるのでその良い事例なども紹介していっても

らいたい。

・早朝や夜間、休日開所等には、企業主導型保育では、保育士人数比率も低いため、子どもの安全性から慎重な審議と限

定が必要である。

・企業主導型保育の保育所に勤務する保育士や職員等の研修支援や処遇改善も国としても、ぜひ考えていってほしい。
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