
平成 26 年 6月 30 日 子ども・子育て会議（第 16 回）議事録 
（保育事故再発防止のための取組について部分抜粋） 

 
○無藤会長 それでは、ちょっと時間が押してきましたけれども、早速第２の議題に入りたいと思

います。２番目の議題「保育事故再発防止のための取組」というものでございます。よろしく

お願いいたします。 
○橋本保育課長 それでは、資料２につきまして御説明をさせていただきます。概要でございます

けれども、既に御議論いただきまして広報いたしました運営基準の中におきまして、32 条ある

いは 50 条といったところに事故の発生、再発を防止するための措置、あるいは事故が発生した

場合の措置ということを規定させていただいているわけでございます。ただ、その中でこれま

でも宿題としていただいておるわけでございますが、下の○のところ「その上で、施設・事業

による対応のみならず、①特に重大な事故について、プライバシーに配慮しつつ、当該重大事

故の情報の集約、公表 ②今後、類似の事例が発生することを防止する観点から、当該事故情報

の分析、フィードバック ③事故再発防止のための支援や指導監督などについての行政の取組の

あり方等について、速やかに検討していくこととしており、今後、具体的な検討が必要となる」

ということでございます。そこで、どのような論点があるのかということをまずざっと挙げて

みたわけでございます。２ページのところをご覧いただきますと、「具体的な検討に向けて」と

いうことで、行政による取組に関する検討につきまして、主な論点ということで、１つは情報

の集約のあり方ということでございます。これは集約の範囲ということもございますし、その

集約の方法ということにもなるわけでございます。論点２といたしまして、集約した情報を分

析し、それをまたフィードバックをしていくということが必要になってくるわけでございまし

て、その際には、公表のあり方、あるいは分析やフィードバックのあり方といったことが検討

項目ということになってくるわけでございます。論点３といたしまして事故の発生・再発防止

のための支援、指導監督のあり方ということが挙げられてございますが、その際には、事故の

再発防止のための事後的な検証といったことのあり方なども議論としては出てくるかというふ

うに考えております。以下、それぞれの項目につきまして、現行の取り扱いと今後の検討例な

どをお示ししておりますので、順次ご覧いただきたいと思います。まず、３ページで論点１、

情報の集約のあり方でございます。まず、①といたしまして集約の範囲でございます。対象と

なる施設等の範囲につきまして、現行の保育等の制度におきましては、保育所と認可外保育施

設、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター事業、こういったところで事故が発

生したときに報告をお願いしているわけでございます。今後の検討例といたしまして、運営基

準において事故発生時の報告を求めている特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、こう

いったところが給付の対象になる施設なわけでございまして、こういったところについてはこ

の運営基準が適用されますので、その対象となってまいります。その上で、現行の取り扱いを

踏まえまして、認可外保育施設を初め、どういった施設・事業を対象とすべきかといった点が

１つの検討例でございますし、特に対象児童の中で０～２歳からのお子さんのあたりで死亡事

故というのがどうしても多くなっております。こういった子どもを預かる施設・事業について

どう考えるかといった点がございます。どういう範囲のものを重大事故と捉えて報告をしてい
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ただくかということでございますが、現行の取り扱いにおきましては、死亡事故、あるいは治

療に要する期間が 30 日以上の負傷、疾病といった形を重篤な事故ということで報告の対象にさ

せていただいておりますが、これを踏まえまして、その範囲をどう考えていくかという点の検

討が必要でございます。報告をいただく際のどういった情報を御報告いただくかということで

ございまして、ここに３つポツを掲げてございます。事業者に関する情報、事故に遭った子ど

もに関する情報、事故が発生したときの状況に関する情報などについて御報告をいただいてお

りまして、これをどのように考えていくかということが１つの議論のポイントでございます。

イメージを持っていただく上で、後ろのほうに飛んで恐縮でございますが、８ページのところ

に、現在、保育所や認可外保育施設などにおきまして事故があったときに御報告をいただいて

いる様式が書いてございます。こちらは一番上に認可と認可外のところに丸をつけるようにな

ってございまして、その下に自治体名なり施設名、あるいは所在地などの基本的な情報がござ

いまして、従事者数とか、あるいは面積などの記載もございます。事故の発生日時、対象とな

る子どもの年齢なり、あるいは死因として明らかになっている場合にはその死因を書いていた

だくとか、あるいは発生時の状況をこういった時系列で書いて出していただくといったこと、

あるいは発生後の対応ということについても書いていただくという形で今、御報告をいただい

ているわけでございます。こういった現行ある書式ということを１つのベースに置きまして、

今後の取り扱いとしてどうするかという点が１つの検討事項になってくるかというふうに思っ

ております。４ページのほうにお戻りいただきまして、集約方法についてということでござい

ます。現在の取り扱いにおきましては、保育所において事故が発生した場合は市町村に対して、

認可外保育施設において事故が発生した場合には都道府県、政令市、中核市に報告をいただく

ということでございまして、そういった取り扱い、あるいは放課後児童クラブやファミリー・

サポート・センター事業は市町村事業であるということで、市町村から都道府県に対して報告

するようにいただいております。最終的には都道府県等から国に対して報告をいただくという

形になっております。検討例といたしまして、支援法の中での確認制度は、市町村のほうが運

営されますので、事故が発生した際には市町村に対して報告するように求めているわけでござ

いますが、現在のこういった取り扱いとの関係、あるいは情報を効率的に集約するということ

の関係等を踏まえまして、どういったルートで集約していくかということを検討する必要があ

ると考えております。様式の部分につきましては、先ほどご覧いただいたとおりでございます。

続きまして、５ページの論点２、集約した情報の公表、分析・フィードバックといった点につ

いてでございます。まず、公表でございますが、現在の保育等の制度につきましては、国にお

きましては毎年、事故件数等を公表いたしております。大体毎年１月に前年１年間のものを公

表いたしております。個別事例については情報公開制度にのっとって対応させていただいてお

ります。地方自治体におきましても、事案に応じて個別に報道発表をいたしております。こう

いったことを踏まえまして、データベース化ということと合わせて検討が必要と考えておりま

す。分析やフィードバックのあり方ということでございますが、まず既に集約している情報を

中心とするデータベース化という点で申しますと、現在の保育等の制度におきましては、日本

スポーツ振興センターの学校事故事例検索データベースというのがございます。この中で、例

えば「施設」というところを「保育所」というふうに指定していただきますと、そこでの死亡
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や障害の別、あるいは種類、性別、発生場所、発生状況等をどなたでもご覧いただくことがで

きます。そういったものをベースにいたしまして、検討例でございますが、日本スポーツ振興

センターでつくっておりますデータベースに含まれていない施設や事業につきまして、これの

データベース化あるいは公表のあり方などをどういうふうにするかといった点の検討が必要か

と考えております。事故の発生防止（予防）のためのガイドラインという点でございますけれ

ども、「保育所及び認可外保育施設における事故防止の徹底等について」という文書がございま

す。昨年の１月 18 日に出した文書でございますが、この中で事故が考えられる場所とか環境整

備、あるいは事故防止のために必要な配慮事項等について記載してございます。これにつきま

しては、９ページのところをご覧いただきたいと思いますが、昨年の１月に出した文書でござ

います。９ページの左側はかがみの言葉でございますけれども、右側のほうに別紙１「保育所

等における事故防止のための指導事項について」ということで、基本原理と総論的な事項に続

きまして、「３．事故防止の観点」ということで、より具体的な形で示す形にしてございます。

それを具体的に 10 ページのほうで表にしてございます。まず①ということで、０歳から１歳の

子どもというところを念頭に置きました考えられる事項、環境整備、あるいは保育士等の配慮

点ということで整理してございます。例えば最も悲しい事故として睡眠時に亡くなるというこ

とがよくあるわけでございまして、こういった点について考えられる事故につきまして、睡眠

時の窒息あるいは吐乳といったことも入れてございます。環境整備としまして寝具とその周辺

の点検ですとか、あるいは保育士の配慮点としまして、常に子どもを確認する、あるいは睡眠

時の観察・点検をする、仰向けに寝かせる、あるいはすぐに支えられる位置にするなどの留意

点を示させていただいているところでございます。②は、保育室と園庭という場所に応じた注

意点でございます。保育室におきましては、いろんな家具等の転倒、あるいはいろんなものの

角にぶつけるとか、あるいは誤飲とか、ガラスとか、こういったさまざまなけがが考えられる

わけでございまして、転倒防止の装置とか、あるいはガードをつけるとか、シールを貼るとか、

こういった点を１つ環境整備として挙げております。また、保育士等の配慮点としまして日々

の安全点検とか、遊具の取り扱い方を子どもたちに教えるとか、そういった点を配慮として求

めております。また、園庭のほうにおきましては大型遊具などもございますので、そういった

ところでの転倒・転落、あるいはプールでの事故などがあるわけでございまして、そういった

点に応じました環境整備、あるいは役割分担の徹底を初めとしまして、さまざまな配慮点も求

めております。右側のほうに参りますと、今度は散歩とか給食といった場面での事故なども念

頭に置きました留意点を示しております。散歩の場合には交通事故ということが最も危険なわ

けでございまして、こういった点につきまして、引率者や人数など体制の確認ですとか、ある

いは保育士等の位置、子どもへの注意の促しなどもしております。給食のほうにつきましては、

そしゃく・嚥下が不十分であることによる窒息ですとか、あるいはアレルギーなどの誤飲・誤

食といった点も心配されるわけでございまして、こういった点につきまして、発達に合った食

事内容とする、あるいは表示やトレーを明確にするとか、あるいは飲み込んだかどうかの確認

とか、あるいは職員間での確認、把握、そういった点を留意点として挙げているわけでござい

ます。今、ご覧いただきましたものが現状あるわけでございますけれども、５ページのところ

にお戻りいただきまして、これは主に保育所を念頭に置いたような形でつくられておるわけで
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ございますが、５ページの一番下【検討例】ということで、この配慮事項等をベースに、特定

教育・保育施設、あるいは地域型保育事業、あるいは認可外保育施設等を通じたガイドライン

の作成等を検討することが必要ではないかということでございます。続きまして、６ページの

論点３、事故の発生・再発防止のための支援や指導監督ということでございます。現行の取り

扱いといたしましては、「保育所及び認可外保育施設における事故防止について」という文書が

ございますが、保育所において死亡事故等の重篤な事故が発生した場合には、市町村において

再発防止のための検証を行うようにお願いをしております。こういったものも踏まえまして、

他の制度の動向なども参考にしながら検討することが必要ではないかということで、ここでは

例として３つほど挙げさせていただいております。最後に、７ページ「検討体制について」と

いうことでございます。上記２における各論点につきまして、今後、当会議における議論を踏

まえつつ、検討を進めていくこととしたいと考えておりますが、これらは、１つは特にガイド

ラインなど、現場や小児保健等に関する専門的、実践的な知識、経験に基づいた検討が必要で

ございます。２つ目には、地方自治体における行政など、そのあり方にさまざまな面で影響を

及ぼすということもございますので、これらの関係者の御意見も反映する必要があるだろうと

思っております。３つ目には、実際に事故に直面された方など、施設・事業の利用者の視点で

対応の方向性を検討いただくということが必要だと思っております。こういった点に鑑みまし

て、これらの有識者等からなる検討の場を別途設けさせていただきまして、その場で御検討い

ただき、また、今年の秋ごろを目途に当会議のほうに再度御報告をさせていただきたいと考え

ております。以上でございます。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして御意見、御質問等

ございましたら、挙手をお願いいたします。では、秋田委員のほうから順次お願いします。 
○秋田委員 ありがとうございます。東京大学の秋田です。まず、論点１「重大事故の情報の集約

のあり方について」というところです。報告の対象は、ここに【検討例】として、特定教育・

保育施設・特定地域型保育事業者が対象となると書かれております。私自身は、今回の資料２

のタイトルが保育しか書かれておらずおかしいのではないかと思っております。そもそもこれ

が保育・教育事故再発防止のための取り組みというものを考えていくというような教育の語を

含むタイトルでないと、保育の関係だけになってしまうのではないかと考えてございます。現

行のところで保育所だけではなく認可外保育施設や放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・

センター事業等も入っておりますので、そうした全体を対象として共通の基準に一本化してつ

くっていくということが重要なところではないかと考えてございます。また、論点２の部分で

ございます。データベース化をするというところで、ネットの時代ですので、全国どこからで

も見られるような形にしてデータベース化をしていただく。そのときに非常に重要なのは情報

公開制度にのっとってということで、個人の情報、園の情報をうまく保護していただきつつ、

情報の管理をしていただくということが大事であろうと考えてございます。ガイドラインとい

うところでございますが、資料が別紙２の「事故防止のための指導事項」というところで出て

おりました。これはとても参考になると思う一方で、これでは現場で使えないのでないでしょ

うか。恐らく事故防止の対策マニュアルというのを各園がすでに準備をしていたりするわけで

す。けれども、より重要なポイントについて、例えば写真入りであったり、こういう内容項目
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がチェックできるような、すぐ使えるような形のマニュアル的なものをあわせて入れていただ

いたり、写真でここがポイントであるということを既につくっている園はたくさんあるわけで、

それらを参考にしながら作成いただきたいと思います。「指導事項について」という徹底の文書

はいいと思うのですが、もう一歩具体的な実践の場に即したものもつくっていただきたいと思

います。また、報告の中で大事なところと思っているのは、勤務のそのときのシフト体制や、

どういう労働条件であるのかということです。特定の場面の事故だけではなく、全体の職員の

あり方、勤務の状況、労働条件が過酷になっているというところでの問題の発生が多いので、

そうした条件を考えられる事故の背景としての情報の記入もぜひ御検討いただきたいと考えて

おります。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、岩城委員、お願いします。 
○岩城委員 全国国公立幼稚園長会の岩城でございます。今、秋田先生もおっしゃってくださいま

したけれども、論点１については、特定教育・保育施設だけではなく、子どもを預かる全ての

保育施設を対象にするべきだと思っております。そして、対象の範囲でございますが、【検討例】

で挙げていただいていますように、現行の取り扱いを踏まえた範囲で考えられるといいかと思

います。集約方法ですけれども、子ども・子育て支援法に基づく関係から市町村が運営すると

いう立場をとっておりますので、市町村が集約するという形をとると、データベース化すると

きに集約しやすいのではないかと思います。公表についてなのですが、子どもたちの安心・安

全な生活を確保するという視点からも、対象施設での事故については、その背景も踏まえて、

いろいろな施設が情報共有できるようなものをつくっていただきたいなと思っています。もち

ろん、個人情報に配慮していただきながらでありますけれども、これからいろいろ検討し、体

制がつくられるということですので、そういった点に配慮しながらつくっていただきたいと思

います。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、次は柏女委員、お願いします。 
○柏女委員 淑徳大学の柏女です。２点です。対象についてですけれどでも、今ほども全ての施設

ということはお話がありましたが、児童発達支援センターや事業、あるいは放課後児童クラブ

等々、そうしたところも含めた形で考えていくことが必要なのではないかと思います。入所型

施設の事故対応との整合性。入所型施設は県にということになりますので、そことの整合性も

考えていっていただけるといいかなと思いました。次に、範囲です。ここは議論のあるところ

ではないかと思いますが、いわゆる懲戒権の濫用の問題です。施設内の虐待。被措置児童等虐

待については報告義務が生じておりますが、保育施設等々での懲戒権の濫用、重篤な場合につ

いての報告等を含めるかどうかということについて、今後検討会が設けられるということです

ので、そこで御議論をいただければと思っております。以上でございます。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、駒崎委員、お願いします。 
○駒崎委員 全国小規模保育協議会理事長の駒崎です。当テーマについて何度か政策提言をさせて

いただいて、このたび１つの議題として取り扱ってくださって、本当に感謝しております。折

しも今月の 13 日、京都市伏見区の認可保育園で５歳の保育園児が女性の職員にぶん投げられて、

放り出されて頭蓋骨を骨折するという、およそ信じがたいような事件が起きました。事故発生

から３時間たってようやく病院に連れていったということです。しかも、当初転んだというよ
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うな報告がされて、結局、親ががんがん言って、投げられたということがわかったというよう

に、まさにこの話をするにはタイムリーないい時期かなと思っております。必ず保育事故情報

を次に生かすというような制度をつくらなくてはいけないなと思っております。意見書の裏側

にるる書いております。全ては読みませんけれども、発言させていただきたいと思っておりま

す。今回、まさに別途専門者、有識者会議をつくって検討してくださるというのは非常にすば

らしいと思っております。大賛成です。一方で、取り組みの時期なのですけれども、「秋頃を目

途に当会議に報告」というふうにありますが、論点１から３は非常に重い、検討項目としては

多種多様で、大きな範囲でございます。これを全て秋ごろまでに取りまとめるというのはかな

り難しいのではないかなというふうに予想されるのです。ですから、論点１については新制度

開始までに最低限必要ですので、これは秋ごろまでに中間報告をするとしつつも、２と３につ

いては継続的に検討してもいいのではないかなと思っておりますので、ぜひ考えていただけた

らと思います。また、各種論点に関しての意見です。論点①のイ）、範囲の対象ですが、秋田先

生を含めて各委員の方がおっしゃられたように、教育施設も含めて広く見たほうがいいかなと

思います。障害児の発達支援事業とか、児童発達支援事業とか、そういったところも含めて対

象としたらいいと思っております。特に認可外施設が０～２歳児をかなり受け入れていること

もあって、事故率が高いという現状がありますので、補助をもらっている、いないにかかわら

ず、きちんと検証されるというふうにしていかなくてはいけないと思っております。また、報

告様式を別添で出していただいたのですけれども、これはＡ４・１枚の報告様式なのです。人

が１人亡くなって、Ａ４・１枚で報告が終わってしまうというのもどうかと。もっときちんと

情報を得なければ、これをケーススタディーというふうにしていくことができませんので、フ

ォーマットはもうちょっとちゃんとしていただくということが必要ですし、また、このフォー

マットも自治体に丸投げすると、事故情報がよくわからないというような報告も上がってきて

しまうので、報告マニュアルというものもきちんと整備していくべきかなと思っております。

各委員の方も言われましたが、情報公開制度にのっとって対応というのは、すなわち情報公開

請求をしなければ個々の事例というのは出てこないという状況になりますので、そうではなく

て、インターネット等でオープンアクセスが可能なデータベースというのを整備すべきかなと

思っております。今、スポーツ振興センターのほうでこのような事故情報データベースという

のが出されていまして、私も検索して調べてみるのですが、例えばこうなったときに、事故情

報はちゃんとデータベースが出てくるのです。とはいえ、発生状況のところで、例えば死亡、

障害で言うと死亡ですね、３歳児ですね、男の子ですね、保育中ですねと。発生状況としては

本児の連絡帳に云々かんぬんという形で書かれていましたが、発生状況が６行とかなのです。

これだと、例えば我々保育事業者がこのデータベースを見て、うん、よし、これでケーススタ

ディーをつくって研修に取り組もうとかといったときに、よくわからないなというふうにどう

しても思ってしまうわけなのです。ですので、これは、どんな事故が起きて、どんなふうにす

ればこの子が死なないでもよかったのにというような示唆がきちんと引き出せるような、そう

したものでなくてはいけないなと思うので、それは別途有識者会議で報告の仕方あるいは公開

の仕方、そういったところもブラッシュアップしていけたらいいなと思っております。さらに、

秋田先生でしょうか、現場では使えないというふうにおっしゃられましたが、「保育所及び認可

6 
 



外保育施設における事故防止の徹底等について」という行政通知文書の表でいろいろ書いてく

ださっているのですが、これではなかなか現場で生かせないわけなのです。どういう状況が危

ないよとか、どういうふうにしたらいいのだよということを、今、インターネットで動画等も

貼りつけて見られますので、そうしたトレーニング動画や、事故でありながちな、こういうふ

うにしたら事故になってしまいますよとかいうのを画像や動画でビジブルな形で見せていただ

きたいと思いますので、通知文書でなくて、そうしたわかりやすいような形で出していただけ

たらなと思っております。論点３は、大切な論点ですが、事後的な検証は必ず行うべきだと思

いますので、報告だけでない、しっかりと検証していく体制というのもつくっていくべきかな

と思っております。ありがとうございます。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、小室委員、お願いいたします。 
○小室委員 ワーク・ライフバランスの小室です。先ほど秋田委員の御意見に大変共感しました。

保育士の方の疲労とか、そういった状態を防いでいかないと、けが、事故の起きやすい状態と

いうのが長期的にあるのではないかなと思っています。事故が起きてしまったときに、どう集

約するかということと同時に、どう防いでいくかということにおいては、保育士の方のワーク・

ライフ・バランスということをもう少しこういった資料の中にも入れていくべきではないかな

と思いました。９ページの右側「保育所等における事故防止のための指導事項について」の「事

故防止の方法」というところに、「保育士の健康状態」ということについても言葉を入れていっ

てはどうかなと思いました。転んだというような不慮の事故のほかに、保育士が少し虐待に近

かったり、もしくは疲労困憊の中で集中力が不足していたりということから起きるようなもの

をもっと防いでいくためにということで、保育士さんのストレスケアのできるようなマネジメ

ントの必要性であるとか、睡眠がしっかりとれているのか、健康状態がいいのかということ、

保育士さんについても定期的に確認するとか、そういったことが長期の視点で事故を防止して

いくことにつながるのではないかなと思いますので、その視点を入れていただけたらと思いま

す。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。では、榊原委員、お願いします。 
○榊原委員 ありがとうございます。何回か要望してきました保育事故への取り組みについて、こ

のように前向きに対応していく案をまとめていただいて、本当に感謝しています。大変お忙し

い中でこうした議題にも取り組んでくださることになった政府の姿勢について、高く評価して

います。何点か申し上げます。私も秋田委員と同じように、就学前の子どもたちの保育・教育

事故の再発防止に向けての取り組みにしていっていただきたいと思っています。安倍政権では

放課後児童クラブだけではなくて、放課後子供教室も合わせて増やしていこうという取り組み

になっています。なので、幅広に保育という考え方を捉えていっていただくほうがいいのかな

と思います。その上で、具体的な範囲であるとかいろいろな取り組みということは、検討会を

立ち上げて専門家の方たちできちっと議論をしていただきたいというふうに希望しています。

集約の方法については、市町村のほうでという考え方もあると思うのですけれども、よりその

範囲を広げ、かつ重大事故がそんなに各市町村で多発しているという状況でもないと思います

ので、私は、どちらかというと都道府県で集約し、ある程度のケース数を踏まえて傾向を分析

するといったようなサイクルのほうがひょっとしたらいいのかなと思い、その点は検討会に委
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ねたいなと思います。その上で、これは今後の取り組み方の考え方としてお願いしたい点なの

ですけれども、消費税を導入して新たなこうした子どもたちのためのシステムを立ち上げると

いうことに国民全体が協力をしてくれている、期待もしているという中で、質の改善、つまり、

給付を拡充して配置とか処遇を引き上げていくということと同時に、では、サービスの状況が

どうだったのかということを事後チェックしていくことはセットになっていると思います。そ

の中で、事故対応、事故のチェックシステムということも必須になっているので、セットで進

めていっていただきたいと思っています。その場合、例えばこうした情報集約をしていく中で、

アレルギー児の事故がどうも多発しているなとか、例えば配置が苦しい施設においてこういう

ことが起きているなというような、これまではなかったようなケースがわっと見えてきたとき

に、早急に施策の改善につなげていくような検証、分析、施策の見直しというサイクルもあわ

せてつくっていっていただきたい。そういったことができる、ひょっとしたら情報集約のため

のある程度の期間といったものも必要なのではいか。最近、医療事故調査・支援センターとい

うものが医療界について立ち上げられました。以前から患者と医療機関の間での不要な訴訟で

あるとか、いろいろな軋轢があったものを、より前向きに解決していくための取り組みだとい

うふうに理解していますけれども、例えばそういった第三者機関のようなところで情報を集約、

分析し、政策提案につなげていくようなサイクルといったことが保育の場面でも必要なのかど

うかといったことも議論していただきたい。その場合に、医療の世界ではもう常識になってい

ますが、利用者側、家族のほうの理解や納得が得られるような説明責任を果たしていく仕組み

もぜひ中に取り込んでいっていただきたい。それは市町村の責任に置くのかということも含め

て検討していっていただきたいと思います。最後にお願いなのですけれども、急速に保育を増

やしていく中で、今、多様な事業者に参入していっていただこうということになってきて、長

く日本の児童福祉は事前規制で中の質を守ってきたところが、事前規制はもう解除し、多様な

人に入ってきていただいて、多様に市場を活性化していこうという方向になりました。なのに、

欧米に比べて事後規制、事後チェックの体制が大変甘い。いろんなことがもう既に市場で起き

ているというふうに私たちも仄聞したりする中で、子どもたちの命、利益を守るための今後の

新しい取組で、歯止めとしてこのシステムを起動させていっていただきたい。そういうふうに

よろしくお願いしたいと思っています。ありがとうございました。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、坂﨑委員、お願いします。 
○坂﨑委員 日本保育協会の坂﨑です。１つお願いをしておきたいのです。今の榊原さんの言葉を

使うと、いわゆる事前規定と事後規定みたいなものに関することで、今回、事後のことについ

てはほとんど話し合いがされていて、今回のこの取り組みについて、このような形であらわさ

れていることは非常によいことだと思います。私は、事後規定が出たことと裏表の事前規定の

ことについて、１つ話をしておきたいのですけれども、新制度移行によって、特に３号認定、

いわゆる３歳未満児と呼ばれる方々、また、施設も保育所、小規模型の事業等、また、移行等

が考えられる認定こども園というのが非常に多くなるのだと思います。ですから、普通に考え

ますと、この仕組みをつくり上げるとともに、現行で行われている事故発生のためのそもそも

の防止、このことについて周知とともに徹底をしなければ、事後規定だけがつくられていって、

子どもの入所が増大するということが考えられますから、施設・事業数の確定までの間は、安
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全対策、危機管理におきます事前規定も３カ月、半年、１年周期で現行以上で行われるような

仕組みをとっていかなければならないと思います。この事後規定と一緒に両輪で働かないと、

事故が起こってからこの事後規定が活躍をするなどというのは非常におかしな仕組みでありま

すので、今回事前規定をきちんと示して、なおかつこのことについても行うということが大原

則ではないかと思います。たくさんの施設、入所数が増加するということを念頭に置いてそう

いう形のものをつくっていただければありがたいと思います。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございます。それでは、佐藤委員、お願いします。 
○佐藤委員 資料２「保育事故再発防止のための取組について」２ページの論点３に関して、さま

ざまな事業体や施設では事故防止マニュアル等に基づき安全点検を実施し、子どもたちに事故

が起きない体制をとっても、事故は起きる。それを再発防止という観点で検討を行うことは大

切であるが、新制度では、すべての市町村において子どもたちの命が安心・安全に育まれるよ

う、そういう視点も加え、再発防止のあり方について検討していただくことをお願いしたい。 
○無藤会長 ありがとうございました。では、高橋委員、お願いします。 
○高橋委員 日本労働組合総連合会の高橋でございます。私も意見を言おうとしていたことをかな

りの委員の方がおっしゃっていただいたところでございます。厚労省調査の事故報告集計によ

ると、圧倒的に認可外の事故が多いことも報告されております。これも提案の中で言われまし

たが、特に睡眠中、うつぶせ状態などで発見されたと。これは人員配置が明確になっている認

可施設とそうでない認可外の施設、環境の違いということも容易に想定されますけれども、こ

のような事故が二度と起きないようにするためには、具体的な検討項目の中に人員配置基準が

どのようになっているのか、環境がどうなのか、あわせて労働者の環境実態、特に保育士の働

く環境がどうなっているのかなどを事前にチェックするような仕組みが必要だろうと考えます。

基本は、今、佐藤委員が言われましたが、希望する全ての子どもが適切な環境の中で育てられ

るということが原則だと思っております。事前チェック、再発防止の取り組みは非常に重要で

あると考えますし、これまでも再発防止の研究はいろいろなところで進められて、保育所現場

でも実践されているとは思いますが、それをよりきちっとすべきだろう。対象ですけれども、

認可外保育所、施設を初め、小規模保育事業などを含めて、秋田委員がおっしゃいましたが、

全てを対象とすべきだと考えます。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、古渡委員、お願いします。 
○古渡委員 全国認定こども園協会の副代表の古渡です。今、皆さんから意見がたくさんあったの

ですけれども、大事な観点がもう一つ抜けているなと思ったのは、施設当事者はどうするので

すかという観点が多分抜けているような気がするのです。特に事故発生時の対応というのが一

番大事だと思うのですけれども、もちろん事故前、事故後というのもあります。しかし、今回、

基礎自治体が実施主体でありながら、逆に施設だけの対応になってしまうと、多分隠蔽とかい

ろんな問題が発生する可能性もあります。しかし、重大事故といいますのは、ただ単に事故が

起きた、起きないというよりも、実は施設全体でいろんな問題がその瞬間から起きます。その

瞬間から園長のマネジメントとか、行政のマネジメントとか、多分たくさんのマネジメントが

そこで必要になります。そういう観点も踏まえていないといろんな問題が重なっていくのだろ

うと思います。そういう意味では、事故が発生した後の課題もたくさんあると思いますけれど
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も、それに対応するための仕組みというのも実は必要なのではないかと思います。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。では、宮下委員。 
○宮下委員 全国幼児教育研究協会の宮下です。ありがとうございます。事故が発生した場合の報

告の方法や再発防止に向けた報告、分析等の検討案がここに示されておりますけれども、これ

らのことにつきましては、当然重要なことであると考えます。しかし、かけがえのない命を預

かる施設として、事故を起こさないための配慮や努力をすることの意識を持つことがさらに重

要であると考えています。特に今回の新制度によって、これまで０～２歳の保育について経験

の少ない保育者も乳幼児に関わるようになることから、保育士に対する安全管理についての研

修を行い、事故防止のための意識の高揚を図ってほしいと思っています。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。では、吉田委員、お願いいたします。 
○吉田委員 １点だけ。事故については、労働災害の分野でも労働者死傷病報告というものを出す

ことになっておりまして、それだと、イラストもきちんとつけて提出するということになって

います。そういったこともぜひこの報告書の中に盛り込まれるといいなと思っております。労

働安全の分野だと、ハインリッヒの法則ということで、１つの重大の事故の背景には 29 の軽微

な事故、さらにその背景には 300 のヒヤリハットという軽微な事故があるというふうに言われ

ておりますので、そういったものをきちんと集約して、特にそうやって見える化をできるとい

いかなと思います。 
○無藤会長 ありがとうございます。では、吉原委員、お願いします。 
○吉原委員 東京聖労院の吉原です。事故の対応ですけれども、日常の点検、確認の励行が当然基

本となるわけです。実際事故が発生した場合の初期対応、スピードが特に重要だと思います。

示された様式を見ますと、最終報告の形、事故結果の様式のようにも見えるわけですが、現実

には状況の変化に応じた段階ごとの連絡が当然必要なわけです。速報、第一報というようなタ

イミングも当然必要になってくるわけです。支援の様子、どのようなかかわりを持ったかとい

う状況も逐一ポイントになる点だろうと思います。範囲についてですけれども、ヒヤリハット

とインシデントといったような段階も含めた事故レベルの設定、程度とか規模とか、人数等も

勘案した検討も必要になってくると思います。と同時に、適時注意の喚起を図る上での事前の

予報、注意警報といった連絡、広報もまた検討していただきたいと思います。以上です。 
○無藤会長 ありがとうございました。では、渡邊委員、お願いします。 
○渡邊委員 保育事故の再発防止の取り組みということで、今、説明を受けながら、それぞれの御

意見が出ているわけでありますが、現場を預かる行政の立場で意見を申し上げさせていただき

たいと思います。子どもを預ける保護者にとって、子どもが安全な環境で保育や教育を受けな

がら帰ってくることが一番大事なことであるのは当然であります。そういう観点からしますと、

これまで現場では子どもに関する事故だけでなくて、子どもに対する教諭、保育士の虐待等、

さまざまなケースがあるわけであります。これらを想定の範囲の中に置いて、これまでの対応、

それから新制度においてどういう対応をしたらよいのかという具体的な取り組みや論点につい

て、基本的には事故を起こさないために皆で何をどのようにしていくか考えていくことが一番

大事なことだと思うのです。事故が起きてしまったら、結果を検証しながら、再発しないよう

に皆で意識を共有し、再発防止に努めなくてはなりません。ですから、そのための具体的な、
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現場と私ども市町村行政との間の検証や、事前の取り組みに対する懇談を組織的に行って良く

必要があると考えます。これは義務づけというわけにはいかないので、任意的なものでよいと

思うのですが、各市町村もしくは都道府県サイドの中で事業者との間の組織づくり、またはそ

ういう検討委員会的なものをきちんとやっていく必要性があるかと思います。幸いにして各市

町村は地方版子ども・子育て会議というものを設置しております。子ども会議では事業計画や

色々なことについて議論する場、または市町村からの諮問に応じてそれを議論する場になって

おりますが、例えば子ども会議の中にこういう事故を起こさないための部門を設けながら、現

場とのやりとりをし、これから議論されていく具体的な論点に従った検討事項を行政と現場で

きちんと共有して対応していく必要があるのではないかなと思います。以上であります。 
○無藤会長 ありがとうございました。それでは、事務局からお願いします。 
○橋本保育課長 大変多くの委員の方々から大変御示唆に富む御意見をいただきまして、ありがと

うございました。今後別途の場を立ち上げさせていただきまして検討を開始したいと思ってお

りますが、その際、今、いただきましたさまざまな御意見を踏まえながら検討を進めるように

させていただきたいと思っております。最初に秋田委員のほうからそもそもこの資料の表題が

おかしいのではないかというふうな御指摘をいただきまして、また反省をさせていただいてお

りますが、ついついいつも保育のことばかり考えておりますと、「保育事故再発防止」というふ

うに書きたくなってしまいまして、当然のことながらほかのさまざまな子育ての場というもの

を含めた事故防止の対策ということで考えていきたいと思っておりますので、そういった形で

進めさせていただきたいと思っております。駒崎委員のほうから、非常に検討事項が多い中で、

急ぐものと少し時間をかけるべきものということで、仕分けをしながらというふうな御意見も

いただきました。特に秋にまた御報告をさせていただく際には、少なくとも新制度の施行に直

結する内容につきましては固めていく必要があると思っておりますので、そういったところも

意識しながらさせていただきたいと思っております。どうもありがとうございました。 
○無藤会長 ありがとうございました。 
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