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議事概要 

 

 

（委員会概要） 

委員会名称：企業主導型保育事業点検・評価委員会（第１０回） 

日 時：令和３年３月２９日（月）１４：００～１６：００ 

場 所：中央合同庁舎８号館６階 ６２３会議室 

出 席 者：（委員会委員） 

石毛 和夫委員、忽那 ゆみ代委員、高祖 常子委員、馬場 充委員、 

福嶋 誠也委員、多田 博史委員、的場 康子委員、吉田 正幸座長 

（内閣府） 

別府 充彦内閣府審議官、嶋田 裕光子ども・子育て本部統括官 

藤原 朋子子ども・子育て本部審議官、池上 直樹子ども・子育て本部参事官、 

泉 吉顕子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室室長、 

魚井 宏泰子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室企画官 

（公益財団法人児童育成協会） 

望月 弘晃理事、渡利 賢司企業主導型保育事業本部本部長、 

安村 邦彦企業主導型保育事業本部副本部長心得併任指導監査部部長、 

井川 憲司企業主導型保育事業本部審査部部長、 

髙島 秀紀企業主導型保育事業本部企画部情報管理課課長 

配 布 資 料：次第 

資料１－１ 児童育成協会の体制・人員推移 

資料１－２ 審査業務 

資料１－３ 指導監査実施状況 

資料１－４ 研修実施状況 

資料１－５ 相談支援業務 

資料１－６ 新システム開発状況 

資料１－７ 情報公開 

資料１－８ 附帯条件と対応状況 

資料２－１ 令和３年度新規募集について 

資料２－２ 令和３年度新規審査基準案の概要 

資料２－３ 審査基準案新旧対象表 

資料３－１ 財務監査基準案の概要  

資料３－２ 財務監査基準案 
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（委員会内容） 

１．開会 

 

２．令和２年度の児童育成協会の評価について 

【児童育成協会（以下、「協会」とする）より説明】 

資料１に基づき説明 

（協会の体制） 

・審査業務については、新規募集や事業譲渡などの対応のほかにも、完了報告が遅滞し

ているのではないか、月次報告が迅速に行われているのか等々の指摘もあり、対応要

員の調整も含め、業務の進捗を管理するために、審査部の中に審査管理課を創設する。 

・調査課については、特別立入調査など特に問題がある案件について、通報に基づき迅

速に対応を行う必要もあり、これまで審査の一環として審査部に位置づけをしてきた

ところ。今後は、指導監査部として、特別立入調査も含めた一般的な立入調査、午睡

調査等々、監査全般を管理し、迅速な対応に向けて、調査課、管理課、指導監査課と

一体的にやっていく。 

・企画部については、情報管理課を含めて、当初５名から21名に人員増で強化を行った。 

・審査部については、保育士を３名に増員し、ノウハウも生かしながら審査に携わって

いるところ。ほかにも、派遣職員の中に、７名ほどの保育士がいることを確認してい

る。 

・指導監査部については、1,800か所に対して指導監査を行うということで、外部委託も

活用しながら職員を100人近く増員し、年度当初の34名から現在は130名弱の体制とな

っている。この体制で、今後は、協会として指導監査を内製化できると考えていると

ころ。現在、保育士は９名おり、４月から５人の採用を予定している。また、派遣職

員中にも２名ほど保育士がいるという状況。引き続き、保育士の確保等を含めながら

対応をしていきたい。 

・令和３年度は、研修やOJTを通じて職員のスキルアップを図り、より確実・迅速な業務

を行えるよう努め、令和２年度に外部委託を行っていた事業の一部の内製化を行うほ

か、業務量に応じた職員配置を検討していきたい。 

（審査業務） 

・令和２年度の新規募集については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、当

初の募集期間を延長し対応を行った。申請のうち、審査対象は、約1,400施設。形式的

審査、第１次審査、第２次審査を経て、審査会における審査の結果、内示746施設。内

示を基にさらに審査し、12月上旬から助成決定を行っており、今年度中には完了する

見込み。地方自治体への内示情報の提供を実施。助成申請情報、助成決定情報、開所

情報の提供を随時実施しているところ。助成決定にむけ、内示施設に対し工事期間や

開所日を踏まえた現地調査を実施しており、実際の運営が始まらないという状況の施

設は令和３年度に助成決定見込みとしているところ。 
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・完了報告審査については、審査員の増員・審査責任者の増員・業務効率化のためのチ

ーム制の導入等、体制を強化するとともに、完了報告未提出事業者や協会が求める資

料の未提出者に対し期限を決め督促をし、それでも未提出という事業者においては新

規受入停止の通知を発出するなどの対応をしてきたところ。新型コロナウイルスによ

る緊急事態宣言等の影響もあり、９月末完了予定が、結果的に、11月末概ね完了、一

部事業者の確定が３月となった。 

・月次報告審査については、現在、毎月約3,800件の審査等を行っている。審査の効率化

や標準化といった課題に対し、業務プロセスの見直し・改善を行い、事業者対応が向

上し迅速な審査につとめた。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う利用料減免等の対応において、事業者が

複雑な計算を行う必要がないよう試算シートを作成し事務の負担を軽減するなど、迅

速な支払につなげた。 

・次年度にむけて、審査管理課を新設し、各審査の進捗状況を確実に把握し、進捗が遅

れている場合等において、人員の調整を行い体制の強化を図っていく。 

・完了報告審査においては、約4,100件となる運営費完了報告及び約200件となる整備費

完了報告の早期確定に向け、業務遂行体制・事務フローの見直しを実施する。また、

審査に必要な資料の期限内の提出を厳守させ、提出されない場合は、強く督促をして

いく。加えて、審査レベル向上のための研修・勉強会の実施及び事業者向けのマニュ

アルを作成する。 

・月次報告審査においては、件数が増えればそれだけ業務量も増えてくる状況だが、加

算の誤り等々もあり、丁寧に対応していく必要があると考えている。業務委託先との

連携を強化し、ルールの明確化や標準化により更なる審査の品質向上と効率化に取り

組む。過去の加算申請に誤りがあった事業者など、特に留意が必要な事業者に対して

は丁寧な個別対応を実施する。全ての事業者に月次報告を必須化し、あわせて概算申

請を行うよう、定期的に協力を依頼するとともに、特に長期にわたり月次報告が未申

請である事業者に対しては強く督促するなど積極的に働きかけを行い、完了報告時に

まとめ報告や修正を行わせないようにし、完了報告審査の時間を短縮したい。また、

月次報告申請時から事業者の運営状況をよりタイムリーに把握し、状況に変化があっ

た場合、他部署と連携し適切な対応ができる体制を構築していきたい。 

・令和３年度新規審査については、本委員会での承認が前提となるが、令和２年度の審

査基準を見直してより厳格化していきたい。また、早期内示に向けて審査を適正かつ

迅速に行うため、協会内外の人材をタイムリーに投入し、添付資料の一部見直しや申

請画面の改善等、応募する事業者の煩雑さを緩和するとともに、内示・不採択通知の

早期発信と地方自治体への内示情報等の随時発信を実施していく。 

（指導・監査等実施状況） 

・保育面を中心とした全般的な指導・監査は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴う緊急事態宣言の発令などを受け、実地での立入調査の実施を中止した。１月中旬
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から、事業者の理解を得ながら、順次、関連資料や保育の状況を撮影した動画による

リモート監査に切り替え、当初予定していた全施設への監査を完了した。 

・リモート監査については、早めにポイントを絞った資料をクラウド上にアップするこ

とで、時間的な面と費用面を含めて効率的に行うことができたと考えている。反省点

としては、「コミュニケーションが取りづらい」、「資料の信憑性が疑われる」「資

料をクラウドにアップする際、事業者側で手間もかかる」といったことが挙げられる。

事業者側からは、効率的にできたという声もある一方で、個人情報の取扱いについて

対応に苦慮したという声が上がっている。 

・午睡時抜き打ち調査については、当初、令和３年２月以降の実施を予定していたとこ

ろ。立入調査と同様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、施設への訪問が

困難な状況となったことから、施設から午睡時の動画を提出させ、リモートにより午

睡時の状況を確認した。0,1歳児の利用児童数が 3人以上 の全施設、保育士比率が 

100％ 以外 の全施設、662施設に対して実施した。 

・巡回指導については、重大事故報告があった施設、何年も同じ指摘を受けている施設、

通報がある施設を対象に当初は約150か所を予定していたところ。新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響を受け、全施設への訪問での実施が困難な状況となったため、

訪問実施は、予定の24施設中、3月23日現在で21施設。リモートによる指導は、予定の

119施設中、3月23日現在で94施設という状況。巡回指導員の確保を進めつつ取り組ん

できたが、巡回指導員の在住場所が緊急事態宣言の発令がされている大都市部の場合、

そこからそれ以外の地域に行くということへの抵抗もあり、そうした地域にある施設

に対する負担がないよう対応を行った。重大な事故報告があった21施設のうち11施設

は訪問による巡回指導ができた。リモートでの巡回指導に関しては、いろいろと経験

を踏まえた方でないと対応に難しい面もあると考えている。年度内には、完了したい。 

・専門的な指導・監査について、労務監査は、令和３年１月以降、約100施設に対して実

施。また、財務監査は、財務監査研究会にて仮基準を定めた後、モデル監査を約40施

設に対して実施するとしていたところ。専門的労務監査については、全国社労士会に

委託して、令和3年1月より10都道府県の各10施設、モデル監査実施県や施設数の多い

都道府県に所在する施設のうち、過去の立入調査で労務関連の指摘を受けた施設を対

象に実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

緊急事態宣言の発令対象地域外となる27施設への実施（実地監査）となった。当初40

施設への実施の見込みだった専門的財務監査については、事業者の協力を得て、令和3

年2月より、財務監査仮基準を用いて、設置事業者の本部を訪問し、24社の67施設に対

して実施した。株式会社、NPO法人、社会福祉法人等、法人形態の異なる事業者を選定

し、地域内訳は、首都圏17社、東海圏3社、九州圏4社。 

（令和３年度の指導・監査等実施方針） 

・今年度、協会監査員の人材確保が進み100人ほどとなった。２人を１チームとして50チ

ーム、週３回でいくと、週に大体150か所に行けるということで、3,500施設を目標と
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したい。できるだけ内製化することによって監査の質の均質性等を図りながら対応し

ていきたい。外部委託先のアデコとパーソルについては、首都圏・東海圏・関西圏等

に集中実施させ、効率化と品質管理体制の強化を行い、協会と同じ監査の質を担保し

ていく。実施数はアデコが約600施設、パーソルが約400施設、協会と合わせて約4,500

施設。 

・会計検査院から「整備費について、病児保育や一時保育について実際に整備したもの

が充分に活用されていない」「運営費について、実際の欠席の記録を管理しながら、

定期・不定期の整理をすべき」と指摘のあった内容について、指導・監査評価基準お

よび自主点検表を改正し、指導監査の対象とし対応する。会計検査院の指摘を受けた

事業所については全部返金が終わっており、その他について、今後はどうするか、会

計検査院、内閣府と連携して進めていきたい。 

・リモート監査については、緊急事態宣言等を踏まえて急遽行ったところ。施設への立

入調査が困難になった場合の対応として、リモート監査を指導・監査等基準に明記す

ることで、リモート監査の実施根拠を明確にしたい。 

・午睡時の抜き打ち調査については、対象施設選定基準に基づき、 0,1歳児の利用児童

数が3人以上の全施設及び保育士比率が100％未満の全施設に対し実施する。「令和2年

度において事故報告や情報提供、通報があった施設」「令和2年度の立入調査（リモー

ト監査を含む）において、多くの文書指摘を受けた施設」については優先して実施す

る。 

・巡回指導については、協会の実施体制を踏まえ、①開所後概ね６か月以内の施設、②

巡回指導を希望する施設、③立入調査等の内容及び結果等を踏まえ保育内容等に課題

があると認められる施設、④保育内容等に関する通報・苦情があった施設、およびこ

れらに準ずる施設から対象施設を選定し、実施する。面談でできるだけ対応できれば

と考えているが、効率的な実施方法について検討しているところ。 

・専門的労務監査については、今年度の実施を通じて明らかになった課題への対応状況

や、課題を踏まえた監査の実施状況を確認しつつ、目的に沿った実施計画を検討する。

監査対象施設については、今年度と同様に、過去複数年にわたって保育面を中心とし

た指導・監査において、労務面に関連する指摘があった施設を選定し、優先的に実施

する。 

（研修の実施状況） 

・施設長研修と保育士研修（キャリアップ研修）は、集合型で予定していたが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大の影響もありeラーニングに変更した。事業者同士の意

見交換については、Web上に意見交換できる場を設けて対応した。 

・施設長研修は、現在の施設数3,800に対して、2,500人強の参加。当初の募集期間をさ

らに延長し、再募集をかけながら対応してきた。昨年度は600人強、今回は2,500人強、

来年は全施設から参加となるよう、引き続き努力したいと考えている。 
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（相談業務の実施状況） 

・４月から令和２年度の新規募集や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあり、

前年度と比べ相談件数は大幅に増加した。また、相談支援室の電話受付時間を分析し、

どの時間帯が混んでいるのか事業者にわかるよう協会ホームページに掲載している。 

・新型コロナウイルス感染症に関連する問い合わせ対応については、事業者に常に最新

の情報が届いているよう配慮し、適時取り組んでいるところ 

・受電対応率向上に向けて、回線の増設と一部業務を外部委託し、協会内の人員の増強

も図り、迅速な対応ということで努力してきたところ。 

・来年度に向けて、相談内容について早めにまとめてその情報をアップする等々、ポー

タルサイトを分かりやすくしていく。電話受付時間帯について、現在９時45分開始か

ら早められないか検討しており、相談支援体制の増強のため、受電体制の強化も図る

とともに、対応品質の向上にも取り組んでいきたい。 

（新システムの導入状況と今後の対応） 

・新システムについては、2021年４月の稼働を目指して、事業者と密接に調整を図りな

がらやってきたところ。しかしながら、委託内容に関する調整がきっちりと図られて

おらず、現行ステムの構造が複雑で分析に時間を要し、要件確認及び設計作業が不十

分となり、工数に対してスケジュールが短期間となり、委託事業者より４月稼働が困

難との申し入れがあった。加えて、工数に対して必要なスキルを保持する人員が確保

することが困難等の理由から、４月以降の受託を辞退したとの申し入れがあった。 

・今回のこの状況を踏まえると、二度とこういう「もうできない」というようなことが

ないように、十分な時間を取って仕切り直しを行う必要があると考えており、再調達

にあたっては、設計開発スケジュールを18か月とかなり長くとっている。 

・今後の対応として、情報管理課にシステムに精通した人材を登用し、情報管理課を中

心としたプロジェクト推進体制・マメネジメント体制を強化する。 

・現行の事業者に今の成果物を正確に整理してもらい、次の公募で受注する事業者が正

確に事業をできるように、円滑なシステム開発ができるように、これまでの成果物を

活用していく。工程期間を18か月は、工数と工期の関係のIT業界における通例を踏ま

えた分析結果から、導き出された結果を基に確保した。 

・途中で一部でも運用が可能かも検討が必要と考えるが、途中で一部分だけをやった場

合に以降の開発にどのような影響がでるか、システムを利用する事業者に迷惑をかけ

ないという部分を最優先で考えながら、このシステムを開発し、稼働につなげたい。 

（助成取消・取りやめ・休止施設の状況、財産処分の承認状況） 

・取消、取りやめ、休止の令和元年度、昨年度の状況を１月25日に協会ホームページに

アップしている。助成取消は、23施設。取りやめは、33施設。休止は、8施設。 

・財産処分については、協会および内閣府の承認を受ける必要があり、今年度に行った

財産処分の承認について、12月末時点で25か所の審査が終了したところ。 
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［質疑応答］ 

・資料１－７「助成取消・取りやめ・休止施設の状況」の「助成金返還状況」に、助成

金の返還が必要な施設が16施設、うち返還請求訴訟提起が16施設、「助成の取りやめ」

の施設でも、２施設については返還請求訴訟を提起中となっている。これらの訴訟の

中で、全額の返還が見込めないものや、返還の見通しが立っていないものはどれくら

いあるのか、金額にするとどれくらいになるのか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・既に破産の手続をしている案件や、分割弁済に既になっている案件がある。分割弁済

は、全額返済を前提とし、状況を随時追っている。本日、正確な数字は持ち合わせて

いないため、別途報告したい。 

 

・資料を見ると、訴訟中とある案件の中に、すでに破産になっていたり、分割弁済が始

まっていたりという案件もあるようである。そうであれば、すでに訴訟が終わった案

件も含まれているのではないか。そこも含めて、改めて資料を出していただきたい。

（石毛委員） 

 

・訴訟を提起した18施設を除くと、既に全額返還済みのものがある。例えば、「助成取

りやめ」の施設だと、10施設について返還済みということだが、協会が助成金の返還

を受けた場合、返還された助成金は最終的に国庫に戻るのか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・お見込みのとおり。協会に返還されたものは全額国庫に戻される。 

 

・資料１－７の裏面に財産処分の承認状況とあり、12月時点で25施設とある。財産処分

に関しても、国庫補助金等特別積立金の返還が必要になるケースがあると考えるが、

そちらの返還金の請求と返還状況はいかがか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・転用については、別の目的に使うということで返還となる。廃棄の２施設については、

事業の目的が達成できないということで、これも返還となる。一番多いのは、譲渡。

この21施設の所有者の変更については、国費を投入して保育施設を整備したので、そ

の目的が達成できるよう、他の事業者で引き続きこの事業に取り組んでもらうという

ことで、返還を生じさせず、そのまま企業主導型保育事業を実施していただくことに

なる。ただ、有償譲渡で、当初この整備をしたときに入れた自己負担分を超える場合、

つまり、利益が出る場合には返還をさせることがあるが、この21施設については、ほ

とんどが無償譲渡となっている。譲渡の内訳は、運営委託事業者への譲渡、これは助

成を受けた設置事業者が運営自体を外部委託していたが、設置事業者はこの事業から

撤退し、運営事業者に譲渡するもので、実質、保育士も含めた現場の状況は変わらな

いまま譲渡されたものが９施設。組織形態の変更に伴う譲渡は、分社化、子会社化、
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等があり、実質、現場は変わらないが、会社の形態としては別会社となるものが10施

設。その他の事業者への譲渡、第三者に譲渡されたものが２施設となる。実際に返還

された金額等は、正確な数値を持ち合わせていないので、石毛委員からの質問のあっ

た点と併せて別途報告したい。 

 

・財産処分で返還が必要なケースが４施設あるということだが、この返還請求権は、協

会の中で、債権管理課に引き継がれて、回収まで継続的にウオッチするということで

よいか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・審査は審査、債権管理は債権管理として債権管理課で行っていく。実質返還されない

場合には、返還請求訴訟をし、その担当も債権管理課とし、一元的に債権管理をして

いる。 

 

・助成金返還はかなり問題が大きな案件なので、今後は返還請求訴訟となる手前で食い

止めなければいけない。審査業務に関連した完了報告審査において、督促に応じない

とか、未提出であるとかという報告があった。「予備軍」と言うと言い過ぎかもしれ

ないが、ここを適正化することはとても大事だ。この督促に応じなかったり提出が遅

れたり提出しなかったりという原因や要因はどのように考えているのか。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・具体的には７施設あり、個別に内容を確認している。当然、特別注意しなくてはなら

ない事業者につき、一般的な審査の部署において、特別なチームで取り組んでいる状

況。休止、取りやめ、廃止の兆候が出ている事業者については、より注視しながら、 

その原因究明も含めて考えていく必要があると考えている。 

  

・こういう案件の芽が出ないよう未然に対応をしていただきたい。（吉田座長） 

  

・資料１－３、５ページの一番下に「リモート監査の実施根拠を明確にする」とあるが、

遠方だったらとか、コロナの地域によってとか、先方の要望に合わせてとか、現状と

これからの整理で分かっている部分はどうなっているのか。（高祖委員） 

・資料１－６、新システムの開発において、今回、選定した事業者が降りたという状況

だが、2023年までの新たなスケジュールはどういう根拠で引かれたものなのか。この

後、資料２－１で、安心プランの中で定員11万人分の受皿確保を令和２年度末までに

というスケジュール感があり、システムを使う側としては、その間、継続して情報が

分かりやすくシステムに掲載されている必要がある。それが後手というか、１年半か

かってしまうが、複雑なプログラムを使っているとは思えないが、どうなっているの

か。（高祖委員） 
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【協会から回答】 

・リモート監査については、緊急事態宣言の発令を踏まえた暫定的な措置が必要ではな

いかということで始めたところ。従前は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

対策という意味で、できるだけ現場に入らないように注意しながら確認できるものは

事前に確認していくという対応をしてきた。協会の所在地が東京ということもあり、

東京から地方に行くというのにかなり抵抗があった状況から、緊急事態宣言の解除等、

緩和されるにしたがい、従前の対応範囲を広げていった。その後、再度、緊急事態宣

言が発令されるという状況となり、一昨年は全ての施設に対して立入調査ができなか

ったこともあり、今年度は全部の施設をどういう形であれ監査をするということで、

リモートに切り替えて早急に対応したところ。「コミュニケーションが取りづらい」

とか「内容を十分に確認できるかどうか」といった面もあり、今回のリモート監査が

通常の立入調査と完全に同レベルかという部分はいろいろ意見もあり、今年度、リモ

ートで監査をやった施設については、来年度以降、できるだけ現地に行くことを前提

として考えている。緊急事態宣言等の状況を踏まえながら考えなくてはならない状況

ではあるが、現在のところ、そのように考えている。 

・システムについては、当初からかなり厳しい状況があった。最初の説明会には複数の

事業者が参加したが、開発期間が短過ぎるということで結果的には１社の入札となり、

その事業者も最終的に「これは無理だ」ということで頓挫したというのが現状。協会

として、18か月とした根拠は、情報管理課を６人体制とし、協会の情報関係、システ

ム関係のスペシャリストを集め、実際にどれくらいの工期がかかるのかということを

再度考えてのこと。今、あえてこれを短くするということは、もともともっと長い工

期が必要だったものは戻しが利かないと考えており、協会としても、このプロジェク

トスケジュールということで提案させていただいた。 

 

・資料１－３の指導・監査等実施状況の報告で、リモート監査のメリットとデメリット

について話があったが、今回、かなり多くの割合をリモート監査に切り替えたことで、

リモート監査の知見が積み上がったのではないか。必ずしもリモート監査だから不十

分ということでなく、効率化できるというメリットもあり、これを活かすと、幅広く

数多くの施設を監査することができるかもしれないし、必要なところには年に１回で

はなくて、２回、３回とできるかもしれない。ただ、資料の信憑性がないとか指導が

難しいとかは、監査にとっては致命的なデメリット。テクノロジーもかなり進歩して

いるので、デメリットの解決を含めて、この１年間でリモート監査を実施した知見も

活かして、前向きにぜひリモートを使ってうまく指導していただきたい。（的場委員） 

【協会から回答】 

・いろいろ機会もあって、いろいろな知見が得られている。問題がないような事業者に

ついてはリモートを積極的に取り入れるとか、資料の信憑性が疑われるという点にお

いて、信憑性が疑われるところは逆に現場に行くというめり張りをつけるとか、現場
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で実際にやり取りをして、コミュニケーションも十分に取れているので、ノウハウを

有効活用したいと考えているところ。 

 

・資料１－５、この相談支援業務は大変重要なものであると考えている。４ページ目、

「３．令和３年度に向けて」に「（２）相談受付時間の延長の検討」や「（３）体制

の強化」とあるが、この１年間、かなり広範囲に支援体制を強化されたことを活かし

て、今後どのように体制の強化を図るのか、「９時45分より早い時間帯の電話相談を

受け付ける」という具体例があったが、この他の体制強化に向けた具体例はどうか（的

場委員） 

【協会から回答】 

・まず、職員を増やし、職員の正社員化を進め、責任を持てる職員を相談支援業務に配

置していきたいと考えている。また、通知や時期によって同じような質問があるため、

旬な質問をできるだけタイムリーに上げ、できるだけ早くFAQに反映し、相談件数を減

らしていきたい。電話相談窓口の具体的な受付時間は検討段階だが、朝の時間と夕方

の時間が大混雑しているという状況があり、働いている職員の勤務状況等々も十分に

調整し、朝の時間も早めるとともに、後ろも長くしたいと考えている。この時間以外

でメールでのやり取りも受け付けており、電話で受けることが増えれば、メールも少

なくなると考えているところ。 

【協会から回答】 

・受付時間の設定については、協会の目線から見た解決ではなくて、あくまで施設の側

のタイムスケジュールを考え、朝一の児童を預かるタイミングの非常に忙しい時間帯

の後、８時半とか９時の時間帯に合わせて充実させることで、ニーズに応えられるの

ではないかといった発想で検討している。 

 

・資料１－１、３ページ、指導監査部の保育士の数について、「R2.4.1」の３人から「R3.3.1」

で９人となっている。それ以外に５人の採用予定があるということでよいか。（福嶋

委員） 

【協会から回答】 

・保育士については、今年度、12名にすると計画していたところ。12月の時点で、５名

の方に内定を出しているが、現職務との兼ね合いで、この５名は４月１日からの勤務

となり、４月１日付では14名になる。それ以外に派遣職員のなかに２名、保育士資格

を持った方がいると確認している。12名の目標に対して14名が４月１日付で確保でき

るということになる。 

 

・保育士確保が難しい中、４月に向けた採用ということで苦労があったと思慮する。こ

の委員会でも自治体の立場から指導監査における保育士の専門的な視点の重要性を

度々意見しているところ。引き続き保育士の体制強化に取り組んでいただきたい。（福
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嶋委員） 

・資料１－４、研修の実施状況に関して、事業者同士の意見交換については、Zoomで受

講者同士が意見交換をできる場を設けたとある。横浜市では、研修自体にZoomを活用

して約100事業者、園と結んで、オンライン、リモートで開催したという実績がある。

各事業者のリモート環境、ICT環境が整っているか配慮する必要があろうかと思うが、

集合研修がなかなかできていない中では、質疑も含めて、Zoom等の活用で双方向性を

担保する手法を研修自体にも取り入れていただきたい。（福嶋委員） 

・資料１－７で、助成取消の施設が23施設あったとのことだが、在園児童に行き先がな

くなってしまうなど、取り消されたことによる不利益が生じていないか、一番危惧し

ているところ。この23施設で、在園児童の処遇はどのように配慮されているのか。（福

嶋委員） 

【協会から回答】 

・協会として研修でZoomを使ったのは今回が初めて。メリット・デメリットもいろいろ

とあり、今回の研修での反省点を踏まえ、来年度以降の実施方法の検討に生かしてい

きたい。 

・資料１－７、実際に取消によって行き場のなくなった児童に対する配慮について、協

会は、事業者から、対象の在園児童がどこに行くことになったのかどうかの情報提供

をできるだけ求めている。協会だけでは対応し切れない部分もあり、地方自治体と情

報共有している。今年度は３施設、今年度末で閉めたいという事業者もあり、こうし

た事業者に対する対応はどうなっているのかという話は日々確認しているところ。大

体15～16名だと思いますが、全部確認しており、日々追っている。現在、３月末で実

際にやめるという事業者の在園児童は、ほぼほかの企業主導型保育事業の利用者とし

て意向を示しているところ。また、幼稚園を活用するところもある。今日ここに来る

前に確認したところ、現在、１人だけまだ行き先が確認できない状況。場合によって

は、地方自治体にどこかにないかと照会が行く可能性が高いので、地方自治体の方に

情報提供をしながら、それは協会の責任として十分に確認しながら対応しているとこ

ろ。今のところ、特に苦情も来ていない状況。 

【内閣府から回答】 

・助成取消を行う施設については、取消を行う前に、施設所在自治体と在園児童の受入

先に係る相談等を行い、受け皿確保の対応を行った上で、取消の処分を行うことを基

本としている。 

 

・資料１－７、助成の取消や休止施設で、利用する児童がいないために休止というもの

がある。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響があって保護者の就

業自体が少なくなったため、自分で家庭保育することができるからという理由が多い

かもしれないが、毎年、地域枠の子どもたちが集まらなかったためという理由も散見

される。今年度以降、新規の審査のときに、その地域の自治体、その地区、「校区」
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と言ってもいいが、地域枠の人数の積算について、自治体と待機児童数等の確認を確

実にしていただきたい。（忽那委員） 

 

・監査については、原則は現地にて立入で、コロナ等で行けない場合はリモート監査と

いうものが、基本的な位置づけ、考え方。東京都も、施設に対する指導監督をどう効

率的・効果的にしていくか、公正にしていくかとともに、事業者側の負担をどう軽減

していくかを併せて考えながらやっているところ。新しい取組としてリモート監査を

何らかの形で取り入れていくことを引き続き検討していくなかで、全てがリモートに

なることもないし、全てが現地に行く必要もない、どうやってうまく組み合わせてい

くか。それで、効果的・効率的な監査をしつつ、事業者側の負担も軽減する、施設の

運営も適切に図っていくということで、全てを得られるような何らかの仕組みを今後

も検討していただきたい。（多田委員） 

・監査をすすめる立場からは、監査はできるだけ現場ですすめることが望ましく、ただ、

緊急事態宣言が出たときのように、緊急時の場合はリモート監査に切り替えて対応す

ることもやむを得ないと考えられる。監査がリモートになると、監査をする側も監査

を受ける側も緊張感が低下してしまう。人がやることであるから、どうしてもそれは

やむを得ないところであるが、厳しい監査を引き続きお願いしたいという声をいただ

いたこともある。こうした監査の質の確保を求める声が必ずどこかにあるので、それ

を無視することにならないように、監査の質の確保という観点から、監査のすすめ方

をじっくり検討していただきたい。（馬場委員） 

・情報システムの件で、既存の事業者が、４月以降、「うちではできない」と降りたよ

うだが、なぜ既存の事業者を利用しながら工期延長で対応することができなかったの

か。また既存の事業者が３月末までに、目的物の納入ができなかった件に関して、損

害賠償請求等を考えているのか、すすめているのか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・リモート監査については、メリット・デメリットがあると感じている。監査を受ける

際の厳しさ・緊張感も必要との意見も踏まえながらいろいろ考えていきたい。 

・新システムの開発については、まず、開発期間が大変短かったということ、その中で

は、既存の事業者がこのシステムをつくっていくこと自体が無理ということ、どうに

かできないか、工夫ができないかということを話し合ってきたが、基本的には今ある

システム自体を引き継いで工数に対応した必要なスキルがある人員を確保することが

できず困難だという申出があった。成果物については、ここまで半年近くこの開発事

業に携わって、要件定義等、既存の事業者が行ったものがあり、それを基に新しいシ

ステムを組んでいきたいと考えている。損害賠償を求めるつもりはなく、契約変更等

をして、次のシステムにつながるための内容の成果物を納品してもらい、既存の事業

者とは３月末で契約が切れるという形にしたい。 
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・既存の事業者にスキルを持った開発者がいないということだが、そのスキルは次の事

業者であれば備えているものなのか。そのスキルを備えた事業者を探せるかどうか、

その辺りの見立てはどうか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・現時点で今後のシステム開発に関する入札説明会に参加意思を表明しているのは、３

社。いずれも一部上場会社あるいはその100％子会社である。提案内容をしっかりと見

極め選定したい。 

 

・研修に関しては、「本当にこれで役に立ったのか」あるいは、「こんな研修をしても

らいたい」とかがあり得ると考える。研修実施状況の資料については、定量的なもの

だけでなく、受講者のアンケート調査等の定性的なものを入れていただいたほうが、

当委員会として点検・評価になじみやすい、次回以降、そこに配慮いただきたい。（吉

田座長）  

・新システムに関して、システムエンジニアはICTを含めてコロナ禍でものすごく需要が

起きて、人材が流動化して、中小の業者はかなり人が減っているという実情があると

聞いている。確かに中小としてやむを得ない部分はあろうかと考えるが、工数が４倍

とはあまりに見込みがずさんだと言わざるを得ない。使い勝手は悪いけれども動いて

いたシステムが既にあって、極度に高度なものを求めているわけではないので、大手

であれば当然十分対応できると考える。ただ、問題はそこにどれだけシステムエンジ

ニアその他の人材投入ができるか。18か月がかかるという話だが、倍のシステムエン

ジニアを入れれば、恐らく12か月ぐらいでできるものだと考える。専門性のある判断

が要るが、これから事業者を選んで、実質２年という話になり、あまりに時間がかか

り過ぎだという印象。少なくとも新システムで期待される一番の基幹システムの部分

を１年以内に立ち上げ、その後、付加的な機能をつけるとか、プライオリティーを考

えた事業の整理を一度やっていただきたい。（吉田座長） 

 

（吉田座長） 

・全ての委員から様々な意見があった。これらの意見あるいは要望については、協会で、

しっかりと受け止めて、来年度の業務に反映し、対応していただき、また来年度、令和3

年度末頃に開催される点検評価委員会で、取組状況を報告すること。当委員会としては、

年度末の点検・評価ということで、本委員会で出た意見を踏まえていただくことを前提

に、来年度もこの企業主導型保育事業について児童育成協会に実施機関として助成事業

を任せることでよろしいか委員に諮り、了承。 

 

３．令和３年度新規募集における審査基準について 

【協会より説明】 

資料２に基づき説明 
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・子育て安心プラン等において、企業主導型保育事業として11万人分の受皿を確保する

ということで、平成28年度から４回にわたり新規暮鐘を行ってきたところ。令和２年

度の内示結果を踏まえると、約10.5万人分の助成決定等を予定しており、11万分には

到達しない見込みとなっている。 

・令和３年度において、11万人分との差となる約4,000人分の新規募集を行いたい。なお、

新規募集人数がこれまでと比べると少ないため、募集条件を厳格にし、運用規律の徹

底を図りたい。 

・令和２年度の新規募集の審査において、既存施設の定員充足率が低いにもかかわらず、

複数の施設を申請している企業等が散見された。この場合、利用者のニーズ等を勘案

し、ニーズ等がない施設は不採択又は複数施設のうち１施設のみ認めるといった審査

を行ったことを踏まえ、既存施設を持つ企業等に対しては、新たな要件として既存施

設が一定の定員充足率を満たしていることを加える。また、企業主導型保育施設は、

設置企業等の従業員の多様な働き方を支援するための保育施設であるという観点から

自社従業員枠の一定程度が満たされていることを要件としたい。 

・形式的審査において求める書類を追加・整理し、新たに、時間外労働・休日労働に関

する協定届（３６協定届）、旧耐震ではない証明書の提出を求める。また、自治体へ

の相談がなかった場合、申請書類に不足がある場合には不採択とする。ただし、書類

の内容に不足がある場合には、再提出を求める。なお、システム改修において、資料

の添付がないと申し込みできなくする機能を付加する予定。 

・二次審査において、定量的評価の財務状況について企業等の将来の経営の安定性を加

味することとし、従業員の多様な働き方を支援するという企業主導型保育施設の本来

の意義に重点を置くため、具体的なニーズ把握を踏まえた上で、①従業員枠をより多

く確保する施設について新たに評価、②多様な働き方に応じた保育の提供を行う施設

を令和２年度よりも更に高く評価する。 

・令和３年度審査基準における令和２年度からの主な変更点について、審査対象者が、

一般事業主型の場合には、充足率70％以上である、自社従業員枠が10％以上であるこ

とを要件とし、この要件に該当しなければ、対象にならないということにする。また、

新規申請者は、令和２年４月１日までに設立され従業員を雇用している法人等に限る

ものとする。１次審査において、新規申請者から地方自治体への事前相談が適切に行

われているかについて確認する。なお、運営委託先の事業者に関して、５年以上の運

営実績を確認する際の対象から、児童福祉施設を外す。２次審査について、定量的評

価の中で、待機児童の状況、地方自治体からの推薦の有無について審査とし、従業員

枠の充実の項目も追加している。なお、自治体への事前相談状況は１次審査の要件と

したため、２次審査の要件から外している。また、定性的評価の中で、複数施設の設

置を審査対象としていたが、既存施設がある場合の定員充足率を70％以上ということ

を審査対象者の要件としため、２次審査の要件から外している。 

 



15 

 

 

［質疑応答］ 

・現状、国の全体的な動きと自治体の努力もあり、地域によってはかなり待機児童の解

消がされてきているものの、自治体の子育て会議に出るなかで、小規模保育で定員割

れになっており、小規模保育の事業者の運営がかなり厳しいという声が聞かれる。今

回、自治体への相談を必須にしたことは、大変よいことと考えるが、自治体といって

も範囲が広く「主要駅の近くは本当に足りないのだけれど、そうでないところは・・・」

と自治体内で地域によるまだらがあることを踏まえた上で、自治体ともきちんと相談

していただきたいし、新規の開設というところではきちんと判断いただきたい。（高

祖委員） 

・新規募集の人数が4,000人ということで、今までの募集人数よりもかなり少なくなって

いる。そのために、いろいろと条件を厳しくしているというのはこの資料からも読み

取れて非常にありがたいと考えている。資料２－２の７ページ、「① 定量的評価」

の「３．その他」で、地方自治体からの推薦状況とある。ここを重視していただき、

「うちの自治体には企業主導型の定員を地域枠として人数分が欲しいのだ」という自

治体の意思がかなり強く出てくるところを優先的にしていただけたほうが良いのでは

ないか。先ほどの話にもあるように、かなり定員が割れてきている認可保育所もある。

地域性は非常に大きい、いまだ待機児童が多くて地域枠で企業主導型へ入園させてい

かなければならないような地域を中心的に対応いただければ良いと考える。（忽那委

員） 

【協会から回答】 

・地方自治体からの推薦状については、「その地域にぜひつくってほしい」ということ

で市長名のものもあれば、担当者名のものもあり、千差万別。どう精査すべきか委員

からの意見も踏まえながら、内閣府と相談し、審査委員会で検討していきたい。 

 

・資料２－１の３ページ、一番下、書類の不備等は不採択とあり、システム改修におい

て必要十分な資料の添付がないと申込みをできなくする機能を付加する予定とのこと

だが、新規募集の期間にこのシステム改修が間に合うのか。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・今のシステムに機能を付加する形で考えている。必要書類の添付に不備のある事業者

に対して、「書類がついていません」と都度対応を行ってきた。通常、必要書類の添

付が必須であれば、不備の際はアラートが出す機能があるのだが、これが無かったの

が反省点。大規模な改修でなく軽微な改修となるが、重要な改修につき、しっかりと

対応していきたい。 

 

・新システムではなく、現行システムの改修ということで、了解した。（吉田座長） 
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・資料２－１の４ページ、真ん中の３つ目の○、「定量的評価の財務状況について企業

の将来の経営の安定性も加味する」は、これで内容的に問題はないが、企業主導型の

実態からすると、運営主体にはNPO法人あるいは学校法人や社会福祉法人もあり、「企

業」と言い切ってしまうと誤解をされる可能性もあるので、実態に合うように表現を

考えていただきたい。（吉田座長） 

 

・資料２－１の２ページ。新たな要件として、「既存施設を運営している企業は」定員

充足率が70％を超えていること、その下に米印で「既存施設を複数運営している企業

は、全ての施設において」という条件が課されている。70％の考え方自体はイメージ

ができたが、「全ての施設において」としてしまうと、エリアによっては設置した当

初は一定程度の保育ニーズがあったものの、現状は少しニーズが落ち着いてきたとこ

ろで定員割れを生じているケースもあり、保育内容など運営自体は問題なく行ってい

る事業者を対象外にしてしまうので、厳し過ぎる。何か考えなり検討の余地はあるか。

（福嶋委員） 

【協会から回答】 

・充足率に関しては、定員に空きがある点について、その事業者をどこまで優先して採

択するかということだと考えている。ほかの地域というのも確かにあるが、通常、４

月からと考えれと、１月は充足率が一番高くなっている時期と考えている。今回、募

集枠も約4,000人とかなり絞っており、その時点で、70％を超えているという要件が必

要ではないかと考えたところ。 

 

・例えば、認可保育所でも、開所して２年目や３年目ぐらいまでは、４～５歳児、特に

高年齢児の定員は埋まらない状況が一般的だ。また、この１年は、コロナの影響もあ

り、本来であれば利用申込みをされる方が、育休延長をされたりして申し込まないケ

ースも相当数あることが、実際の聞き取り等で分かっている。令和３年１月時点は、

まさにコロナ禍の状況であり、まだ、開設から２～３年が経っていない事業者もある

中で、全ての施設において70％超えは厳しいかなと考える。（福嶋委員） 

【内閣府から回答】 

・既存施設を運営している事業者に対し求めている定員充足率70％以上について、施設

開所後直ちに達成することは困難であることは承知している。ただし、この要件につ

いては、２年度新規募集により助成を受けることとなる施設に対しては適用されず、

平成30年度以前の新規募集により助成を受けている事業者に対して適用されることと

なる。従って、この要件の適用を受ける事業者は、施設が開所してから相当の期間が

経過していると考えられる。また、既存施設を有する事業者が更に施設を新設する場

合は、既存施設の定員充足率が高いより優良な事業者を選定すべきと考え、要件を設

定したもの。 
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・新規募集について、かなり絞り込んだ形での募集を図るということは賛成。資料２－

１の２ページ目の定員充足率70％の下に「一般事業主である場合には上記に加え自社

従業員が定員全体の10％を超えていること」とあるが、これは企業主導型の原点回帰

と言える。もともとは企業が自社従業員のために保育所をつくるというところからス

タートをしたので、このような原点に立ち返る視点は重要だ。確かに地域の待機児童

対策もあるとは思うが、一方で、多様な働き方が広まって、休日・夜間あるいは早朝

という一般の認可保育所ではなかなか対応できないところでも企業主導型では対応し

ていく。こういう形で、多様な働き方を支える施設として優良な施設が入ってくるよ

うにしていただきたい。（的場委員） 

 

（吉田座長） 

令和３年度新規募集に向けた審査基準案について、様々な意見や要望を踏まえ、運用を

しっかりやっていただくという前提で、本委員会としてこの審査基準案を了承すること

でよろしいか委員に諮り、了承。 

（吉田座長） 

この基準を厳格にしっかりと運用していただき、審査をお願いしたい。 

 

４．専門的財務監査基準について 

【協会より説明】 

資料３に基づき説明 

・専門的財務監査は、助成金の不正使用や不適切な会計処理などが行われていないかを

明らかにすることを目的として実施する。 

・第９回点検・評価委員会において、専門的財務監査仮基準を決定し、その後、本年２

月よりモデル財務監査を実施し、課題の抽出を行った。その中で、財務監査基準案の

検討と今後の方針について財務監査研究会を中心として議論を深めた。財務監査研究

会は、前回の点検・評価委員会以降は３回実施、その他、９回にわたって個別に監査

法人と打合せを実施し、モデル財務監査実施前の事前の入念な打合せ、事業者別に重

点的に監査すべき課題の抽出、実施後の報告と問題点整理を実施した。なお、モデル

財務監査については、コロナ禍の中、施設には立ち寄らず、本社など施設以外の事業

場を訪問することした。また、対象先の選定については、指導監査員及び審査部の推

薦、資金流用リスクが高いと推察される複数施設設置会社等、139事業所とした。結果

として、24事業所、67施設に対してモデル財務監査を実施することができた。内訳は、

法人形態の異なる事業者、株式会社、NPO法人、社会福祉法人等、地域別には、首都圏

17施設、東海圏３施設者、九州圏４施設と限定的になりましたが、施設単位では、事

業所側の協力もあり、北海道１施設、首都圏35施設、東海11施設、関西圏６施設、中・

四国４施設、九州10施設と比較的多様な地域の67施設を対象とすることができた。な

お、全てのモデル監査において協会の監査員及び協会所属の会計士が同行している。
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このモデル財務監査の実施状況を踏まえ、財務監査研究会などで仮基準の修正の必要

性について議論した結果、専門的財務監査の目的に照らして適正な内容となっている

との認識を共有し、仮基準の変更は必要ないとの結論に至ったが、前回の委員会での

馬場委員からの指摘事項については、若干の修正、追加として反映している。 

・モデル財務監査により明確となった検討課題及びそれへの対応策について整理した。

まず、短期的な検討課題。①施設ごとの区分経理が不十分である点、②各監査項目の

評価基準の検討の必要性、③リモート監査実施の検討、④運営費完了報告書計上項目

に関する明細保管の義務化の検討、の４つ。①への対応策としては、令和２年度の完

了報告時に施設ごとの損益計算書、貸借対照表などの提出を求めることとした。なお、

本資料には、貸借対照表の作成を求めることを検討中として注記しているが、貸借対

照表も作成をを求めることを協会としては決定し、現在、内閣府と調整中。②への対

応策としては、評価に差を設けるべく、立入調査と同様の様式の評価基準を策定する。

③への対応策としては、対応可能な事業者についてリモート監査の実施を検討する。

昨今、上場企業向けの法定監査ではリモート化が進んでおり、３大監査法人は比較的

リモート監査には慣れている。したがって、事業者側の対応が可能であればリモート

監査の実施は可能と考えている。今回のモデル監査においても、オフサイトを１件執

行しており、オンサイトと遜色がなかった旨、報告を受けている。ただし、対象先は

限定的となることが想定される。④については、既に事業者に周知徹底済み。以上、

４つの課題については、令和３年度専門的財務監査の本格開始前に対応していく。 

・中長期的な検討課題である、①会計帳簿や証憑書類の保管・整備の確実な実施、②企

業主導型保育施設向け会計処理ガイドライン、FAQ作成、③積立資産についての会計処

理、④保育業務運営委託費の妥当性、適正性、⑤施設ごとの助成金専用口座の作成義

務化、については、財務監査研究会において引き続き検討を継続する。どの課題も、

協会としては非常に重い課題であると考えており、財務監査研究会で対応策を検討し、

協会全体、内閣府にも入っての対応が必要であると認識している。なお、進捗状況に

ついては、逐次この委員会の場で報告していく。 

・令和３年度の専門的財務監査について、ここまでの検討課題に加え、モデル監査実施

時と同様に、協会の監査員と委託先監査法人との間で、監査対象事業者ごとに入念に

事前打合せを実施し、合同監査の形式での実施を原則とし、専門的財務監査の実効性

を確保することが必要と考えられることなど、検討すべき課題が多岐にわたる。今後、

目的に沿った実施計画を検討していきたいと考えている。 

 

［質疑応答］ 

・確認だが、この資料には記載がないが、内閣府と協会の協議の結果、施設ごとに貸借

対照表の作成・提出を求めるとの結論に至ったということでよいか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・その通り。 
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・今後策定する予定の区分経理対応基準に盛り込んでいくということか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・区分経理に行く第１段階と考えている。 

 

・財務監査の基準の検討が先にすすめられ、その後に区分経理対応基準の検討をすすめ

られるというのは、順序としては逆の感もあるが、事業者にとって、まず、企業主導

型保育事業の会計経理は何をマストとして進めなければならないのかが分かるように、

区分経理対応基準を作成して明確にしていただきたい。その中で、企業主導型保育事

業の助成金は補助金であり、補助金適化法の適用を受ける補助金であるから、他への

流用が認められないという基本的な考え方が貫かれるような区分経理対応基準をぜひ

作成していただきたい。（馬場委員） 

 

・株式会社のみならず、学校法人、社会福祉法人、NPO法人あるいは医療関係の法人等々、

設置主体の法人形態が非常に多様であるというところの特性や難しさをどう共通化し

て整理するかという課題と、一方で、どのような法人であれ、設置運営している保育

施設そのものは共通のルールで共通の公費を入れているので、法人会計と施設会計あ

るいは法人監査と施設監査に一線を引くことは可能かと考える。難しい面もあると考

えるが、専門家の方々で、研究会を中心に、特性を踏まえ、かつ、公的な企業主導型

保育事業の会計あるいは監査の在り方として望ましい方向を、改めて精緻に検討して

いっていただきたい。（吉田座長） 

 

（吉田座長） 

財務監査基準案について、いただいた意見は、この基準案で読み込んで対応できるだろ

うと考えられるので、本委員会としてこの財務監査基準案を了承してよろしいか委員に

諮り、了承。 

 

（吉田座長） 

この基準を基に、協会では財務監査をしっかり実施していただきたい。 

 

５．閉会 

 

児童育成協会望月理事より、年度末にあたっての本委員会に対するお礼と、３月末付け

での退職に伴い、委員会から離れることになった渡利 賢司企業主導型保育事業本部本部

長の紹介。 

・渡利氏より挨拶。 


