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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１１回） 

日 時：令和３年９月３０日（木）１４：００～１６：００ 

場 所：中央合同庁舎８号館８階 特別中会議室 

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、 

本城 泰之委員、的場 康子委員、吉井 英司委員、吉田 正幸座長 

（内閣府） 

大塚 幸寛内閣府審議官、藤原 朋子子ども・子育て本部統括官 

相川 哲也子ども・子育て本部審議官、丸山 浩二子ども・子育て本部参事官、 

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室長、 

小泉 智明子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室企画官 

(厚生労働省) 

鈴木 敏弘子ども家庭局総務課少子化総合対策室室長補佐 

（公益財団法人児童育成協会） 

望月 弘晃理事、安村 邦彦企業主導型保育事業本部本部長、 

井川 健司企業主導型保育事業本部審査部部長、 

福本 啓介企業主導型保育事業本部指導監査部部長 

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 相談支援業務 

資料１－５ 新システム開発状況 

資料１－６ 研修実施状況 

資料１－７ 情報公開（令和２年度） 

        １－７－（１） 助成決定 

        １－７－（２） 助成取消・取りやめ・休止施設の状況 

        １－７－（３） 財産処分等の承認状況（令和３年４月１日時点） 

        １－７－（４） 定員充足状況 

        １－７－（５） 立入調査の状況 

資料２－１ 専門的労務監査実施の当面の考え方 

資料２－２ 専門的財務監査実施の当面の考え方 

資料２－３ モデル財務監査における検討課題への対応状況 
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参考資料１ 専門的労務監査評価基準 

参考資料２ 専門的財務監査評価基準 

参考資料３ 企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について 

 

（委員会内容） 

１．開会 

吉田座長より、委員の交代があったことの案内。事務局より、本城泰之横浜市こども

青少年局子育て支援部保育対策等担当部長、吉井英司東京都福祉保健局少子社会対策部

認証・認可外保育施設担当課長の紹介。 

 ・本城委員、吉井委員より挨拶。 

 

吉田座長より、内閣府で人事異動があったことの案内。事務局より、大塚幸寛内閣府

審議官、藤原朋子子ども・子育て本部統括官、相川哲也子ども・子育て本部審議官、丸

山浩二子ども・子育て本部参事官、魚井宏泰子ども・子育て本部企業主導型保育事業等

担当室室長、小泉智明子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室企画官の紹介。 

・大塚内閣府審議官、藤原統括官、相川審議官、丸山参事官、魚井室長、小泉企画官よ

り挨拶。 

 

吉田座長より、児童育成協会で人事異動があったことの案内。望月理事より、安村邦

彦企業主導型保育事業本部本部長、井川健司企業主導型保育事業本部審査部部長、福本

啓介企業主導型保育事業本部指導監査部部長、藤田智夫企業主導型保育事業本部企画部

部長、脇田康夫企業主導型保育事業本部関西支所長の紹介。 

 

２．企業主導型保育事業の実施状況について 

【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 

 ＜児童育成協会の体制・人員推移＞ 

・本年４月に審査部審査管理課を新設、新規募集と完了報告の進捗管理を中心に、精力

的に取り組んでおり、その効果が出てきているところ。 

・また、調査課の管轄を審査部から指導監査部に変更し、特別立入調査に同行する指導

監査員をチーム制とし、より機動性を発揮できる体制とした。通報先の同一経営の複

数の施設に同日同時刻に一斉に立ち入る、午睡調査を機動的に実施するなどの効果が

出てきている。 

・本年３月に関西支所を新設した。10人体制とし、当面、新規募集に関わる現地調査及

び立入調査の実施を主体に取り組む。大阪府、大阪市、兵庫県などとの連携を推進し

ており、協力関係の構築を進めているところ。 

・本年４月より、監査の多様化、件数の増加を見通し、管理業務の充実の観点から、指
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導監査部管理課を正職員中心の配置とし、業務体制を強化した。 

 ・協会の人員は、制度発足時には２名でスタート、その後、審査体制強化という観点か

ら、先行して審査部の人員増強を中心に取り組み、昨年度は企画部、指導監査部の人

員増強に努め、本年４月１日現在、総勢257人となった。また、保育士の増強に努めて

おり、８月１日現在、21名となっている。人員増強に伴い、立入調査については内製

化を進めているところ。 

 ・令和３年度の人員計画では、業務の質の向上を目指し、正社員比率の向上を図りたい  

と考えている。 

 ＜審査業務＞ 

 ・令和３年度新規募集の募集概要と申請状況。今年度の募集は、４月28日から６月13日

まで募集期間とし４月13日に募集案内を開始した。今年度の募集枠は約4,000人分、申

請数は578件、定員数にして12,871人分。昨年度は、募集枠約20,000人分、申請数1,362

件、定員数にして31,661人分であった。 

・今年度は、令和２年度に策定した募集対象や審査基準をより厳格化し、運用規律を徹

底して、現在、審査を進めているところ。スケジュールどおり順調に進んでいる。 

・審査対象である578件について形式的審査・１次審査を実施済み。この時点で不採択が

157件、取下げは８件。不採択の事業者には通知済み。２次審査は、定量的評価・定性

的評価、ヒアリング評価等で、１次審査を通過した413件について、募集枠を考慮し、

定量的評価による評価点が一定の水準を満たしているものとして設定したボーダー点

を上回る施設について審査委員会にて審査し、内示を行っていく。去る９月24日に全

体の審査委員会を実施し、個別施設の審査委員会を10月中旬から下旬に予定している。 

 ・完了報告審査。令和２年度完了報告は、運営費が4,059件、整備費が212件。業務遂行

体制・事務フローの見直しを実施し、審査を進めており、昨年より早く確定できる予

定。完了報告の迅速な審査に向けて、報告金額の根拠資料の添付、審査担当の審査レ

ベル向上のための勉強会等の実施、事業者向けマニュアルの発信、提出期限遵守の案

内の強化等の対策に現在、取り組んでいるところ。 

 ・月次報告審査。昨年の月次審査件数は約3,800件、今年度は約4,100件の審査を毎月行

っている。今年度から月次報告の提出を義務化し、未申請事業者に適宜リマインドを

行うなど、未申請率の低減に取り組んでいる。また、児童の登園表と月次報告の照合

を行い、よくある不備を事業者に周知している。業務委託先との勉強会を開催する等、

現在、審査の品質向上に努めているところ。 

 ＜指導監査実施状況＞ 

 ・協会として監査人材の確保が進んだこともあり、協会での立入調査の実施比率を昨年

度の４割強から、今年度は８割まで引き上げる。また、体制面では、協会監査員を11

グループに分け、各グループ長に経験豊富なリーダーを配置し、管理面を強化して、

監査品質の確保、向上に努めている。一方で、委託先において監査施設数は減少する

が、昨年度の地方都市での監査実施において、非効率性と品質管理体制のばらつきが



4 

 

懸念されたこともあり、今年度は首都圏、東海圏及び関西圏に集中実施することで、

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させる。 

・協会委託先とともにコロナ禍の中で、７月20日よりオフサイトでのリモート監査を開

始、11月末までリモート監査を継続し、委託先も含め全体の７割程度まで実施する予

定。12月以降２か月程度で、リモート監査またはオンサイトでの実地監査にて、対象

となる全施設の調査の実施は十分に可能と考えている。なお、リモート監査でも、実

地監査と同様の２～３人の体制で対応している。また、リモート監査では現場の空気

感を直接感じることができないため、実地監査と同レベルの監査品質を維持するため

に、施設に対して指導監査基準に準拠した事前確認フォームによる運営状況の申告及

び新規書類の提出を義務づけている。監査員はその資料を約２週間かけて精査し、リ

モート監査に臨んでいる。監査当日は、事前確認した内容についての質問や確認を施

設担当者と直接行っているところ。 

・午睡時抜き打ち調査については、０歳児・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％未満の全施設を対象に、令和２年度の立入調査（リモート（オフサ

イト）監査含む）において多くの指摘があった施設、令和２年度に事故報告や情報提

供、通報があった施設を優先的に実施。約600施設を実施予定。 

・巡回指導については、開所後概ね６か月以内の施設、巡回指導を希望する施設、立入

調査等の内容・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、保育内

容等に関する通報・苦情があった施設、事故のあった施設などを対象に実施。約450施

設に実施予定。 

・コロナ禍の中、いずれも現状では限定的な進捗にとどまっており、状況の変化に応じ

てオフサイトでの実施も並行して検討していきたいと考えている。 

 ・専門的監査について、労務監査は全国社会保険労務士会連合会に委託し、11都道府県

の約500施設に対し、10月より開始予定。また、今年度新規開始の財務監査については、

三監査法人に委託し、７月16日より開始しており、約500施設に実施予定。 

 ・特別立入調査は、企業主導型保育施設の運営について問題が生じた場合、発生のおそ

れがあると認められる場合または通報や苦情があった場合のほか必要に応じて、随時

抜き打ちで行い、当該施設における施設運営等の確認及び必要な指導を行う。調査課

を指導監査部の管轄とし、より機動的な対応が可能な体制となり、今年度はこれまで

に16施設に対して実施しているところ。実施理由は、不適切保育が13施設と大半を占

めている。現在、調査内容を精査中で、文書指摘の可否を検討しているところ。立入

調査において継続フォローしていきたい。なお、特別立入調査については、施設職員

や保護者等からの通報または苦情があった場合に必要に応じて実施するため、今後の

計画は、その他の監査とは異なり、現状ではお示しできない。 

 ＜相談支援業務＞ 

 ・令和２年10月より「ナビダイヤル」を導入し、入電数の把握が可能となり、今後の支

援体制、案内方法及び次年度スケジュールを検討する指針ができた。令和２年度は、
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４月より令和２年度新規募集や新型コロナウイルス感染症の影響、また、12月から１

月にかけては新規募集の内示決定が出たこと、申請に関する各種通知が発出されたこ

とにより問合せが大幅に増加するなど、電話・メールによる問合せ件数は、前年度比

151％と大幅に増加した。１日の時間帯では、特に午前中や夕方に問合せが集中する傾

向となった。受電対応率向上に向けた取組として、電話回線を通年で５回線から14回

線まで、プラス９回線増設した。業務委託も含め19人から20人体制を確保し、さらに

協会の正社員と契約社員の２名を増員し、体制強化に努めているところ。 

・新型コロナウイルス感染症に関する問合せ対応には、「新型コロナウイルス感染症緊

急問い合わせ窓口」を時宜に応じて設置し、また、ウェブサイトに報告フォーム「新

型コロナウイルス感染症による状況報告」を設定、さらに、「新型コロナウイルス感

染症に伴う企業主導型保育施設の助成等について」というお知らせを作成し、事業者

の手元に常に最新の情報が届くように配慮した。「新型コロナウイルス感染症ヒアリ

ングシート」を基に聞き取りを行うことで、さらに迅速な対応が可能となっている。 

・通常相談業務以外の取組として、「企業主導型保育事業における児童の出欠席等に関

する確認事項」や、「企業主導型保育事業における病児保育事業及び一時預かり事業

に関する確認事項」を、新規に作成し公開した。ポータルサイトにおけるFAQの充実、

施設向けお知らせ内容の充実を図っているところ。 

・令和３年度の８月までの経過報告となるが、４月・５月の入電件数は特に高い数字と

なっており、主に「運営費等完了報告」に関する問合せであり、推定ではあるが、同

一施設からの複数回の入電が多数あったものと考えている。施設サイドからの要請も

あり、６月１日から受付時間を30分早めて受電対応時間を拡張している。 

＜新システム導入に向けた取組の状況＞ 

・令和３年度からの新システムの導入に向け、システム利用者の利便性確保や、効率的・

効果的な業務の推進に資するよう、開発を進めたが、想定以上の工数の判明により、

令和３年度の４月の稼働が困難となり、委託事業者が受託を辞退する事態となった。 

・辞退に至った要因を踏まえ、協会内プロジェクト推進体制・マネジメント体制の強化、

令和２年度調達の成果物を活用した調達関連資料の拡充、適切な開発期間の確保、調

達範囲の見直し・明確化、以上の対応策を講じた上で、再調達を実施した。６月に新

たな受託事業者として、NECネクサソリューションズ株式会社を選定し、協会内におい

て「プロジェクト推進のための方針」を策定し、同方針を踏まえた開発プロジェクト

を再スタートさせたところ。 

・現在、作業の手戻りの回避、開発工数の圧縮と品質の確保、変更、遅延などを発生さ

せない開発スケジュール、以上を重点ポイントとして、精力的に取り組んでいるとこ

ろ。 

・本年10月には要件定義を完了し、来年の５月からは慎重に稼動テストを繰り返し、令

和５年１月には新システムの運用を開始する予定。 

＜令和３年度企業主導型保育事業における研修の実施について＞ 
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・事業実施者及びその従事者に対する研修は、実施を予定している研修に変更なし。 

・昨年度からの研修内容の変更点について、第１に、公募を実施し、委託事業者について

一部変更となっている。第２に、研修の開始時期を１か月ほど前倒ししている。第３に、

保育士のキャリアアップ研修における定員数を開始初年度の1,400人から7,200人へ大幅

に増員した。 

・協会の職員に対する研修では、ハラスメントの継続研修を必須化した。また、マネジメ

ント力強化のため、管理監督職向けの研修を充実させ、選択科目を追加した。 

＜情報公開について＞ 

・資料１－７－（１）実施状況 

 令和２年度末までに4,223施設、定員数としては10万1,028人、さらに予定分も含まれる

と4,448施設、10万5,643人となり、現在審査中の新規募集分、募集枠の約4,000人分を含

めると、11万人の受皿確保がおおむね達成見込み。 

・資料１－７－（２）、助成取消・取りやめ・休止施設の状況 

取りやめた21施設のうち助成金の返還が必要な施設は17施設、そのうち返還済みが16施

設、返済済み金額は全体の98％。残りの２％は、現在、分割返済中。また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、休止施設が106施設になっているが、昨年度は８施設。新型コ

ロナウイルス感染症の影響で大幅に増加したが、８月現在では大半の施設が再開してい

る。 

・資料１－７－（３）、財産処分等の承認状況 

令和２年度からの累計で76施設。その中で、まず、転用については建物の用途の変更で、

12施設。利用者減、休園後再開の見込みなしなどの理由で、小規模保育事業施設などへ

の転用が中心。この中に返還が必要な施設が含まれており、全12件中11件は返還済みで

大体97％。分割返済中が３％。 

 事業譲渡関連で38施設。譲渡の内容としては、運営委託事業者への譲渡、組織形態の変

更に伴う譲渡、他の事業者への譲渡となる。いずれも第三者の審査員で構成されている

審査委員会において厳密な審査を経て、事業譲渡の決定しているところ。 

 廃棄が14施設。児童の確保見込みなしなどの理由で、賃貸借契約の終了、明渡しのケー

スが大半。返還が必要な施設があり、14件中13件は返還済み。金額比率では82％ほど。

１件だけは現在、交渉中につき、返還比率が低く出ている。 

・資料１－７－（４）、定員充足状況 

64.6％と低い数字。従業員枠、地域枠の定員充足状況は、全体数字と大きな差異はない。

例年、４月は新規開園の保育施設が多いことに加え、認可園に移る児童が多いことなど

から、通常月より大体マイナスの10％ほど低下する傾向がある。 

・資料１－７－（５）、立入調査の状況 

主な指摘事項の中で、「保育内容及び利用料金等を適切に掲示すること」「乳幼児の

健康診断を適切に実施すること」「調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること」

「非常災害時に対する具体的計画の策定・訓練等を適切に実施すること」の指摘事項
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につい  ては、特に前年比悪化傾向にあり、10月から実施する施設長研修の中では注

意喚起する ことを予定している。 

   午睡時抜き打ち調査については、コロナ禍の中、施設への抜き打ちによる訪問が困難

な状況となったため、立入調査の一環として施設から午睡時の動画を提出させ、リモ

ートによる午睡時の状況を確認している。 

巡回指導についてもコロナ禍の中、全施設への訪問での実施が困難になり、電話ヒア

リングが中心となっている。巡回指導基準に沿ってヒアリングシートを作成し、電話

にて指導・助言を実施しているところ。電話ヒアリングでは、現場の空気感を感じる

ことができないため、調査を行う監査員には、保育施設などで施設長経験が長く、自

治体での巡回指導の経験も豊富な人材を活用し、深度ある対応を図っているところ。 

  専門的労務監査については、当初100施設の実施を予定していたが、コロナ禍の中、27

施設の実施にとどまっている。 

  特別立入調査に関して、令和２年度の実施施設数は34施設で、うち19施設について文

書指導を行っている。主な指摘事項は、連携推進加算不正、保育補助者雇上強化加算

不正、在籍児童の不適切申請、開所日日数不正、保育従事者の不適切保育、保育士配

置基準不足等々の問題がある。個々に開示しており、そこでは理由も明記していると

ころ。いずれも指摘事項の改善を図っており、必要に応じて助成金の返還も求めてい

る。当該施設の指摘事項については、継続フォローをしているところ。 

  

【質疑応答】 

・資料１－１の５ページ、正職員の採用を進めているということだが、一般に「正職員」

とは、期限の定めのない雇用をいうもので、昔の言葉で言えば終身雇用ということに

なる。そういう方で増員を図っているということは、協会として、企業主導型保育事

業は、今後いわば「永続的」に続いていく事業であるという見込みで取り組んでいる

と理解してよいか。また、実施機関としての委託契約も数年の時限的なものであるが、

少なくとも協会側としては、その契約の切れた後、次回の実施機関募集にも応募し、

引き続き取り組んでいく覚悟を持っていると理解してもよろしいか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

 ・現在、全体の職員数が250名から300名ぐらい。契約職員は１年ごとの契約更改になり、

どうしても知識の向上であるとかスキルの向上等々図りにくい部分もあり、ある一定

の管理職を目指すゾーンについて正職員化を検討していきたいと考えている。この４

月から契約職員の方々にもいろいろと実績評価の方式を提案し、それに基づいて年間

評価をしていくということで、転換も一部図ってきたところ。 

 ・当然のことながら、協会がこの事業をお手伝いしていくことについては、ある意味、

不退転の決意でやっていきたいと考えている。ただ、協会が次回の実施機関として選

定されない場合もある。協会としては、この事業以外にも幾つかの事業があり、職員

の処遇等々については、その辺のバッファーを含めながら適正な正職員比率を確保し
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ていきたいと考えている。 

  

 ・不退転の覚悟を持って取り組んでくださっているとのこと、そしてそれは前提としつ

つも、きちんと先々のこと、万一のことも考えていらっしゃることを聞き、大変安心

した。（石毛委員） 

 

・資料１－３、特別立入調査の件。特別立入調査に入った理由は、補助金の不正等が多

かったようだが、それは外部からはなかなか見つけられないと思われる。これまでの

財務監査の中で見つけたのか、あるいはそれぞれの事業者から内部通報があったとい

うことなのか。調査の「端緒」がどういうものであったのかをお聞かせいただきたい。

（石毛委員） 

 ・資料１－７－（１）、地域別定員を見ると、意外と九州・沖縄が多い。関東に迫り、

近畿よりも多いぐらいだ。人口比を考えると、非常に多い。協会として考えられる理

由等があれば、今後の運営の一つのヒントになるかもしれないので、コメントをいた

だきたい。（石毛委員） 

 ・資料１－７－（４）、定員充足率の件。「４月の段階では64％で、かつ64％が低めで

通常月より10％ぐらい低めである」というご説明を前提とすると、最新のデータでは

75％くらいということになると思うが、実際はどうか。そして、それは満足すべき数

字と言っていいのか、それとも、やはり低めなのだと理解すべきなのか。もし低めだ

とすれば、どういう要因が考えられて、何か打ち手があるのかどうなのか、その辺り

をコメントいただきたい。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・立入調査に入った要因は、通報や苦情が協会に寄せられているケースが多い。通報に

基づいた調査を抜き打ちで入った結果、いろいろな問題点が発見されたケースが多い。 

・資料１－７－（１）、地域別定員について、人口数や待機児童数に必ずしもリンクし

ていない。待機児童の数とかも若干、審査項目の中には入れているが、人口数や待機

児童数に応じた制限を持って公募をしていないので、その地域からの申請が結果的に

多かったということだけではないところもあるが、そういった理由かと考えている。 

・資料１－７－（４）、定員充足率は、最新は大体75％ぐらい、この数年で上がってき

ている。入学の時期に当たるため、３月・４月にかけて新設施設の立ち上がりが多く、

また、認可園に移る児童の数が多いというが、４月時点で定員充足率は、通常月より

低い要因かと考える。定員充足率については満足すべき水準とは考えておらず、充足

率の向上への取り組みを後押ししていきたい。 

【内閣府から回答】 

・特別立入の端緒について、その多くは内部通報だと考えている。調査に入る際は通報

者の保護にもしっかりと対応している。 

・特に熱心に企業主導型を活用している自治体があり、その管内で多く活用されている
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という傾向もある。特に九州・沖縄地方では、福岡市が積極的に活用している。 

・定員充足率については、一番高い時期が年度末辺りで、75％ぐらいということになる。

この数字が適正かどうかという評価はなかなか難しいところがあると考えている。認

可保育園とは違い、企業主導型は従業員の福利厚生の側面で設置されているところも

あり、設置業者によっては、自社従業員が必要なときに備えてあえて空きをつくって

いるということもあり、認可並みに上げていくというのは難しい側面もある。適正な

水準がどこかというところも一概には定められないと考えている。 

 

 ・近年も公益通報者保護法の改正があったが、内部通報者の保護は社会的にも非常に重

要な課題。そのことで事故があったりすると大きな問題になるので、一段の御留意を

いただきたい。また、地域の自治体の取組み如何によって制度利用に差が出ているの

かもしれないというご説明からすると、事業実施者を協会に委託するときに、当委員

会が「自治体との連携を強化すること」という附帯条件をつけておいたのは適切であ

ったのではないかと感じた。また、定員充足率については、「認可保育園ほどまでに

はいかない場合が多いが、事業の特性上、それはある程度は自然なことである」とい

うご説明と理解した。（石毛委員） 

 

・資料１－３の２ページ、午睡時抜き打ち調査について、コロナ禍で仕方ないが、動画

を撮って事前に送ってもらい対応しているということだが、あらかじめ動画を撮ると

きだけ体制をきちんとしているということも懸念される。子供の安全ということを考

えれば、コロナの状況を見ながら、できるだけ実地で抜き打ちということで実施をい

ただきたい。特別立入調査は、実地で立入をしているということでよいか。（高祖委

員） 

【協会から回答】 

特別立入調査は、実地で行っている。 

 

・「午睡時のブレスチェック表を適切に行っていない」施設が16施設もある。この施設

については、継続して対応し、場合によっては補助金の返還というところも含めて指

導いただきたい。（高祖委員） 

 

・資料１－５、新システム導入の件。新しい事業者を選定し、実稼動が令和５年、稼働

テストが４年の５月からとあるが、稼働テストに半年もかかってしまうのかと考える。

実稼働が５年の１月からとなると、この事業の継続がどうなるかというところもあり、

最終年度に立ち上がるというと１年間で、せっかくつくったものがもったいないよう

に感じる。稼働時期を早くすることによって、うまくいかないというのももちろん駄

目なのだが、協会だけでなく、内閣府も関係して、新システムの取り扱いをどのよう

に考えているのか。（高祖委員） 
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・資料１－７－（１）、１－７－（４）、定員充足率関連。現状、自治体も含めて、全

国的に待機児童問題の対策をしていると認識しているが、特に小規模では、普通に定

員割れしているような施設があると聞いている。もちろん、空けておきたいという企

業側の意向も理解はするが、しっかりと連携していかないと、補助金は出しているの

だけれどもうまく活用されていない状況になる。補助金を無駄に払っているようなこ

とにならないようにしていただきたい。（高祖委員） 

・資料１－７－（５）、主な文書指摘事項の記載があり、指摘を受ける割合が１割の事

項もあり、かなり高いのかなという印象を受ける。子供の命および健康に大きく影響

する部分もあり、当該施設については、文書指摘のみならず、その後改善されたかど

うかきちんと最後まで確認していただきたい。（高祖委員） 

【協会から回答】 

・午睡時の調査は、現在、事前通知でビデオを撮ってもらい対応しており、限界がある

と考えている。前期はスタート時期が遅かったこともあり、やむなくオフサイトが多

くなった。新型コロナウイルスの感染状況もあるが、原則はオンサイトで考えている。 

・特別立入調査に入るきっかけは内部通報的なことが多い。2020年の上期、下期、2021

年の上期と、通報の件数が若干増えている。通報があったから必ずしも特別立入に入

るということではないが、施設が増えていることもあり、通報の数が若干増えている

のではと考えている。 

・新システムについて、通常、この規模のシステムではテスト段階がいろいろあり、こ

れぐらいの期間となる。 

・定員充足については自治体とも連携を強めて努めていきたいと考えている。 

・資料１－７－（５）の立入調査における文書指摘事項については、何年分かを比較し

て見るなかで、特に割合が高くなっている事項について施設長研修で注意喚起してい

る。適切提示に関する指摘の割合が高いのは、令和元年度から開始された保育料の無

償化に伴い、指導監査基準に料金表示が定められたことによるものと考えている。令

和元年度の監査実施施設数が502に対して、令和２年度が3,729と増えている。数には

関係なく、比率的に高まっているので、要因の一つと考えている。引き続き、施設長

研修の中でも注意喚起していきたい。 

【内閣府から回答】 

・システムに関連して、協会の業務実施機関が５年度末という中で、稼働が５年の１月

からとなっているが、６年度以降の実施機関については改めて選定の手続をさせてい

ただくことになり、新たな実施機関がどこになるかわからないなか、仮に交代という

ことになった場合でも円滑に引継ぎができるような形でできないか、今のうちから考

えていきたい。 

・充足率の関係で、地方部では定員割れを起こしているところも多いと認識しており、

自治体と連携して、企業主導型をより活用いただけるようにということも必要と考え

ている。また、施設によってはその定員の設定自体を減少させたいというニーズもあ
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り、これについても今後応えていかなければいけないと考えているところ。 

 

・資料１－６、研修については、充実した内容でしっかりやっていただいていると考え

ている。ただ、保育士研修のうちキャリアアップ研修では、1,400人から7,200人に大

幅に増やしたということだが、マネジメント研修などは175人定員の４つの枠が埋まっ

ていて、受講できない方がいる。その場合、都の研修を受講することになり、認可外

だと有料になってしまう。この辺の枠の設定や、特にｅラーニング、動画等を取り入

れ、希望する方がより柔軟に受講できるようにできないか。（吉井委員） 

・資料１－７－（５）の５ページ、昨年度は巡回指導が実地でできなくて、電話による

ヒアリングを行っているとのこと。東京都では、現在、元保育士の方とか、ベテラン

の方を20人の巡回指導の専門の部隊として編成し、数年前から施設に派遣している。

やはり、このコロナ禍で施設に行けないということで、電話による運営指導を行って

いるが難しい面がある。協会として工夫していることや、どのぐらいの時間をかけて

やっているのか、そのやり取りの中でやはり現場に行かなければならないという判断

をした場合にどのようにしているのか（吉井委員） 

【協会から回答】 

・研修については、すでに定員数を確定して募集をかけており、期中での変更は、検討

するが難しいと考えている。 

・現在、大学の先生や施設長といった、地域ごと、いろいろな経験の方に巡回指導員を

お願いしており、北海道から九州まで16名おり、もうすぐ17名になる。その方々に加

えて、協会内の保育士もオフサイトへの対応をしているところ。指導員の方々からは、

巡回指導は現場の雰囲気を感じて、児童の状況とかを目視で確認しないとなかなか限

界があるよという意見が多く出ている。協会としてはオンサイトでやるというのが原

則。巡回指導員会議等でオフサイトでの検討をしたが、当面オンサイトでやるという

ことにしたところ。 

 

・資料１－１の主に４ページ、関西支所の設置に関連して、自治体との連携強化という

ことで、共同利用や定員充足に向けた取組での協力関係を構築するとある。自治体側

としてもう少し中身の詳しいことを教えていただきたい。今回、関西支所として記載

なのか、横浜市としては、待機児童対策に貢献いただいていることは重々承知してい

るが、連携強化ということで、関東でも何かしらの動きがあるのか。（本城委員） 

・資料１－７－（２）、取りやめの事由で、今後の利用が見込めず閉園するのが11施設

と記載がある。これは、子供がいないから、利用児童がいないからという事由もある

かもしれないし、会社側が事業所を閉鎖するといった事由も考えられる。横浜市でも

定員の空きという問題があり、もう少し細かい理由が分かれば教えていただきたい。

（本城委員） 

・資料１－７－（３）、30施設の譲渡があって、内訳が、運営委託事業者への譲渡11施
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設という記載がある。運営形態が普通の会社のほうから保育事業者設置に移ったと理

解もできるが、そういうものではなくて、単純に運営受託事業者に何かしらの理由で

譲渡したものなのか。こうしたことは、想定されているもので、特に運営事業者その

ものが移っただけという形で特に問題がないという認識なのか。（本城委員） 

 

【協会から回答】 

・関西支所の重要な役割期待の一つとして、自治体との連携強化があり、それも踏まえ

て、大阪府にいた方を何名か事務員の中に入れている。関東のほうでも当然やってい

かなければいけないと考えている。 

・取りやめについて、転用のケースというのは、ほかの用途に変えているというケース

で、小規模保育事業への変更等が多い。 

・譲渡について、運営委託事業者への譲渡として、保育事業をやっているところに運営

をやってもらうケースもある。そのままその運営会社にというケースがあるが、それ

が直ちにいいという話にならないので、審査委員会で経緯等をしっかり吟味して判断

しているところ。 

 

・自治体との連携について、質問の趣旨は、関西支所にどういったスタッフを入れてい

るという話でなく、大阪市や大阪府あるいは兵庫県とどういう具体的な連携の事例み

たいなものがあるのか、あれば、本部と関東の各自治体との関係でも少し応用できる

だろうという趣旨につき、ただ連携ではなくて、ここに挙げてあるものがあれば説明

いただきたい（吉田座長）。 

【内閣府から回答】 

・主に指導監査の面での連携ということが大きいと考えている。具体的には、協会が行

く監査と自治体が行く監査があり、それぞれの日程や結果を相互共有すること。それ

から、場合によっては合同の監査というのも考えられる。特別立入調査のような場面

で、協会と自治体の方が一緒に立ち入って確認をしていくということはこれまでもや

ってきており、こうした面での連携をお願いしているところ。 

 

・資料を見て、職員と話をした。この保育所にこの日のこの時間に入りますという日程

の連絡はメールでもらっているが、実際には、何も活用できていないこともあり、質

問したところ。現在、監査の強化という話があり、部局でも話をしていきたい。（本

城委員） 

【協会】 

・大阪では、直接関西支所のほうに連絡をもらって合同で入っているようなケースも出

てきている。 

 

・資料１－３、監査の実施状況について、コロナ禍で、８月末現在で791施設実施済み、
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今後、リモートで2,400施設の実施予定としているが、11月末までに、実行可能な数値

なのか（忽那委員） 

【協会から回答】 

・９月24日現在で1,244施設に実施済み。大体、１か月で500施設ぐらい行ける形になっ

ており、11月末で大体2,400施設、大体１月の中頃には終わるのではないかと予測して

いる。 

 

・１か月当たり500施設を行う予定ということでよいか。（忽那委員） 

【協会から回答】 

・その通り。休日等々あるが、100人近くの監査員がおり、１日50施設ぐらいの監査をや

っている。 

 

・資料１－７－（１）、企業主導型保育事業の実施状況について、これは６年目に入っ

た企業主導型事業の実態を示していると認識している。そこで、運営形態で保育事業

者設置型が30％とあるが、本来、企業の単独設置、共同設置が増えていくという流れ

になっていると考えるが、保育事業者設置型の割合が減っているのか推移が知りたい。

（的場委員） 

・現在、企業規模で中小企業が８割とあるが、これは中小企業による設置が多くなって

いるのか、また、定員別の割合も小規模が多く、19人以下が今は68％になっているが、

６年目に入った企業主導型保育事業の動きはどうなっているのか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・運営形態については、昨年度との比較で全体の数が増えており、保育事業者設置数は

増えているが、比率としては32％から30％と若干下がっており、ほかの運営形態での

比率が高くなっている。 

・中小企業施設について、数も増えているが、比率的にも75.6％から76.7％と高くなっ

ている。定員別の割合も小規模が多く、19人以下が今は68％になっているが、前年度

は70.3％で比率的には若干下がっている。 

 

・資料１－７－（１）実施状況、１－７－（２）取りやめ等の状況、１－７－（３）財

産の承認状況、１－７－（４）定員充足状況など、これら全て一時点の数値を出して

いる。１年前に比べて、数字が増えているのか減っているのか比較型で出していただ

けないと、どのような変化が起きているのか分からない。今後、資料の数値について

は比較型で出していただきたい。（馬場委員） 

・定員充足状況だが、協会として目標とする充足率というのはきっとあるのだろうと考

えている。ビジネスモデルが認可保育所と違うから認可保育所の充足率を参考にでき

ないということなら、協会として想定している目標充足率との比較で今どういう状況

であるのか分かるように示していただきたい。協会として充足率を高めるというのも
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テーマだと考える。充足率を高めるために市町村との連携によりマッチングを行って

いくという説明もあったと記憶している。そういった打ち手が本当に効果を上げてい

るのかどうかというのは検証するべきであり、その効果が上がっているかどうかを説

明していただきたい。効果が上がらないのであれば別の打ち手を考えなくてはいけな

いのではないか。この委員会がそういった効果のヒアリングと今後に向けて意見を出

し合うような場になればいいのではないかと考えている。定員充足率というのは、こ

の事業の安定的な運営のために必要なインフォメーションであるから、有用な情報を

出していただきたい。（馬場委員） 

・新規の募集に当たって審査を行って通らなかった事業者がいて、今回、5,000人程度の

定員に対して、応募としては１万3000人ぐらいの応募があったということであり、事

業をやりたいという意思があっても落選した事業者がいるということ。その一方で、

資料１－７を見ると、もう利用がないからやめたいと事業を廃止する事業者もある。

事業者がやめたいといっているから手続に沿って廃止の承認をするというのも、補助

金を出して整備したにもかかわらず事業所を取り壊すというのはもったいない。今す

ぐにということではないか、事業所を存続し、次なる事業者に引き継がせるような事

業者のマッチングとか、事業譲渡を円滑に進められるような策というのも考えてみて

もいいのではないか。今はまだ件数が少ないが、今後のことを考えると、そういう事

業譲渡を円滑に進めるためのアイデアというのも考えていただきたい。（馬場委員） 

 

・データは政策判断で非常に重要だ。先ほど従業員枠と地域枠の比率も口頭で似たよう

なものだとあったが、やはりデータで示していただきたい。単独設置型、共同設置型、

保育事業者設置型それぞれの定員充足率によって見えるものがあり、定員充足率は全

体平均が64.6％と出ているが、分布がどうなっているのか。充足率が30％を切ってい

る施設があれば、これは赤信号で、下手をすると突然これは店じまいするのではない

か、あるいは不正に走りかねないのではないかと、きちんとチェックしておかなけれ

ばいけない。こうしたことも読める可能性がある。また、経年変化も見えるようにし

ていただくと、そこからいろいろなものが見えてきて、先に手を打つため政策的に考

えることが可能だと考える。そういったことも配慮し、データできちんと整理してお

いていただきたい。（吉田座長） 

・電話やメール等の相談が随分、初期に比べるとつながるようになったという話を実際

に聞いているが、これは定量的な話。メールは出したけれども、返事が１か月も来な

いとかという話も多々聞いている。あるいは電話でようやくつながったけれども、前

のときと担当者が変わって、回答が全然違っていて、聞くと「担当者が変わりました」

という返事しか来なかったとか、単につながったとか量的な面だけではなくて、やは

りちゃんとつながった上で相談内容が改善されたとか理解できたというようにつなげ

ることが基本だと考える。こうした点の定性的な部分についてもまた次回以降、デー

タとして出していただけるとよりよいと考える。（吉田座長） 
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（吉田座長より） 

事業者から石毛委員宛に寄せられた要望があり、その内容について石毛委員から説明が

あることの案内。 

【石毛委員から報告】 

  本年６月に、ある保育事業者から、点検・評価委員会委員である石毛の下に、企業主

導型保育事業制度の改善を求める要望書が届いた。要望書の中身は大変幅広い内容の

もので、大きくは３つ。 

 ・月16日以上の「定期利用児童」と15日以下の「不定期利用児童」との区分で助成金が

変動するという制度の設計や、助成対象となる欠席事由の基準、さらには通常保育の

「利用条件などの「本事業の制度設計」そのものに関する改善の要望、 

 ・保護者、事業者に求める書類や、その提出期限といった「制度の運用」に関する要望、 

 ・そして、協会の事業者に対する通知や、事業者からの相談への対応について、もっと

改善の余地があるのではないかという、「協会から事業者への指導支援の在り方」の

改善を求める要望。 

 ・たいへん充実した内容のものでもあり、内閣府の担当にも報告し、吉田座長とも情報

共有し、対応、検討してもらっているところ。 

 ・最初の「本事業の制度設計」に関する要望については、制度の趣旨や予算の執行状況

等を踏まえた総合的な検討が必要なので、直ちに結論を出すのは難しそうである。し

かし、２つ目・３つ目の、「制度運用に関する要望」や「協会から事業者への指導支

援や一層の改善」を求めるという要望については、参考になるところ大であるし、す

ぐにも取り組める内容が多いと考える。したがって、今後一層、保育の現場に配慮し

た対応ができるように取り組んでいただきたいと考えている。 

 ・例えば、協会から事業者に対する各種通知のタイミングや周知期間、内容の分かりや

すさについてはもっと十分に検討してほしいといった要望や、協会職員に対する研修

をより一層行っていただいて、事業者から問合せがあったときには、より丁寧な対応

ができるようにしてほしいといった要望もあった。このようなものについては、協会

におかれても、内閣府による指導支援を得ながら、今後の対応の際に一層配慮してい

ただきたい。 

 ・要望書については共有し対応いただいているので、この場では報告とする。 

 【内閣府】 

 ・事前に要望内容について共有いただき、対応の話をしているところ。できることから

しっかりやっていくということだと考えている。特に制度の運営面や事業者の方々へ

の対応は、すぐ改善できるようなところであり、協会と相談しながら対応していきた

い。 

 【協会】 

・今期に入って審査部の審査管理課を新設し、管理面を強化した。マネジメント研修に

おいて、管理職者の管理能力強化という観点から、研修内容を変えている。相談機能
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の強化が重要と考えており、巡回指導も含めた相談業務を強化していき、施設サイド

と一体となって寄り添って対応できるような体制づくりも始めているところ。 

 

 【吉田座長】 

  この意見は、我慢できずに満を持して出した方がいたということと考える。できれば、

先手を打って、積極的にこうした意見を吸い上げ、また、それをFAQその他ですぐ還元

して好循環に持っていくような、そういう体制を取っていただくと、なおこの事業が

うまく回るのではないかと考えるので、配慮いただきたい。 

 

（吉田座長）  

・全ての委員から様々な意見、要望もいただいた。協会にはこれら意見あるいは要望等を

しっかり受け止めて、引き続き適切な事業実施に努めてもらい、年度末にはまた年間の

事業実施状況の進捗等について報告をもらうことでよいか。 

 

【各委員より了承】 

 

３．専門的監査（労務・財務）について 

【協会より説明】 

資料２に基づき説明 

＜専門的労務監査 実施に当たっての当面の考え方＞ 

・令和３年度の実施方針では、令和２年度の専門的労務監査の実施を通じて、監査後の報

告書の作成に時間を要すること、監査品質の確保のために、研修の着実な実施が必要で

あることが課題として明確になったため、監査対象の施設について立入調査で労務関係

の指摘を受けた施設を優先的に実施することとして、実施計画を作成した。 

・対象施設を500施設選定。内訳は10月200施設、11月200施設、12月100施設。処遇改善加

算を申請している施設のうち、令和２年度までの立入調査で複数回、労務関係の指摘を

受けた施設から選定。対象地域については、令和２年度に対象とした10都道府県に広島

県を加えた11都道府県。 

・令和５年度末までに全ての施設を対象として実施することとしていたが、監査の水準の

確保、社会情勢等々に鑑み、令和４年度・５年度は、監査実施年度の前年度における立

入調査において労務関係の指摘を受けた施設を最優先に対象として、改善を図ることを

目的として、実施数を絞って行いたいと考えている。また、指摘があった施設以外にも、

職員の処遇改善の実効性を確保することを目的として、「処遇改善加算を申請している

施設」を追加して選定し、対象施設としたい。 

・監査品質の確保等々を鑑み、各年度500施設を下限とし、２年間で1,000から1,500施設へ

の実施計画とした。令和６年度以降については、毎年度の監査状況、監査実績を踏まえ

て検討していく。また、本方針については、社会情勢等々を踏まえまして適時必要な見
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直しを行うという形で進めていきたいと考えている。 

＜専門的財務監査 実施に当たっての当面の考え方＞ 

・令和３年度の実施方針の考え方は専門的労務監査とほぼ同じ。令和２年度にモデル財務

監査を実施しており、その実施を通じて明らかになった課題を踏まえて、実施計画を作

成した。 

・対象施設を500施設選定。運営費が高額な施設は、助成金の不正使用、不適切な会計処理

があった場合に被害金額が多額になるなどのリスクがあることを踏まえ、助成額が3000

万円以上の施設のうち、前年、立入調査や完了報告の審査において、助成金の適正な管

理・使用の観点で指摘があった施設を最優先に対象としている。 

・専門的財務監査についても令和５年度末までに全ての施設を対象として実施することと

していたが、専門的労務監査同様に、実施数を絞って実施していきたい。専門的労務監

査と同じく500施設を下限として、２年間で1,000から1,500を対象として実施したい。 

＜モデル財務監査における検討課題への対応状況＞ 

・４つの短期的検討課題への対応状況については、 

 ① 施設ごとの区分経理として求められる内容の検討に関しては、令和２年度運営費の

完了報告からBS、PLの提出を求めて内容を確認し、専門的財務監査においても、提出

内容等、会計帳簿との整合性についても確認し、現在、対応を行っているところ。 

 ② 各監査項目の評価基準等の検討に関しては、評価基準をどのように定め判断するか、

その後のフォローをどのように実施していくか、「専門的財務監査評価基準」を策定

し、評価事項として定めたところ。なお、判定区分ＢとＣの表記があるが、Ｂは口頭

指摘、Ｃは文書指摘となる。 

③ リモート（オフサイト）監査の検討に関しては、オンサイトを基本としているが、

リモート（オフサイト）監査でもできるような形で現在、検討を進めているところ。 

 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検討に関しては、計上根拠と

なる明細が十分に整備されていないケースが多数確認されたということで、令和２年

度運営費の完了報告から、BS、PLの提出を求め、提出がない場合は作成するように指

導を行っており、併せて、財務監査においては総勘定元帳との金額が一致しているか

どうか、調整表があるかどうかという形で確認して指摘を行っているところ。 

・５つの中長期的検討課題への対応については、 

 ① 会計帳簿の証憑書類の保管・整備の確実な実施の検討に関しては、今年度の専門的

財務監査から、証憑書類の保管を確認しており、その証憑書類について請求書、領収

書等の証拠書類と会計伝票の整合性が図られているか検証した上で、不適切な場合は

指摘を行っているところ。証憑書類の保管・整備に関するルールが規定されていない

ような場合は、整備するよう併せて指摘を行っている。 

 ② 企業主導型保育施設向け会計処理のガイドライン、FAQ作成の検討に関しては、いろ

いろ指摘等々もあると考えており、引き続き作成を検討していきたい。 

 ③ 積立資産の取扱いに関しては、積立資産の計上や管理状況等について確認するとと
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もに、経理規程等において積立資産の計上や取崩しについての規定が整備されている

かを確認して、不適切な場合は指摘を行っているところ。 

 ④ 保育業務運営委託費の妥当性、適正性に係る検討に関しては、各運営委託費につい

ては、その内訳は分からないということが多く、その適正性を判断するために、外部

委託している保育施設の規模や委託内容に応じた運営委託費の実態分析を行い、その

妥当性、適正性を判断する指標が必要となることから、今年度の専門的財務監査から、

契約締結までのプロセス、契約内容・金額等について検証しており、これを担保する

ための規程が整備されているか検証を行っているところ。また、立入の結果の情報か

ら、適正な保育サービスが提供されていないかと思われる場合は、運営委託契約の妥

当性についても検証していく。 

 ⑤ 施設ごとの助成金専用口座の作成義務化検討に関しては、助成金受入口座を設ける

ことは義務づけているが、これまではいろいろ難しいケースがあったこともあり、今

年度の財務監査から、受入口座の入金額、専用口座からの施設口座への振替等が一致

しているかどうかという検証を行い、確認しているところであり、助成金専用口座の

作成義務化については、引き続き検討していきたい。 

・まだ課題解決に至っていないものもあり、今後も財務監査研究会において引き続き検討

していきたい。 

 

【質疑応答】 

・専門的労務監査と専門的財務監査は外部に委託しているが、当初の予定件数に比べて実

際の実施件数が大幅に下がっている。実績が下がったことにより外部委託先に対する支

払い額はどれぐらい下がるのか、それとも下がらないのか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・前期の労務監査は、計画が100件であり、それで契約を結んだが、実際は27件の実施。管

理経費の部分をどう判断するか難しいところだが、監査件数にリンクした人件費の部分

はマイナスになっている。また、財務監査については、前期はモデルで実施したが、件

数50件で契約をしたが、実際はそこまで行っておらず、その部分は減額になっている。

基本的には件数にリンクしている。 

 

・件数に応じた契約ということでよいか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・その通り。 

 

・資料２－３、中長期的課題の①から③について、問題の所在は、やるべきことを分かっ

ていないということだと考える。これは監査を通じて、事業者として備えるべき義務は

何かというのを丁寧に説明することで、今後改善していくのだろうと期待される。④は、

資料に記載のとおり、契約のプロセスや透明性を評価していくしかないと考える。契約
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書に契約金額が書いてあるだけだと、中身がどうなのか、品質を伴っているのかどうか

分からない。その場合は金額の積算根拠を明らかにするように指導するとか、監査を通

じて契約締結までのプロセスを明らかにすること、透明化を求めていくことに尽きる。

⑤の専用口座の作成義務化について引き続き検討していくということだが、この事業の

運営費の補助要綱において、補助金の流用や目的外使用について制限があると考える。

そこで求められている制限との関係で、管理上、専用口座が求められているのか伺いた

い。そこで専用口座が求められているのであれば、コンプライアンスの関係で、専用口

座は不可欠。それは、大会社に対してであってもコンプラ上求められているから備える

ように求めるしかない。補助要綱との関係で必置かどうか明確にしていただきたい。要

綱との関係で必置とはいえない場合に、作成義務があるかどうか。事業者の負担あるい

は管理状況等を踏まえて検討していくということになると考えるが、いかがか。（馬場

委員） 

【内閣府から回答】 

・現状、要綱のレベルでは、目的外使用を行ってはいけないというレベルの記載にとどま

っており、管理上、専用口座まで求めるかどうかまでは明記していない。ただ、補助金

の適切な使用という観点からどこまで求めるのかということで、これから水準を考えて

いくということだと理解しており、今後検討していきたいと考えている。 

 

・今回、施設ごとの区分経理を求め施設ごとに会計帳簿を作成し、貸借対照表も施設ごと

に作成するようになったので、会計の管理状況、補助金の管理状況を見て、管理上、専

用口座が必要になるか見極めていくことが必要と考える。今年度の専門的財務監査など

を通じて実態をつかんでいただきたい。（馬場委員） 

 

・資料２－１、専門的労務監査の対象地域について、選定に当たっては処遇改善加算を申

請している施設のうち複数回立入検査をしたという選定基準がある中で、11都道府県を

対象とした理由は。（的場委員） 

【協会から回答】 

・専門的労務監査については、社労士連合会に委託しており、連合会のほうで全国的な研

修計画を立てているなかで、計画が先行して進んでいる地域からやりたいという要望が

あり、当該地域を先行実施対象としている。 

 

・この地域外でも複数回立入検査で指摘を受けた施設がある可能性もある。そうした場合

にはどのように考えているのか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・この地域外でも複数回立入検査で指摘を受けた施設はあるが、社労士会としての研修等々

の状況もあり、今、全体に広げることは不可能につき、ある程度対象を絞って、昨年度

やった県プラスという形で考えて、今回の対象検討という形で決めたところ。 
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・徐々に拡大していく方向でよいか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・全国に拡大していく。 

 

・労務監査は、立入調査で複数回労務関係の指摘を受けた施設の中から選定、財務監査は、

過去の立入検査で財務関係の指摘を受けた施設で助成額が3000万円以上の施設の中から選

定とある。全部を一斉にということは難しいとは考えるが、実際、監査に入ったときには、

その入った年度だけでなく、助成金を受けた年度まで遡って、過去も監査するということ

でよいか。（高祖委員） 

【協会から回答】 

・助成額による選定は別にして、複数回の指摘に関しては一般立入で指摘した部分となる。

過去１年、２年見ており、例えば、来年、再来年になったら今年度の監査での指摘もカウ

ントして対象に入っていくような形で、順次乗換えという形で対応していくことを考えて

いる。 

 

・一斉にできないから絞りますといことで、本来実施すべき施設が、その年に監査できな

くて来年、再来年とかに監査の対象になることも考えられるが、その場合には、その入っ

た年のところしか確認しないのか、実際に入った年だけでなくきちんと遡ってそれが対象

として監査されるのかということを確認したい。（高祖委員） 

【協会から回答】 

・過去に入ったところでもその指摘を受けたところが対象になるのかということだが、も

ちろんそれは対象として考えなければいけないと考えている。その過去の指摘の実績を見

ながら、複数回指摘を受けているところについては優先度を上げていかなくてはいけない

ので、監査前年と書いているが、その前の年、さらに前の年のその指摘の状況も踏まえて、

優先対象施設として考えていく。 

 

（吉田座長） 

・「労務監査」と「財務監査」の当面の実施の考え方について、それぞれの委員から様々

な意見・要望があったが、いただいた意見・要望は、おおむね協会の実施方針と大きな違

いはなく、本委員会としては、基本的にこの方向性で進めることを了承してよいか。 

・また、「モデル財務監査」で明らかとなった課題のうち、残された検討課題については、

その対応状況について改めて協会から報告いただくということでよいか。 

 

【各委員より了承】 

 

４、閉会  


