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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12回） 

日 時：令和４年３月25日（金）10：00～12：00 

場 所：中央合同庁舎８号館８階 特別大会議室 

出 席 者：（委員会委員） 

石毛 和夫委員、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） 

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、 

真弓 智也子ども・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Ⅰ 令和３年度企業主導型保育事業の実施状況について 

Ⅰ－１ 審査業務 

Ⅰ－２－（１） 指導監査業務 

Ⅰ－２－（２） 指導監査業務（専門的財務監査中長期課題への取組状況） 

Ⅰ－３ 相談支援業務 

Ⅰ－４ 研修実施業務 

Ⅰ－５ 新システム開発 

Ⅰ－６－（１） 助成決定の取消し・取りやめ・休止施設の状況 

Ⅰ－６－（２） 財産処分等の承認状況 

Ⅰ－６－（３） 定員充足状況 

資料Ⅱ 令和４年度児童育成協会活動方針 

Ⅱ－１ 児童育成協会の体制・人員推移 企業主導型保育事業本部概況 

Ⅱ－２ 審査業務 

Ⅱ－３ 指導監査業務 

Ⅱ－４ 相談支援業務 

Ⅱ－５ 新システム開発 

Ⅱ－６ 実施機関（協会職員）に対する研修 
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＜委員会内容＞ 

１．開会 

事務局より、内閣府で人事異動があったことの案内。真弓智也子ども・子育て本部企業主導

型保育事業等担当室室長の紹介。 

・真弓室長より挨拶。 

 

各委員より、吉田委員を座長として選任。 

 

２．令和３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Ⅰに基づき説明。 

（審査業務） 

・令和３年度新規募集の募集概要及び審査状況。本年度の募集は、４月28日から６月13日まで

を募集期間とし、本事業の受け皿目標である11万人と令和２年度募集結果を受けた整備予定

分との差分である約4,000人分を募集した。申請数578件について、形式審査・一次審査、二

次審査を実施し、施設数にして108件、定員数にして2,348人分を採択。昨年12月末までに全

ての申請者に対して審査結果を通知済みであり、令和３年度末の定員見込みは、4,556件、10

万7,991人である。 

・完了報告審査。令和２年度完了報告は、運営費4,059件、整備費206件。業務遂行体制・事務

フローの見直しを行い、昨年10月末には概ね審査を完了したが、一部事業者については２月

上旬となった。また、迅速な審査に向け、報告金額の根拠資料となる損益計算書等の提出の

要求、審査レベル向上のための勉強会等の実施、事業者へのマニュアル発信等に取り組んだ。 

・月次報告審査については、約4,300件の審査を実施した。新規開所施設に対し、運営開始後約

２か月間の児童登園表と月次報告の照合を行い、「よくある不備」の周知及び指導を行い申

請ミス削減に努めた。また、業務委託先との勉強会の開催及び審査用マニュアルの更新を行

い、審査の標準化に繋げている。さらに、毎月10日の申請締切後、未申請の事業者に対する

督促メールの送付等を行い、未申請率の減少にも取り組んだ。 

 

（指導監査業務） 

・立入調査については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、７月からリモート監査

を実施した。リモート監査においては、事前に資料提出を受け、監査当日は電話、Zoom等に

よるオンラインにて実施。実地監査と異なり、リモート監査では現場の空気感を得られない

が、同レベルの水準を維持するため、指導監査基準に準拠した運用状況の確認書類及び動画

等の事前提出資料を２週間かけて精査の上、当日の監査に臨んでいるところ。 

・具体的な実施状況。協会により3,147施設、外部委託により1,000施設、合計4,147施設の監査

を終了している。うち一部の施設については、施設都合により実地での監査を実施。当初計

画では4,500施設を対象としていたが、昨年９月末時点での助成決定数が4,172施設であり、

さらに休園25施設を除した4,147施設を対象に実施した。 

・監査後は監査結果を施設に通知し、改善報告書の提出を受け、協会にて報告書の内容に不備
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のないことを確認し、次回の立入監査又は午睡時抜き打ち調査により問題個所の改善を確認

するというＰＤＣＡサイクルを実施している。協会内部での連携についても滞りなく行って

いる。 

・特別立入調査について。令和３年度は３月16日現在、延べ33件に対して調査したところ。う

ち、12件は自治体との合同調査による。33件の内訳として、不適切保育が18件、不正受給等

が23件、重複案件が８件となっている。また、文書指導件数については、令和２年度は延べ

26件となり、内訳として、不適切保育が17件、不正受給等が24件、重複案件が15件である。

令和３年度は延べ４件であるが、精査中の状況であり、今後約30件に達するものと思われる。

同一施設の複数回調査については、令和２年度は１施設１事業者、令和２年度から令和３年

度の年度またぎが２施設１事業者である。 

・情報提供・通報の状況について、特別立入調査実施施設以外に74件の通知等があり、うち35

件は立入調査を実施。さらに35件のうち19件は午睡時抜き打ち調査を併せて実施した。通報

は職員、保護者によるものがほとんどであり、主な内容は配置基準不足、運営費の不正受給、

不適切保育である。主な対応状況は、不適切保育の一例として、虐待事案があった場合には

通報を受けて調査を行い、虐待を行った保育士等の保育現場からの排除及び、保護者説明会

を開催する等の指導を行う。その後も保育・運営が適切に実施されていることを確認し、必

要に応じて立入調査、巡回指導により経過観察を行っていく。不正受給、各種申請の過誤に

ついては、資料の精査を行い、過払分の助成金返還請求を行っている。施設のフォローアッ

プにあたっては、協会内部での連携を図っているところ。 

・午睡時抜き打ち調査について。新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きく、実地調査77

施設。残りの523施設についてはリモート調査により実施した。主な指摘事項は、ブレスチェ

ック表を適切に行っていない等。 

・巡回指導について。３月23日現在、実地調査450施設、リモート調査49施設を実施済み。この

ほか、１施設をリモート調査にて実施予定。主な指導内容は、全体的な計画の不備、おもち

ゃや絵本等の配置場所等に係る環境の問題等。 

・専門的労務監査について。全国社会保険労務士会連合会により、令和２年度の監査対象であ

る10都道府県に広島県を加えた11都道府県、500施設を実施済み。うち、１施設は施設要望に

よりリモート実施。実地監査が多数を占めた要因は、現地の社労士が施設を訪問することに

より、まん延防止等重点措置期間中であっても、実地監査が可能であったことと思料。主な

指摘内容は、給与規程の不一致等。 

・専門的財務監査について。あずさ監査法人が200施設、トーマツ監査法人が150施設、新日本

監査法人が150施設、合計500施設を実施済み。監査内容の性質上、園児と接触することなく

監査が可能なため、全て実地にて実施。主な指摘事項は、経理規定の不備、本社費の案分の

不明確等。 

・専門的財務監査中長期的課題の取り組みにについて。令和３年度は、関係各所と10回の財務

監査研究会を開催し検討を重ねているところ。令和３年度の財務監査結果を踏まえ、引き続

き検討を行い、一定の整理結果を取りまとめたい。 

 

（相談支援業務） 
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・電話、メールによる問合せについては、令和４年２月末時点で、11万4,361件に対応。昨年度

対比115％であり、プラス15％増加している。また、オペレーター配置数は昨年度対比倍増の

20名体制とした。 

・新型コロナウイルス感染症に関する問合せについては、感染者数、一時休園、登園自粛など

を随時内閣府に報告している。令和４年１月中旬より、濃厚接触者の特定を行わない自治体

に所在する施設からの、利用者負担額減免臨時給付費の助成可否についての問合せが増加す

ることを予想し、相談に応じる旨の情報発信を行い、各自治体の基準を基に回答を行ってい

る。また、６月より電話受付開始時間を30分間拡大し、かけ直し数の減少に繋げている。 

 

（研修実施業務） 

・研修の実施状況について、事業者・従事者研修を１か月ほど前倒しして開催。保育士のキャ

リアアップ研修及び子育て支援員研修については受講定員を増員した。コロナ禍の中である

為、子育て支援員研修の心肺蘇生法実技を除き、すべてｅラーニングにて実施。なお、協会

職員に対する研修については、ハラスメントの継続研修を必須化し、マネジメント力強化の

ための管理監督者向け研修を充実させた。 

 

（新システム開発） 

・新システム開発の実施状況については、作業の手戻りの回避、開発工数の圧縮と品質確保、

変更・遅延などを発生させない開発スケジュール等、プロジェクト推進のための方針を策定

し精力的に取り組んでいるところ。プロジェクトの現状として、申請・審査機能については

予定どおりに進捗している。 

 

（助成決定の取消し・取りやめ・休止施設の状況） 

・取消し・取りやめについて。令和３年度に取消した１施設は助成金の返還が必要であり、現

在、返還方法を事業者と協議中。取消し案件は令和２年度と令和３年度の２年間で計４件、

そのうち２件が不適切保育、１件が違法建築、１件が預かり児童数が０となったことによる

自主休業である。なお、違法建築と自主休業については、休止届が提出されず、最終的に取

消しとなったもの。また、令和３年度に取りやめとなった施設は29施設。そのうち返還が必

要な施設は12施設あり、全ての施設で返還済みとなっている。 

・取消し・取りやめにより協会が返還を求めている施設数は、32施設、総額16.9億円。このう

ち、現時点での未返還額は15.6億円である。 

・休止施設について。新型コロナウイルス感染症による１か月以上の休止施設が、令和２年度

の106施設から令和３年度は35施設に減少した。一方、１か月以内の短期間で休止する施設が

増加傾向にある。再開時期未定の施設については、特に動向を継続的に注視しているところ。 

 

（財産処分等の承認状況） 

・財産処分の承認状況について、令和２年度からの累計で139施設。うち、建物の用途変更を目

的とした転用が13施設。利用者減、休園後再開見込みなしなどの理由で、小規模保育事業施

設等への転用が中心である。次に、事業譲渡関連が59施設。譲渡の内容としては、運営委託
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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

委員会における厳密な審査を経て、事業譲渡を決定しているところ。また、廃棄が22施設。

児童確保見込みがなく、賃貸借契約終了・明け渡しのケースが大半。なお、担保に供する処

分が増加傾向にあり、主な要因として、令和２年度は新規募集を実施したことにより、新規

募集のなかった令和元年度と比べ整備費の承認件数が約200件増加したことが考えられる。 

 

（定員充足状況） 

・令和３年10月時点での定員充足率は、74．0％。今回より令和２年度との比較及び、従業員枠、

地域枠定員における充足率も併せて公開しているが、情報公開は令和２年７月よりスタート

しているため令和２年４月の数字は入っていない。令和３年度は年度初めの４月に最低値と

なり、７月、10月、１月と充足率が向上する傾向にある。令和４年１月の状況については、

データを取りまとめている最中であり、４月早々には公開できる予定。また、従業員枠と地

域枠の比較においては、２つの充足率はほぼ同様の傾向となっている。データの詳しい分析

をさらに進め、充足率向上に向け、施設のサポートができる施策を検討していく。 

 

【内閣府より補足】 

・事業の取消し、取りやめに伴う助成金の返還について、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律の規定によると、事業者が法令に違反した場合、国は協会に対し、補助金の交

付決定の取消し、その返還を求めることとされている。協会から内閣府に対する返還に係る

具体的な方針については、企業主導型保育事業が安定的に継続することを前提としつつ、協

会から事業者に対する返還請求や事業者からの返還状況等も踏まえ、内閣府において検討し

ていく。今後、必要に応じて委員にも議論いただきたい。 

 

【質疑応答】 

（石毛委員） 

・資料Ⅰ－６－（１）「助成決定の取消し・取りやめ・休止施設の状況①」について。未返還

の助成金が15億円程度あり、対象は32施設にのぼるということだが、当該施設又は当該事業

者の現状を御教示いただきたい。勝訴判決を得て執行すれば回収できる状況なのか、それと

も、どの事業者も破綻してしまっており、現実問題として回収可能性がないのかを聞きたい。

それによっては、この15億円が結局回収できるのかできないのか、すでに明らかである可能

性もある。 

（協会から回答） 

・32施設について回収途上の状況であり、開示方法等については検討の上、改めて出すことと

する。この場において完全に回収できないものが何件であり、金額は幾らかという回答は控

えさせていただく。 

（石毛委員） 

・幾ら回収できないかを聞きたいのではなく、32施設の大概が破綻しており回収可能性がない

状況であるのか、それとも回収可能性がある状況なのかということをお聞きしたい。回収努

力を続けているから回答を控えるというのは、私の質問に対する答えになっていない。 
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（協会から回答） 

・32施設のうち、法的整理が既に終わっているものが８施設。 

（石毛委員） 

・では、法的整理は終わっていないが、事業を停止しているというところはいくつか。 

（協会から回答） 

・32から８を引いた24施設が、法人としてはまだ事業を継続している。 

（石毛委員） 

・保育事業ではない場合もあると思うが、事業は継続しているということか。 

（協会から回答） 

・保育を継続している事業者は少ない。保育事業をしていない場合でも、他事業の事業収入か

ら回収を図ることとなる。 

（石毛委員） 

・法的整理が既に終わっている８施設については、現実問題、回収可能性がないと考えたほう

がよい。他方で、残りの24事業者は何かしらの事業を継続しているため、一定額の回収の可

能性はあると考え、回収に向けた努力を続けているという整理でよいか。 

（協会から回答） 

・その通り。 

（石毛委員） 

・了解した。15億が一切回収不能な状況ではないことを前提に、検討を続けていただきたい。

また、弁護士たる委員として、私もそれを注視し続けたい。 

・２点目、資料Ⅰ－２－（１）「業務実施状況」の午睡時抜き打ち調査について。基本的なこ

とをお聞きするようだが、「抜き打ち調査」とは、予告をせず行う調査を指すものと認識し

ているが、如何か。 

（協会から回答） 

・抜き打ち調査は、基本的に事前予告なく直接行うものである。 

（石毛委員） 

・では、先ほど報告のあった「午睡時抜き打ち調査」は、リモートの場合はどのように行って

いるのか。資料には「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」

とあるが、これを「抜き打ち」でできたのか。 

（協会から回答） 

・リモートの場合は抜き打ちでできていない。事前に午睡時の動画を提出していただき調査し

ている。例えば、うつ伏せ寝になっている児童がいることを動画内で確認し、指摘している。 

（石毛委員） 

・本来は抜き打ちで行うが、リモートの場合は文字どおりの抜き打ちにはならなかったという

ことで了解した。他方で、先のうつぶせ寝の事例でも分かるとおり、リモートであっても調

査の実は上がっているという印象も受けた。そこで質問したい。本年度、午睡時抜き打ち調

査に限らず、多くの保育監査をリモートで実施したとのことだが、リモートであっても監査

の実は十分に上がるものと考えて良いか。素人感覚だとリモートはあまり望ましくなく、あ

くまで実地が原則ではないかと思う一方、実際にリモートで実が上がるのであれば、コロナ
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でやむを得ずリモートで実施するということではなく、調査担当者、監査を受ける保育事業

者の両方の負担を考慮し、リモートをさらに積極的に採用していくことも考えられる。リモ

ート調査において、どのくらい監査の実が上がるのか、あるいは、精度が下がってしまうも

のなのか、その辺りの感触は如何か。 

（協会から回答） 

・リモートについては、最初に説明したように、現場の空気感が分からないという点がある。

一方で、今回の監査については、動画も含め96種類の資料を提出してもらっている。さらに

資料の精査は２週間かけて行っているため、１日ですべて監査しなければならない実地調査

と比べ、監査の精度が上がっている箇所はある。ただし、先述したとおり、現地の空気感が

分からないため、保育面についても動画では確認できない部分もあると思われる。できれば

現地に赴いて実施したいところ。しかしながら、リモートも一つの手法であることは、今後、

検討していく必要がある。 

（石毛委員） 

・実地でないと現場の雰囲気が分からないこと、そして、リモートでありながら精度を落とさ

ないために、動画や大量の資料を提出してもらっており、それを２週間かけて精査している

ので、実際には調査担当者や現場の負担が大きく減るわけではないと理解した。リモートに

することで負担が大きく減るのならば、リモートを積極的に活用することも考えられると思

ったが、そういう状況でもないようだ。やはり基本は実地監査であるという印象を持った。 

・３点目。前回の第11回委員会において、ある保育事業者から、当委員会委員宛ての「意見書」

が提出されたことを私から報告した。事業者からの意見・要望事項については、事後、回答

をいただく予定であったと記憶しているが、その後、事業者から追加の反応等はあったか。

また、意見・要望事項に関する検討や対応状況について、フォローアップは如何か。 

（協会から回答） 

・今は回答資料を持ち合わせていないため、改めて回答させていただきたい。 

（石毛委員） 

・了解した。前回委員会でも、座長から「意見・要望書を当委員会委員宛てに出すということ

は、保育事業者もいろいろ考えた末でのことで、よほど思い詰めていたのであろう」という

趣旨のご発言もあった。おそらく意見書を出した事業者も、その後の推移を気にしていると

思われるため、事業者から追加で何か反応があった、あるいは要望に対する対応状況の進捗

等があれば、報告してもらえると事業者にも安心してもらえると思った次第。 

（吉田座長） 

・最後の意見書の件については、改めて整理をし、取組の概要等を内閣府経由で各委員に知ら

せてもらえるとありがたい。 

・午睡時抜き打ち調査については、リモートで午睡チェックをするとのことで、しっかりとし

た体制を整える効果はあると考えられる。抜き打ちという点が大きなポイントでもあり、リ

モート、実地それぞれのメリットがあるため、コロナ禍が落ち着いた際は、両方のメリット

を考慮し、より効果的な指導監査等を考えていただきたい。 

 

（高祖委員） 
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・午睡と保育環境について。動画や写真でうつ伏せ寝が見られたという点について、動画等を

提出資料とする時点で事前に準備ができてしまい、相当配慮しながら撮影すると思われる。

そこに気が付かず、うつぶせ寝の状態の子が映り込む時点で、その施設は大丈夫かと危惧す

る。コロナの状況にもよるが、書類や経理関係、定員数の確認等はリモートでも良いが、実

際の子供の育ちの環境チェックは、ぜひ実地でやっていただきたい。 

また、公立や私立の保育園でも、書類提出に係る事務作業が大変だという声は多い。認可保

育園のチェック書類をベースにしながら、揃えられる箇所は揃えていただきたい。毎回の書

類作成において、事務作業にかなりの人員を割くようなことがあると、職員数が少ない施設

の負担が増え、結果、子供にしわ寄せがいくことになるのは困る。フォーマット化する等、

書類についてはさらに検討いただきたい。 

・通報や情報提供による特別立入調査が33件、そのうち虐待事案については、おそらく保護者

からの通報だと思われる。日常的な連絡は園に対して行い、虐待等不審な行動に対する相談

は協会に上げてもらうという仕組みが確立されれば、より客観的かつ適切な指導ができると

考える。協会の相談窓口を保護者にも周知し、相談しやすい仕組み・環境を整えていただき

たい。 

・研修について。今回、救急以外はすべてｅラーニングで実施とのことだが、研修後にレポー

トの提出を求める、あるいは簡単なテストを行う等、何か研修自体の定着に向けた取組はあ

るか。特になければ、定着に向けた工夫をお願いしたいところ。 

・定員充足率について。当初はもっと低かった定員充足率が、74％は割と増えてきたという印

象。しかしこれは平均値であるため、実際は充足率が少ない施設も多いのではないかと懸念

される。入園希望者の希望施設への斡旋や地域枠の調整等、自治体とより密に協力しながら

充足率の引上げをしていただきたい。公立園や大規模園とは違う、企業主導型ならではの良

い取組や特色のある取組等を周知することで、定員充足率の増加に繋がると思うので、その

辺りの検討をしていただきたい。 

（協会から回答） 

・午睡時の抜き打ち調査はぜひ実地でとの御要望、承知した。リモートにおける事務の増大は

確かにあり、96種類の資料提出は非常に手間取った印象。それについては直接現地に入るこ

とで軽減していき、また、午睡についても、動画で指摘できない隠れた危険を含め抜き打ち

という形でしっかり調査していきたい。今後も引き続き、必要な書類については事前に提出

してもらおうと考えているところ。 

・相談窓口、研修については、後ほど、令和４年度活動方針の中で説明させていただく。 

・定員充足率については、開設当初と比べ、現状のマーケットにフィットをしていないことで

充足率が低い施設があるのは事実。一方で、入園希望者がいるにもかかわらず、受け入れて

いる児童数が定員ぎりぎりのため、それ以上受け入れられないというケースもある。これに

ついて、令和４年度には定員調整を行うことを考えており、増員希望施設と減員希望施設を

マッチングさせ、需要にあった定員となるよう、内閣府と相談しながら検討しているところ。

また、地域枠については、地方公共団体との連携が大事と承知している。 

 

（吉井委員） 
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・巡回指導について、ほとんど訪問で実施しているが、これはコロナ禍でありながら強行的に

巡回指導をしたのか、あるいはタイミング的に実施できるものだったのか。 

（協会からの回答） 

・巡回指導に関しては、北海道、東京、東海等全国にわたって各地に16名の指導員がいる。そ

のため、まん延防止等で他県に行けない場合は自県で完結するという形を取っており、基本

的に大きな移動はないため、リモートではなく現地で対応している。一方で、当初の巡回指

導対象施設は450施設以上であったが、施設側から今回は回避してほしいという要望を受け、

実施を見送った施設もある。基本的には県を越えない方法であると比較的受け入れられやす

い傾向にあると考える。 

（吉井委員） 

・東京都も、同じように現在20人の巡回指導員がいるが、今年は、ほとんど保育所に行くこと

ができず、電話による指導が中心だった。実際に対面式での指導となると施設の理解も必要

となり、なかなか厳しかったのではないかと思慮するが、他県ではそのように対応できてい

たということで了解した。ただし、そうであれば、例えば、午睡時の抜き打ち調査について

も、可能な範囲で、実地で行ってもよかったのではないか。 

 

（的場委員） 

・コロナ禍の中で、本当に大変だったと思慮。その状況で継続的に指導監査業務等を実施して

もらったことに感謝する。今後は新規の募集はしないのとのことで、これからは、量の拡大

より質の向上に注力することが必要。指導監査あるいは相談業務という機能がとても大事に

なってくる中、コロナ禍の中でリモート監査の経験を積んだということは、今後に生きるの

ではないかと考える。 

・指導監査について、リモート監査により監査の精度が上がったとのことだが、実地監査より

もどのような点で精度が上がったのかお聞きしたい。 

・相談業務にも力を入れていただき、問合せ件数が増えたということだが、問合せの内容をお

伺いしたい。どんな相談が多かったのか、その中で今後の運営の課題として生かせるような

ものがあるのか、お聞きしたい。 

（協会から回答） 

・指導監査については、精度が上がったというわけではなく、全体として精度が維持できたと

いう印象。実地監査の場合、当日の時間の制約が非常に多くある中での監査だったが、リモ

ート監査の場合、96種類の資料、例えば、規程面や保育面における計画等の資料を、事前に

端から端まで精査することが可能であったため、しっかりと準備した上で監査当日に臨めた

と考えている。 

・協会への問合せ内容については、審査業務の変更を年明けから行っており、特に最近は審査

業務関連の照会が非常に多かった。 

・相談業務で今後の運営に生かせる点については、我々も不足している部分があると思慮して

いるところ。令和４年度からは、子ども相談支援部を立ち上げ、コールセンターの受け身的

な対応ではなく前向きな情報発信を行っていく方針。 
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（本城委員） 

・地域枠について。横浜市においては、認可施設の入所等で相談を受けた場合に、区役所窓口

で企業主導型保育施設の地域枠の紹介もしている。地域枠のさらなる充足という話もあった

中で、例えば、入所状況をホームページで公開する、また、自治体が積極的に地域枠等の動

向が把握できるよう情報提供をする等、さらに積極的な動きをしても良いのではないかと思

慮するが如何か。 

・資料Ⅰ－６－（１）「助成決定の取消し・取りやめ・休止施設の状況①」について。令和３

年度の取りやめ事案のうち、「今後の利用見込みが見込めず閉園するため」が19施設ある。

横浜市においても、個々の保護者の保育ニーズは高まっていると思われる一方、児童数の減

少の傾向は年々強まっている。「利用が見込めず」というのは児童の数の話なのか、あるい

は、企業の事業自体が縮小すること等に連動したものなのか、説明していただきたい。 

（協会から回答） 

・地域枠については、別途、協会と横浜市で情報交換をしながら、具体的に何ができるのか、

検討しているところ。これからもよろしくお願いしたい。 

・取りやめ事案について、利用見込みが見込めず閉園するケースのうち、児童が集まらないケ

ースが一番多いと思われる。中には保育士が集まらないケースもあり、コロナ禍の影響で働

き方が変わったという声も聞かれるのが現状。 

 

（馬場委員） 

・定員充足率について、令和２年度のピークは75％。令和２年度というと制度が始まって４年

になるが、充足率の最大値が75％というのは、収支状況としては厳しいと考える。定員充足

率は全国の平均値であり、厳しい園とそうではない園が混在しているため、今後は分布状況

を示していただきたい。例えば、定員の充足率30％以下が何件、50％以下が何件、70％以下

が何件、90％以下が何件といった具合に、定員充足率別に事業所数を挙げてもらえればよい

かと考える。撤退や財産処分の説明の中では、利用見込みが立たないため閉鎖する園が20園

以上という情報もあったが、定員充足率が50％を切るような事業所は将来の事業撤退予備軍

ともいえるのではないか。仮に定員充足率が50％を切るような事業所がかなりの数生じてい

るのであれば、優先度をあげて定員充足を上げるための打ち手を講ずるべきところ。令和４

年度以降の協会の事業方針においても、重点の置き所が変わってくると思慮する。ぜひそう

いった部分を見ていただくとともに、委員会の場で情報としても挙げてもらいたい。 

・監査について、個人的には実地で監査するべきと考える。監査は、監査手続をこなすことが

目的ではなく、監査をした結果、検出された事項を法人にフィードバックし、法人が改善に

取り組むことまでが含まれる。法人も限られたマンパワーの中でどう工夫していくか検討し

なければならないわけだが、リモートだと距離感があるために、指摘の趣旨・改善のポイン

トが十分に伝わらない、指摘文書を送っても字面だけでは伝わらないという部分が懸念され

る。検出事項の改善を通じて法人の管理体制の向上に寄与するといった監査の効果まで考え

ると、実地監査が望ましい。できるだけ実地監査ということになると、監査日程を幅広に取

っていく必要があるが、監査日程が10月以降に集中すると限られた期間で回すことになるた

め、今回のような状況になると、どうしてもリモートに頼らざるを得なくなってしまう。い



 

11 

かに前倒しで６月・７月ぐらいから監査を開始できるようにするかがテーマだと思うので、

そこの辺りもぜひ工夫して取り組んでいただきたい。 

（協会から回答） 

・監査について。これも後ほど令和４年度の方針の中で説明させていただくが、今後、件数が

増えることを踏まえ、協会での内製化をさらに進めることを検討中。人員の増強を行い、時

期を５月ぐらいから前倒しで行うことを検討しているところ。 

・定員充足率について、データの分析自体、これで十分だとは思っておらず、分析をさらに進

め、充足率向上に向け、施設をサポートできる施策を検討していく。これはまさに新設され

る子ども相談支援部の重要なマターだと考えている。福利厚生的な要素も強い自社枠につい

ては事業者に一任するが、共同利用枠と地域枠については、さらに手厚くサポートできない

か、検討を重ねていきたい。 

・事業譲渡の中では、充足率がなかなか充足しないことで譲渡するケースもあり、実例として、

チェーン店等があるような事業規模が大きい会社に譲渡をし、充足率が上がるケースも見受

けられる。このような事案も有効に活用できるのではと考えているところ。 

・監査については、原則は実地であろうと考えており、そのようにしたい。また、改善しても

らうことにより監査の意味が生じると理解している。施設がしっかりと改善できるような形

を作っていきたい。 

（吉田座長） 

・多々意見が出ている定員充足率の問題について、馬場委員からもあるように、分布状況での

把握は非常に重要。全体のトレンドだけではなく、分布状況によって危険信号を発している

箇所も把握できる。認可保育所の場合、その利用定員との関係から、極論恐らく充足率80％

を切るとかなり厳しい。ある種、そこが損益分岐点だと思われる。企業主導型保育施設の場

合は財政の仕組みが違うので一概には言えないが、75％は決して楽観できるレベルではない。

そういう意味では、全体の平均の推移も重要であるが、かなり下回っているところは最重要

確認事項だという観点で分布を押さえてもらうことが必要。また、企業主導型保育施設は十

数名のところから200～300名までと規模が大変ばらついているので、できれば定員規模別に

定員充足率を出してもらうことも重要と考える。所在する自治体の人口規模別で、今後の待

機児童が急速に減っていくと思われる中で、保育の需要が相当縮むということもある。難し

いかもしれないが、そのような情勢も踏まえた定員充足率の丁寧なデータを出してもらうこ

とによって、より安全・安心な体制が組めるだろうと思われるので、その辺りの配慮をいた

だけるとありがたい。 

 

【実施状況評価】 

（吉田座長） 

・すべての委員から貴重な意見、要望をいただいた。協会には真摯に受け止めていただき、次

年度の業務に反映していただきたい。来年度も、この委員会で状況等について報告いただき、

検討していくことになる。それも踏まえ、今後も適切な対応をお願いしたい。本委員会とし

て、令和４年度も引き続きこの児童育成協会が企業主導型保育事業の実施機関として助成事

業等を実施するということでよいか。 



 

12 

 

【各委員に諮り、了承】 

 

３．令和４年度児童育成協会の活動方針について 

【協会より説明】 

資料Ⅱに基づき説明。 

（体制・人員推移） 

・体制・人員推移について。昨年７月、協会内で、企画部、審査部、指導監査部に加え、協会

全体を見ている総務部、財務部の若手から構成された中期ビジョン会議を開催し、組織体制

の見直しや各部の施策等について検討した。その中で、事業本部内の組織変更の意見が上が

り、検討したものが22ページの体制図である。令和４年４月１日付きで「子ども相談支援部」

を新設し、現状各部門に分散している事業者支援業務を集約化し、一つの部として４月１日

に独立させようと考えている。具体的には、現審査部相談支援室のコールセンター業務、企

画部管轄の保育事業者向けの研修業務、指導監査部管轄の巡回指導業務を集約させる。安心・

安全な保育の実現を目標に、企業主導型保育施設の運営をさらにサポートしたいと考えてい

るところ。 

・審査部については、委託業務等の見直しの実施を検討中。現在、月次審査については多々業

務の委託形態を取っているが、効率的な業務の実施を推進すべく、半期ごとに各業務の必要

人員を見直し、段階的に内製化を進めていきたいと考えている。また、助成金支払いに携わ

る債権管理課の管轄部門を審査部から財務部に移し、協会内の財務に関わる部分を一元化す

る。審査部は今後、助成金に関わる審査に特化した部署にしたいと考えており、審査管理課、

審査一課、審査二課で構成される予定。 

・指導監査部については、立入調査の内製化をさらに進め、監査の質の向上を目指していく。 

・関西支所については、昨年３月１日に開設し約１年が経過したが、人員をさらに10人増員し

たところ。特に関西圏での立入調査の内製化を推進したいと考えている。また、自治体との

情報共有、合同監査も推進していきたいと考えている。 

・人員計画について。令和４年４月１日現在、合計で職員数282人、正社員比率は20％の見込み

であり、昨年４月からの１年で４％ほど増加した。前回委員会時に報告した、昨年８月１日

時点での職員数269名からは、関西支所での10人増員が主であり、さほど大きな人員の変動は

ない。また、部門ごとの配置では、新設される子ども相談支援部への人員シフトにより人員

が減っている部署も見受けられるが、協会全体として数に変動はない。 

 

（審査業務） 

・完了報告審査について。本年１月より、各事業者の事務負担の大幅な軽減及び適正な業務運

営の推進等を目的とし、各種申請の手続方法を変更した。具体的には、手続きを一本化する

ため、年度途中に実施していた事業変更申請を廃止し、従前の継続申請に事業変更の項目を

追加した「事業計画申請」を新設した。これにより、年度開始前に、変更点を含む事業計画

の内容を審査することが可能となり、前年度分については、３月中に約4,000件を概ね完了す

る見込みであり、完了報告及び月次報告の審査業務負担も軽減されると考えている。また、
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令和３年度完了報告の早期確定に向け、業務遂行体制の強化、事務フローの見直しを継続的

に実施するほか、令和５年１月に予定されている新システムのリリースに向けた受入テスト

等、対応を強化していく。さらに、早期確定・審査の質の向上のため、指導監査部、子ども

相談支援部との連携を図っていく。 

・月次報告審査について。業務委託先や、指導監査部、子ども相談支援部との連携を強化し、

さらなる品質の向上及び効率化を目指していく。毎月の審査件数が多くなるため、日々尽力

しているところだが、審査マニュアルの改善にさらに取り組んでいく。 

・定員調整について。制度発足から６年が経過し、企業主導型保育施設の定員数が概ね11万人

に達することから、設置した施設における定員の増減ニーズを確認し、利用実績に合わせた

定員の調整を計画している。既に施設には状況調査を実施済みであり、具体的には、増員希

望が定員数として約2,800、減員希望は定員数として約1,300となっている。なお、令和４年

度の新規募集は行わない予定。 

 

（指導監査業務） 

・指導監査業務について。保育面を中心とした全般的な指導・監査等については、令和４年度

は4,500施設への立入調査を予定している。さらに、協会の内製化比率を76％から89％と引き

上げ、4,500施設のうち4,000施設を協会で実施する計画。実地での実施を原則とし、件数が

大幅に増加することから、関西支所の増員、開始時期の繰り上げ等を行っていく。 

・特別立入調査について。引き続き、必要に応じて随時抜き打ちにて実施する。なお、指導監

査課と協議の上、状況に合わせて午睡時抜き打ち調査、立入調査も併用して行う。さらに、

自治体との情報共有、合同調査についても必要に応じて検討していく。 

・午睡時抜き打ち調査について。令和３年度に事故報告や情報提供、通報があった施設、また、

立入調査において多くの指摘を受けた施設を優先し、機動的に約600施設に対し実施する予定。 

・専門的労務監査について。前回の委員会でお諮りした令和４年度の実施方針に変更はなく、

約15都道府県で500施設を対象として実施予定。 

・専門的財務監査について。前回の委員会でお諮りした令和４年度の実施方針に変更はなく、

500施設を対象とする。なお、令和４年度の専門的財務監査評価基準については、実際に監査

を担当している３監査法人の意見を踏まえ、全般的に、手続をより分かりやすく、誤解等を

与えないよう整理、修正を検討しているところであり、内容的に大きな変更はない。基準の

見直しについては財務監査研究会に一任いただきたい。 

 

（相談支援業務） 

・相談支援業務について。新設する子ども相談支援部で担当する業務であり、まずは、ポータ

ルサイト「よくある質問」の内容を大幅に拡充していく。さらに、充足率向上に向けた取組

を子ども相談支援部で検討し、事業者に対する取組状況のヒアリングや、自治体との連携に

係る好事例等の情報発信をしていく。 

・巡回指導について。施設選定の着眼点から、全施設の中から対象先約450施設を選定し、実施

する計画。また、巡回指導基準については、施設側が理解しやすいよう具体例を織り込むこ

とを検討しているところ。内容的に大きな変更はなく、こちらについても巡回指導会議に一
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任いただきたい。 

・施設事業者及び従事者に対する研修について。令和３年度の研修受講者の研修結果及び助成

決定施設数などを踏まえ、研修内容及び定員数の見直しを行う。 

 

（新システム開発） 

・新システム開発について。事業者に影響する申請・審査機能を優先的に開発し、令和５年１

月には稼動を開始する予定。優先度に応じて、監査計画機能、監査結果登録機能及び特別立

入機能に分けて、開発を進めていく。また、事業者に対する支援体制を構築し、システムの

テスト段階から協会内での新システム教育を徹底していく。プロジェクト工程に応じた着実

な対応を図っていく。 

 

（協会職員に対する研修） 

・協会職員に対する研修について。研修受講者に対しアンケートを実施し、その結果を踏まえ、

研修内容の充実を図っていく。 

 

【質疑応答】 

（石毛委員） 

・助成決定取消し・取りやめ後の助成金について。回収不能が確定したものについての処理が

一番の懸念事項である。回収不能が確定したことにより、協会の負担で国に返さなければな

らなくなったはずだが、その処理方針が「活動方針」に挙がっていないことが気になる。こ

れについてどのような方針で国と協議・交渉していく予定なのか、お聞かせいただきたい。 

（内閣府から回答） 

・本日は協会から未返還金の状況について報告をいただいた。繰り返しになるが、具体的な方

針については、企業主導型保育事業が安定的に継続することを前提としつつ、協会から事業

者に対する返還請求や事業者からの返還状況なども踏まえ、内閣府において、今後検討して

いく。必要に応じ、委員に議論いただきたい。 

（石毛委員） 

・了解した。極論、挙がっている15億円すべてが回収不能となり協会の負担で国に返さなけれ

ばならなくなった場合には、この事業自体が継続不能となり、説明いただいた活動方針もす

べて水の泡ということになりかねない。そういう意味では、未返還金の回収、回収不能助成

金の処理こそが一番大事な活動方針ではないかとさえ思われる。この点については、ぜひ協

会でもしっかり取り組んでいただく一方、内閣府はじめ、関係省庁には、本事業の安定的な

継続が可能なように、ぜひご配慮をいただきたい。 

（吉田座長） 

・本件については何分デリケートな問題である。しっかり内閣府でも検討していただき、また

協会とも十分に協議をしながら、よりよい方向を目指していただきたい。 

 

（高祖委員） 

・増員希望施設が223施設あるのは多いと思慮。増員を希望している施設自体は、現状、定員充
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足率をかなり満たしているという理解で良いのか。増員見込みや周辺の情報をしっかりと精

査した上で進めなければ、また大きく充足率が下がってしまうことにも繋がりかねない。そ

の辺りの問題に対する体制、指導があれば教えていただきたい。 

（協会から回答） 

・委員の理解どおり、充足率の高い施設からの増員希望である。妥当な増員かどうかの精査に

ついては、内閣府と協議し、どのような形で認めていくか、検討していきたい。 

（吉田座長） 

・関連して、定員増員は定員充足率等を当然勘案した上で認めるものと思慮。その中でも地域

枠については、市町村が待機児童解消の数字を挙げている等、保育需要の見込みを出してい

るため、基本的にその地域、市町村の保育の需給調整の計画内で進められていくことになる

と考える。そのため、自治体ともしっかり連携することが必要。地域での需要の見込みは、

市町村から５年単位で「子ども・子育て支援事業計画」が出ており、それも必要なデータと

なる。利用実績と増員希望だけでなく、地域の実態や見込み等が分かるデータを十分踏まえ

た上で、丁寧に定員の増減調整をお考えいただきたい。 

 

（馬場委員） 

・専門的財務監査について。基準について一任していただきたいという話があったが、この財

務監査の主眼は、助成金の適正な管理と使用の透明性にある。これは通常の会計監査や認可

保育所の指導監査ガイドラインの会計・経理の監査とも少し異なっており、これまでの経緯

から、助成金の適正な管理、使用の透明性を重視した監査をすることを主眼としているため、

監査基準の見直しにあたっても、その部分のレベルは落とさないように進めていただきたい。

助成金の目的外使用がないことを監査で確かめることを重視し、そのために必要な監査手続

を検討してプログラムに落とし込むように進めていただきたい。 

（協会から回答） 

・十分に承知している。それを踏まえて改正を行っていきたいと考えている。 

（馬場委員） 

・私が懸念しているのは、大手の株式会社の財務を扱う人、あるいは監査法人の通常の会計監

査をしている人は、お金に色はないという思考があり、お金に色がない以上、目的外使用が

ないことを確かめるには限界があると考えがちで、区分管理の意識も低くなりがちなことで

ある。しかし、助成金の報告というのはお金を他と区分して管理することを求められるもの

であり、そこにギャップが発生してしまう。監査人が監査慣れによって、当初の監査目的を

見失わないように、そこは財務監査基準でも改めて明確にして手当てをしていただきたい。

この点は、強調してお願いしたいところ。 

（協会から回答） 

・承知している。その方向で進めていきたいと考えている。復命会等を適宜開催し、指導監査

部だけでなく、３監査法人、山上先生、審査部も参加し協会を挙げて問題点を共有している。

今後も継続しながら進めていきたいと考えている。 

 

（吉井委員） 
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・来年度の方針に向けて一言申し上げておきたい。現在、東京都の企業主導型保育施設は、326

施設ある。そのうち認可外保育施設の指導監督基準を満たす証明書を交付されているところ

は、それ以外の認可外保育施設と比べて相対的に割合が高いが、現場からは、保育の中身、

内容については、ほかの認可外の施設と然程変わらないとの声をよく聞く。企業主導型保育

施設の特色は、国の手厚い支援を受けているところ。これからは保育の中身においてもほか

の認可外保育施設より明らかに優れたものを打ち出していくべきではないか。そういう意味

で、巡回指導や新設される子ども相談支援部には期待をしており、より積極的に保育の良い

部分を伸ばしていただきたい。これまでの話を聞くと、立入調査や審査、監査等のネガティ

ブチェック的な要素が多く、マイナス部分をなくしていくことが主眼のように感じられる。

もっと各施設の特色化を図っていき、魅力ある保育施設をより多く作っていただきたい。 

（吉田座長） 

・関連して、企業主導型保育施設においても医療的ケア児の預かりを相当熱心にやっている施

設があると聞いている。そのような特徴あるいは特性についても、少しピックアップをして

いただき、情報発信あるいは好事例につなげてもらうとなお良いと考える。 

 

【活動方針評価】 

（吉田座長） 

・令和３年度の実施状況及び令和４年度の活動方針について、いただいた意見と要望について

は、真摯に協会で対応いただき、来年度の本委員会で改めて令和４年度の実施状況あるいは

反映状況について報告いただきたい。そのことを含め、令和４年度の活動方針について了解

いただくことでよいか。 

 

【各委員に諮り、了承】 

 

４．閉会 

 


