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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２回） 

日 時：令和元年 12月 16 日（月）13:00～15:32 

場 所：中央合同庁舎４号館２階共用第３特別会議室 

出 席 者：（委員会委員） 

      石毛 和夫委員、金髙 隆一委員、忽那 ゆみ代委員、高祖 常子委員、 

      多田 博史委員、馬場 充委員、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、 

児玉 泰明子ども・子育て本部企画官 

（公益財団法人児童育成協会） 

渡利 賢司企業主導型保育事業本部本部長、早川 恵庸同本部指導監査部長、 

井川 健司同本部両立支援事業部部長代行、村井 真人同本部両立支援事業部審査課長、 

徳本 多佳子同本部両立支援事業部相談室、 

戸田 漫財務部長、小林 学総務部総務課長 

配 布 資 料：次第 

資料 1 応募団体の基本要件の該当性の確認結果 

資料 2 応募団体（Ｂ法人）からの追加提出資料※ 

資料 3 確認事項及び追加提出事項 

資料 4 応募団体（Ａ法人）からの追加提出資料※ 

 

参考 1 企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について 

参考 2 企業主導型保育事業費補助金(間接補助金)に係る補助事業者(実施機関) 

の公募について（公募要項） 

参考 3 企業主導型保育事業費補助金に係る補助事業者（実施機関）の公募に関す 

るＦＡＱ 

参考 4 企業主導型保育助成事業実施機関選定要領 

参考 5 企業主導型保育事業点検・評価委員会（第１回）議事概要 

 

※第２回委員会においては、応募団体名を明らかにしておらず、Ａ法人が公益財団法人児童育成協

会であり、Ｂ法人が株式会社学栄であることは、第３回委員会において報告された。 
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（委員会内容） 

１．開会 

 

２．応募団体からのヒアリングについて 

（１）応募団体の基本要件の該当性の確認 

事務局より、資料 1、2に基づき、応募団体の基本要件の該当性の確認を行った結果につい

て説明。 

○Ｂ法人については、基本要件イ、ウ、オを満たしていないことが確認された。 

・ 基本要件「イ 応募団体に、代表権を持つ者が２人以上いること」について、当初

提出のあった役員名簿、定款からは確認できなかったため、事務局からＢ法人に対して、

説明資料の提出を求め、Ｂ法人から、代表取締役は１名であるが、当該代表取締役が事

故等あるときは、当該代表取締役にかわる取締役の順序を定めていることから、代表権

を持つ者が２人いることと同等であるとの説明資料（資料 2の 1枚目）が提出された。 

しかし、説明資料を考慮しても、代表権を持つ者が２人以上いることと同等であると

評価するのは困難であり、危機管理の観点から、代表権を持つ者を２人以上求めるイの

要件を満たしているとは認められない。 

・ 基本要件「ウ 応募団体の直近の年度の帳簿や資金運用について公認会計士や会計

監査法人から監査を受けていること」について、当初提出のあった決算報告書における、

税理士による「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストについて、

事務局からＢ法人に対して、説明資料の提出を求め、Ｂ法人から、Ｂ法人は中小企業の

分類に該当し、「中小企業の会計に関する指針」のとおり、公認会計士等の監査の受審

の必要がない企業であるとの説明資料（資料 2の 2枚目）が提出された。 

しかし、義務はなくとも任意で公認会計士等の会計監査を受けることも可能であるこ

とから、助成事業を円滑に遂行するための健全な財政基盤を証するための会計監査を求

めるウの要件を満たしているとは認められない。 

・ 基本要件「オ 応募団体又は応募団体の関連機関が、企業主導型保育事業又は企業

主導型保育施設に対するコンサルティング業務を平成 28 年４月以降実施していないこ

と」についてで、当初提出のあった法人の概況書や第 23 期（平成 31 年４月末）決算事

業実績報告書から、企業主導型保育事業を実施していることが確認された点について、

Ｂ法人から弾力的な解釈を行い実施機関となる機会を広く与えていただきたいとの説

明資料（資料 2の 2枚目）が提出されたが、利益相反を防ぐ観点から企業主導型保育事

業を実施等していないことを求めるオの要件を満たしているとは認められない。 

○Ａ法人については、 

・ 提出書類から、基本要件全てを満たしていることが確認された。 

 

事務局の説明について委員から意見があった。 

 ・ 基本要件イについて、要件充足と同等かどうかを問題とするまでもなく、明文では

っきりと決められた要件に該当していない以上、要件を満たしているとは認められない
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という説明の方が適切である。（石毛委員） 

 ・ 基本要件ウについて、税理士法人によるチェックリストの確認と公認会計士等によ

る会計監査の証明では、財務状態の信頼性確保の点で大きく差がある。公認会計士の監

査証明がないことから、応募要件に該当しないとの内閣府の判断は適切である。（馬場

委員） 

 

    上記の委員の意見等を踏まえ、座長から、Ｂ法人については、基本要件３つを満たしてい

ないことから、選定要領の定めに従って、当委員会における審査を行うことなく、実施機関

候補としては選定しないとの取扱いについて委員に諮り、了承。 

 

 

（２）応募団体からのヒアリング 

   Ａ法人入室後、Ａ法人より、提出資料、確認事項及び追加提出事項について説明。 

 （説明内容） 

① 応募団体提出資料のうち、事業実施計画書（P.79～140）について 

・ （P.88）労務監査自体が保育の質に関係あるのかどうかという質問については、そこで働

く職員のマネジメント、組織としての対応も、そこで働く保育現場の環境は重要だと考えて

おり、保育の質という中においては審査、監査、研修以外にも労務の部分も必要ではないか

と考え記載している。 

・ （P.89、90）事業を実施するに当たっては、リスク管理は丁寧に、ある程度重点的に行う

必要があると考えている。ランクづけをどうするのかという質問については、財務的なとこ

ろはある程度ランクづけができると考えているが、保育の質、会計、労務部分については、

実際どう決めていくのかは専門家の意見を聞きながら内閣府と相談していきたい。 

・ （P.92）整備費の助成申請について、雇用する一級建築士に設計の図面などを確認しても

らい、地域ブロックの事務所で現地確認をしてもらうことを考えている。 

・ （P.93）運営費の助成申請について、今後５年間という期間の中では、役割分担等は変わ

ってくるものだと考えており、本部で行う業務もいずれは地域ブロックに移していくことが、

より適切な運営につながるのではないかと考えている。 

・ （P.95）指導・監査のマニュアル作成について、実施機関が案を作り、内閣府と協議する。

適切な運営につながるものを作成したい。 

・ （P.95）指導・監査における自治体との連携は、自治体の担当者との連絡調整等の窓口を

設け、自治体とはできるだけ近い関係を持ちながら実施したいと考えている。 

・ （P.96）労務監査、財務監査、保育の質の監査と分かれているが、これらの内容について

は専門家的な方々に見ていただくのも重要だと考えている。保育の監査については保育所の

園長経験者など、保育の指導をできる資質を持たれている方を採用しながら対応していくこ

とを考えている。 

・ （P.96）法人全体の体制の監査はどうかという質問については、場合によっては業務管理

体制の監査もこれに追加することもあるかもしれない。今後調整する必要があれば積極的に
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対応したい。 

・ （P.97）自治体との連携は重要であり、できるだけ連携していきたい。また、自治体のみ

ならず、行政機関にとらわれずその他機関との窓口等とも積極的にかかわりたい。 

・ （P.99）内閣府と協議しつつ広報・啓発を行いたい。 

・ （P.101～104）相談対応については、多数寄せられる一般的な質問は FAQ で対応する。電

話対応のコールセンター機能は、申請者との意思の疎通を図るためには重要であると考えて

いる。あとは説明会なども活用したいと考えている。 

  実際にどのように対応するかについては、地域ブロック事務所が窓口になりながら、その

内容については軽微なものと重大なものを分ける必要があると考えている。本部でどこがや

るのが一番適切なのかを考えながら行う。重大なものへの対応として、地域ブロックでは立

入調査、巡回指導、特別立入、午睡調査を行うことにしているが、午睡調査はお子さんが亡

くなる原因として、睡眠中の事故が一番多いということがあるので、実際に適切な対応がさ

れているかどうか抜き打ちで調査を行う。 

  保育の質は保育に従事する方々の資質が重要だと考えているので、それを高めるための研

修、巡回指導による指導、実際に同じような事業を行っている関係者同士の交流の場を作っ

て、お互いにその質を高め合うことが必要ではないかと考えている。 

  Ｅラーニングは、小規模な企業主導型保育所だと職員の数も限られ、研修にも参加しづら

い場合があるので、Ｅラーニングも積極的に活用することが必要であると考えている。 

  事業者へ向けての相談体制については、助成決定から開所するまで、その後についてもフ

ォローアップしていくのが適切であると考えている。 

・ （P.105）企業とのマッチングについて、定員と現員の乖離がある等を踏まえ、情報をいろ

いろと提供して、できるだけさまざまな企業とのマッチング等を行っていきたい。 

・ （P.106）整備助成申請の審査に当たって、まずは事業を行うための財源や法人の適正につ

いて一次審査で確認する必要があり、その際、公認会計士や税理士に財務データの確認を行

っていただくことが必要ではないかと考えている。このほか、反社会的勢力の関係の確認も

行う。 

・ （P.106）本審査においては、まずは地域ブロックの審査会で第三者的な方々がランクづけ、

優先順位づけを行い、それを本部でまとめて最終的な採択を行うことが、より適切な審査に

つながるのではないかと考えている。 

・ （P.108）本部の機能と地域ブロックの役割を分けて審査に当たりたい。 

・ （P.109）審査をなるべく早く行うのも意味があるが、経理面等、確認事項は十分に行う必

要があると考えている。 

令和２年度の新規施設募集のスケジュールについて、令和元年度に新しい実施要綱、助成

要綱が発表されれば、それに基づく募集要項の実際の中身を詰めていくことになるので、あ

る程度の周知期間をおいて、募集受付を行う期間も必要になる。反社会的勢力のチェックや

個別の事業者からのヒアリングにも時間が必要になる。それらを踏まえた審査会の時間も十

分に確保する必要があると考えており、実際の助成決定は令和３年の１月ごろになると考え

ている。 
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・ （P.111）監査には事前の準備、その後のフォロー等もあり、それなりの時間が当然必要で

ある。 

・ （P.113、114）財務監査システムについて、ソフトを活用しながら財務監査等、あとは実

際の財務監査に特化した会計士の監査等を考えている。大企業から中小企業と一律にやると

いうよりは、企業のレベルに応じた監査も検討する必要があると考えている。労務監査も同

様である。 

・ （P.119）実施者と従業員に対する研修について、有識者の御意見も踏まえる必要があり、

そのためには利用者・従業員の満足度調査等々、資料をいろいろ研究しながら、提言をいた

だきながら、研修の中身を考えていく必要があると考えている。E-learning についても考え

ている。 

・ （P.128）情報公開は大変重要であり、内閣府からの指示を受けながら四半期ごとの情報の

開示を適切に実施したい。 

  情報の共有化も重要であり、外部に対する監査・指導に関係するものなどを委託する場合

には、情報の共有化が必要になる、同時に情報セキュリティー対策も必要である。 

・ （P.131、132）業務改善は随時必要である。見直しは適宜行っていきたい。 

・ （P.133）組織について、企画部門として PDCA サイクルを回していく。危機管理、分析等

も当然必要になってくる。巨額の公費をお預かりする立場からすると内部監査も当然重要に

なってくる、それには独立行政法人で求められているレベルのものは必要ではないかという

ことで、独立行政法人に見習う部分は見習いながら、それらの体制も作っていきたいと考え

ている。 

・ （P.134）データが集約されずに内閣府になかなかデータが提出できていないことから、デ

ータベースは直接施設のほうで入力するシステムを考えており、事務の省力化とあわせて適

切な運営、そのための関係書類の省略化等々も重要だと考えている。システムを新しく作り

かえて今までのデータをうまく活用しながらやっていくことが必要だと考えている。 

 

② 資料４「応募団体（Ａ法人）からの追加提出資料」について 

《全般》 

・ 人員確保に向けたスケジュールについては、別紙１のとおり協会だけでの採用はほぼ不可

能と考えている。職員の採用について、人材コンサルタントにアウトソーシングすることや、

色々な紹介サービスの活用、就職氷河期の方々の採用など、様々な採用のチャンネルを使い

幅広く採用しながら適任者を採用することが必要であると考えている。できるだけ派遣職員

を少なくし、直接雇用とし、期間を区切った契約職員を採用することを考えている。 

・ この事業をマネジメントするためには、職員だけでなく、理事の中から担当理事を責任者

として確保する必要があると考えている。 

・ ＰＤＣＡサイクルのためには、企画部門が重要な位置づけになる。経験のある方、能力の

高い方を求めていきたい。 

・ 地方事務所の所長については、行政や地方自治体の方々と連携を深く強く求めていくこと

になるので、マネジメント能力、対外的な交渉能力、それらを有している方が必要だと考え
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ている。 

・ 地方でばらばらになることのないよう、職員に対する研修は本部で一括とし、その体制を

組んでいきたい。 

・ 職員採用スケジュール、事務所の開設時期等は別紙１に記載している。実際にそのスケジ

ュールで行くのは厳しいものがあるが、全力で対応することが必要であると考えている。東

京、大阪、福岡を最初に事務所開設に向けた対応をしながらも、他のブロックでも採用して

いく必要がある。 

 

《①法人の経理状況について》 

・ 法人の資産運用は他会計と分けている。別紙２「資産の管理・運用基準」で規定しており、

これに基づき運営している。 

・ 貸借対照表の賞与の引当金が計上されていないという指摘については、別紙３のとおり、

流動負債の中に加えて計上している。単年度事業で、翌年度が必ずできるものではないとい

う整理の中では単年度の計上となり、賞与の引き上げる部分の科目には載せていないという

整理をしている。 

・ 貸借対照表の流動資産の部分、多額の資産についての信用調査、リスクの軽減を図るため

には重要であって、安全性が適切に確保されているのかという質問については、資産につい

てはみずほ銀行の普通預金で保管するのが今のところ一番安全であると考えている。 

 

《④事業の継続性について》 

・ 事業の継続性のランク付けの方法の確認については、現時点で保育、会計、労務監査の部

分のランク付けの方法で具体的に決めたものはないので、内閣府と協議しながら考えていき

たい。例えば、職員の配置基準や、事故がないかどうか等も判断基準になりうると考えてい

る。 

・ 事業者間において常に顔の見える関係を構築することについては、休止、急な廃止などが

あるので、保育の質の確保のため必要であると考えている。 

ネットワーク会議の開催スケジュールについては、施設長の方々に施設長会議のほかにも

この事業の趣旨等を説明し、お互いに情報交換するネットワークを作るために、毎月半日程

度の会議を設けてはどうかと考えている。事業者の方々に対する認識を深めていただくには、

制度の説明、財務、労務など、認可保育所に求められているものも当然この企業主導型には

求められていると考えているので、それらの認識を深めるため、情報発信の意味で設けては

どうかと考えている。 

 

《⑦助成事務について》 

・ 財務適格性審査は、新規だけではなく既存の施設に対しても行う必要があると考えている。

財務適格性について確認する財務分析のシート（別紙５）で、システムを使って分析すると、

ある程度将来見通しも含めた分析ができると考えている。加えて公認会計士に確認してもら

うことでも、適格性の確認を行いたい。 
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・ 運営費の助成事務、新規に係る審査、現地確認は１件当たりどれくらいの時間が必要なの

かについては、月次報告については遅れることがないように、人員を配置する必要があると

考えている。１日当たり８件程度できると考えている。 

整備費では、図面の審査に特化すると１日当たり６件程度と考えている。 

現地調査では、１日１件、場所により１日２件になることもあるが、平均すれば１日１件

と考えている。 

・ 審査事務の新システムの概要（別紙６）については、申請者から直接ある程度データを入

力できるシステムを構築しながら、それを運用することによってデータの管理を迅速に、間

違いがないよう、不正がないよう一括管理していくことを考えている。 

・ 「整備費助成決定時期が令和２年度１月以降とされているが、これでは翌年度の再審査、

再助成決定が必要となり、事業者への助成金支払いの遅れの問題が解決されないことになる

が、その点をどう考えるのか。」については、現在でも整備費には、単年度で終わるもの、２

カ年に及ぶものもあり、年度を区切った形の確定作業は必要である。 

・ 助成決定スケジュールに無理があるのではないかという指摘については、整備費は多額の

公費が支出されることから、募集の要件、実施要綱の中身を公表しながら、それに本当に合

致しているのかを十分に時間を持って審査していくことが必要であることから、助成決定が

来年１月以降になっているところである。子育て安心プランを十分認識をしながらも、現実

的な対応ということを考えている。 

・ 整備費の採択案件決定以降の事務フローについては、別紙７にまとめている。助成決定さ

れた後、実際に設置事業者からの申請に基づきながら、審査を踏まえた支払い申請等々の処

理を行うことを考えている。 

・ 運営費の支払いが遅いとの指摘については、月次報告により、実際に施設が支出する人件

費等が含まれている部分については遅滞なく支払う必要があると考えている。 

・ 新規の整備費・運営費の審査遅滞については、事業者から適切な資料が出て来ないという

部分がある。 

・ 内閣府への事業実績報告が大幅に遅延していることについては、現在の実施要綱に基づく

スケジュールでは難しい。新実施要綱は内閣府で検討していると思うが、３月末の支出で１

回締め切り、概算で払ったもの、精算のものを翌年度に支払うことができれば、事業実績報

告を早目に提出することが可能ではないかと考えている。 

 

《⑧指導・監査業務について》 

・ 保育の質の確保という部分に重きを置きながらも、労務、財務の部分についてはある程度

分類しながらやっていく必要があると考えている。労務監査については、中小企業に特化す

れば、４年間で全部回れると考えている。 

・ 財務監査については格付をしながら、全然問題がない施設については、リスク等に応じた

監査の日程で実施する必要があると考えている。 

・ 財務監査についての重点項目は何を想定しているのかについては、主眼としては事業の継

続性に重点を置く必要があると考えている。過去３年間の財務諸表のデータをもとにしなが
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ら、キャッシュフローの分析、安全性分析、収益率の分析を行い、虚偽の内容がないか等を

確認することが、財務についての監査の主眼ではないかと考えている。 

・ １事業所当たりの監査工数については、財務と労務については切り離しながらも、土日も

当然あり、１週間を１つの期間で考えていく必要があると考えている。移動の時間、事前の

準備、立入調査の後、場所を変えて午睡の調査をする、また移動、その後、復命のための関

係書類の作成等々がある。 

労務監査については、４年間で１回は実施する。 

財務監査については、ランクづけにより、Ａランクについてはサンプル監査、Ｂランクで

考えている部分については受託期間の４年間の中で１回は実施する、Ｃランクについては、

それなりの頻度で行く必要があると考えている。 

 

《⑫地方自治体との連携について》 

・ 助成決定情報のみならず、新規助成申請情報の共有も必要との指摘については、自治体と

の連携は重要なので、必要に応じて内閣府と協議しながら対応していきたい。 

・ 合同調査の実施、スケジュールの共有、実際に監査を行う場所については、自治体によっ

て様々なので、情報収集を行いながら、個々の自治体と相談しながら決めていきたい。通常

の立入調査であれば２～３カ月前にはある程度情報を地方自治体と共有しながら実施する必

要があると考えている。また、緊急の場合には当然、合同調査も至急実施する。 

 

《⑬補助金の返還に関する債権管理について、⑲助成事務に関する訴訟等対応業務について》 

・「弁護士ネットワーク」の弁護士については、別紙８に弁護士の方々の名前、修習期等々をま

とめている。ただ、助成金の不正の支給案件、返還請求の取り扱いの有無等々については、

個々の先生方に確認する時間がなかった。一番上の弁護士は統括の弁護士ということであり、

統括の弁護士が実際に対応した不正案件、返還請求の事案の報告が別紙９である。 

・助成金の返還への対応としては、助成決定の取消しや通知等を、スケジュール感を持って遅

滞なくやっていきたい。 

《⑭施設運営に係る評価業務について》 

・「利用者・従業者の満足度調査」は、内閣府が過去実施した調査結果を記載しているだけであ

るが、利用者・従業員の満足度は大変重要なものであると認識している。実施機関に決まれ

ば、よりわかりやすい、より答えやすいアンケート等も検討する必要があると考えている。 

 

《⑮内閣府への報告業務について》 

・企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告でも様々な提案があり、報告で提

案されている情報については、集計して四半期ごとの報告等を行う必要があると考えている。 

 

《⑯情報公開業務について》 

・新しいシステムを構築し、できるだけ迅速に情報を求められたものについては対応できるよ

うにしていきたい。 



9 

指導・監査において、重大な指摘等があれば随時公開すべきではないかという指摘につい

ては、児童、保護者、従業員の方々、自治体との調整等もあるので、それらを十分踏まえな

がら、内閣府と協議しながら進めていく必要があると考えている。 

 

《⑱助成事務に関する会計業務について》 

・別紙３の貸借対照表において、公益目的事業の資産状況を示している。また、企業主導型保

育事業は会計区分を分けている。 

 

③ 資料３「確認事項及び追加提出事項」のうち、ヒアリングにおいて、応募団体に確認する

事項 

 

《③保育の質の確保・向上について》 

・保育の質の確保の具体的な内容、組織マネジメント等、全般的な内容、労務のカテゴリーに

とどまらずに幅広くやっていく必要があると考えている。保育の質の確保については、私自身

も東京都第三者評価の評価委員になって、質、組織のマネジメントも大変重要だという認識が

あるので、本事業を当法人が受託させていただけるのであれば、その辺の機能も私自身もそこ

で学んできた部分を活用できればと考えている。 

 

《④事業の継続性について》 

・事業の継続性については、先ほど説明したとおり、ランクづけは今でもできるもの、これか

ら決めていくものがある。 

・反社会勢力のチェックは、先ほどのフローのとおり行う。調査機関に委託して行うことにし

ている。 

 

《⑦事業実施者への助成事務について》 

・建築士が実際に見る部分と現場確認は、並行しながら行う必要があると考えている。必ずし

も現場に建築士が行かなければならない案件があるわけではないので、建築士が図面で確認

し、確認してほしい部分があれば、別の者が現場に行って確認するというような役割分担を

持ちながら、申請の内容を確認していく必要があると考えている。 

・不正防止に対するヒアリングの実施については、提出資料等を審査する中で、申請者に確認

する必要がある部分がある。採択の審査に当たって、ヒアリングの結果を地方の審査会でも確

認するので、それらを踏まえた審査をしていきたい。 

 

《⑧事業実施者に対する指導・監査業務について》 

・監査の基準やマニュアル誰が作成するのかについては、監査の基準については内閣府から御

提案いただくものだと考えているが、労務であれ、財務であれ、社会保険労務士、公認会計士

と相談しながら、それらの策定に当たっての提案は十分にしていきたい。 

・認可保育所との監査基準等の整合性については、認可保育所の監査基準との整合性も当然図
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る必要があるが、認可外保育施設としての指導監督基準もあるので、それらを合わせた指導・

監査基準を提案していきたい。 

・午睡調査は定期の立入調査の前後に実施するのかについては、抜き打ち調査なので、必ずし

も立入調査と一緒に行くものではないと考えている。午睡時は一番お子さんが亡くなられる、

不幸な事故が起きていることから、実際の各施設の実態がどうなっているのかは抜き打ちが一

番わかるのではないかと考え、抜き打ちで行うことにしている。 

 

《㉒事務費所要額について》 

・別紙８に記載している。労務監査については４年間の中で実施していくが、１施設当たりの

謝金、または事務所の管理費もあるので、それらを含めたものになる。それらの事務所の準

備には、複数の職員で行くことになるので、現在だと、積算の中では１カ所当たり 24 万くら

いの所要額が必要ではないかと考えている。 

財務監査については、まずは財務分析システムを活用することになるが、リース料が 78

万円かかる。さらに財務監査には、複数の職員が行くことになるので、旅費等も含めれば１

カ所で 22万円を想定している。大企業については、必ずしも全部行く必要はなく、中小企業、

小規模事業所等は、それなりに行く回数等も考える必要がある。 

 

 （質疑応答） 

① 法人の経理状況について 

・ 直近３年間の財務諸表において、税引き後の利益が下落傾向にあるが、前年度にかけて赤

字幅が広がってきている要因は何か。（馬場委員） 

【Ａ法人から回答】棚卸資産の組換えがあり、棚卸資産が 7000 万程度減額している影響が大き

い。 

・ 令和元年度以降は棚卸資産の組換えの影響は出てこないか。 

【Ａ法人から回答】最終仕入原価法で棚卸資産を評価しているが、毎年棚卸資産は見直してお

り、仕入原価によって毎年大幅な変動がある。 

 

・ 未収金の中に、助成金の不正受給に係る返還請求金等は含まれていないのか。（馬場委員） 

【Ａ法人から回答】含まれていない。 

 

・ 平成 29年度決算報告書正味財産増減計算書内訳表を見ると、企業主導型保育事業の雑収益

が 8億 2,000 万円と多額に計上されているが、内容は。（馬場委員） 

【Ａ法人から回答】消費税の仕入控除の返還と補助金の一部返還がある。 

 

・ 財務諸表に対する注記を見ると、有価証券は満期保有目的債券として認識されていると解

されるが、キャッシュフロー計算書を見ると有価証券売買を毎年行っている。どういうこと

か。（馬場委員） 

  【Ａ法人から回答】償還に伴う入換えである。 
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② 業務の実施方法等について 

（ア）事業の実施計画書について 

《事業実施者又は利用者からの相談等に対する対応について》 

・ 地域ブロック支所の設置により、相当いろいろな対応ができる可能性があるが、これまで

の実施機関については、電話がつながらない、研修の申込も満員で断られたなどの指摘があ

ちこちであったと聞いてきたことを踏まえると、地域ブロック支所のスタッフの質と量がき

ちんとしない限り、相談体制は、数的にはともかくとして、電話につながるが誰も答えられ

ないということになりかねない。（吉田座長） 

 

《助成業務について》 

・ 新規の施設募集において、第１次審査で申請条件を満たさないものは不採択で良いと考え

るが、福祉系の法人など不慣れな事業者がいて、必要書類の不足やデータ入力ミスがあった

場合、それだけで不採択とするのか。（高祖委員） 

【Ａ法人から回答】例えば、社会保険料の納付記録など関係書類は最低限のものであり、揃っ

ていない場合、致命的なところがあり、我々としては十分周知するつもりであるが、周知の

上で提出がないというのは、採択するのは難しいのではないか。募集に当たっての周知や、

審査会の話でもあるが、書類が欠けている等の場合の取扱いについて、内閣府と相談し、要

件を検討していく。 

 

・ 新規の施設募集において、経験のある事業者が応募してきた場合はともかくとして、保育

分野に全く見識のない事業者が応募してきた場合、保育の質が確保されるについては、どの

ような書類で見極めるのか。（忽那委員） 

【Ａ法人から回答】整備費の申請の際に提出される書類からは、職員配置基準、保育士比率な

どは提出書類どおりになるか断言できず、保育室の面積等建物の構造的なものや設置場所・

階層などの保育環境を審査することになる。申請者に対するヒアリングの際に、保育指針に

基づく保育ができるかなど保育の質の意識をどこまで持った事業者なのか確認する必要があ

ると考えている。 

・ 企業主導型保育施設は、人格形成の基礎の時代である０歳児から２歳児の利用が多く、保

育の質の確保は非常に重要。認可保育所、事業所内保育所で求められる保育の質の確保は当

然求めることとなると思うが、申請者にはその点の書類提出を求め、事故のないように、子

ども達にとって良い保育ができるようにしていただきたい。（忽那委員） 

  【Ａ法人から回答】審査の段階でどこまで求めて確認できるか難しい面もあるが、保育の質に

関する確認は当然するつもりである。企業主導型保育施設は認可保育施設並みに助成をして

いるので、保育の質の面で劣ってほしくないという気持ちであり、新規申請を審査する審査

会にはできれば自治体の方にも入っていただいて、認可保育所の新設審査の中身との比較を

したい。 

・ 提案では、構造の質しか審査項目がなく、保育の質を問う項目はほとんどない。実際には、
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認可保育所、小規模保育所、認証保育所等の認可を要する施設について、指導計画、デイリ

ープログラム、安全衛生面、非常災害時のマニュアル、個人情報保護、その他さまざまな関

係書類、年間研修計画あるいは職員のシフト表などである程度書類上も実施運営の質、保育

の質、保育の中身にかかわるチェックが審査段階でできると判断しており、審査段階で構造

の質しか問わないのはかなり問題があるので、相当改善いただかねばならない。（吉田座長） 

 

・ 保育事業者設置型について「５年以上の保育事業の実績を求める」とあるが、実績をどの

ように見るのか。（的場委員） 

【Ａ法人から回答】内閣府から示されている実施要綱の改正後のイメージの中身を精査しなが

ら、内閣府の考えを確認する必要があり、我々だけで決めることはできない。 

 

・ 不正受給の防止の観点からは、保育事業に対する取組姿勢や法人のコンプライアンス体制

やガバナンスが確保されている法人ほど不正が働きにくい土壌にあることから、ランク付け

に当たってはこの点が十分に考慮されなければならないのではないか。申請者、関係者等に

対するヒアリングを申請者の採択のランクづけにどのように反映するのか。（馬場委員） 

【Ａ法人から回答】財務面以外についても、採択のランク付けの議論をする必要があると考え

ている。ヒアリングの中身は、具体的に申し上げられるものはないが、不正に結びつかない

ような内容を考えている。不正案件を検証しながら、どのように採択のランク付けを行うか

を議論していく。内閣府や第三者的な立場である審査会、委員からの御意見を反映していき

たい。 

 

・ 「地域ブロック審査会」について、「1件当たりの審査時間が 5分から 10 分で、採択の決定

には携わらないがランク付けを行い、本部で採否を決める」との提案であるが、採択するか

しないかわからないのになぜランク付けを先に行うのか。採択しないものにランク付けする

意味はなく、そのような意味のないプロセスを入れても助成事務が滞るだけではないか。助

成決定のスケジュールが遅いのではないかとも指摘されている中、高度の合理性がなければ

審査のプロセスを増やすべきではない。ランク付けは、地域ブロック審査会の審査に横串を

通す目的なのかもしれないが、もしそうであれば、それは本部審査会で行うのが論理的。地

域ブロック審査会を審査プロセスの中に入れなければならないほどの合理性はあるのか。（石

毛委員） 

【Ａ法人から回答】地域ブロックで審査会を開催する目的は、新規申請について、地方自治体

の関係者や地元の経済団体等の意見を聞くため。その地域でのどの程度優先採択すべき申請

なのか、また、実際にヒアリングを行うのは地域ブロック支所を想定していることから、ど

の程度のランク付けを地域ブロック支所でするのか統一的な基準を本部で定めた上、地域ブ

ロック支所の審査会で確認してもらい、ランク付けを行ってもらうのに意味があると考えて

いる。新規申請がその地域でどの程度の優先順位を持っているのか、地域ニーズに合致して

いるのか、地域で確認してもらうことが必要と考えている。 

・ 地域ブロック審査会の目的が、「新規申請がその地域でどの程度の優先順位を持っているの
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か」や、「地域ニーズに合致しているのか」を審査することにあるのであれば、今度は、例え

ば「１件当たり 5 分から 10 分」で十分な審査が行えるのかという点や、「地域ブロック審査

会ではランク付けだけをする」というのが目的に照らして整合的なのかという点などが問題

になる。ご説明いただいた目的で、審査会を二段設けるというのであれば、その目的に即し

た形で審査のあり方を検討いただきたい。（石毛委員） 

【Ａ法人から回答】真摯に受けとめ、要望として対応していきたい。 

 

《指導・監査業務について》 

・ 財務以外の労務、保育についてランク付けをしないのか。（金髙委員） 

【Ａ法人から回答】現在考えられるのは財務の部分だが、その他の分野も追って考える必要が

ある。内閣府と相談しながらやっていきたい。 

・ 労務、保育の監査について、地域ブロックでそれぞれ監査した場合にばらつきが出ないよ

うにするために何か基準を設ける予定はあるのか。（金髙委員） 

【Ａ法人から回答】本部で統一的なランク付けの基準を設けて、それを各ブロック支所に周知

しながらやっていく。 

 

・ 保育、財務、労務の監査について、施設に別々に行ってそれぞれの分野を監査するのか、

それとも一緒にまとまって行って監査するのか。また、評価の際には横串を刺して一保育所

として評価しなければならないが、どのように行うのか。（金髙委員） 

【Ａ法人から回答】財務と労務の監査は委託し、財務の部分は公認会計士、労務の場合は社会

保険労務士の方々に委託して監査に行に行ってもらい、専門的な目で監査してもらうことを

考えている。当法人では、保育認定などの関係書類があるかの確認などを含むそのほかの保

育の質を確認することになる。委託できるものは委託した上で、それぞれの情報は共有し、

共有した情報を今度は地方自治体にも提供しながら連携を図っていく。当然、横串を一本入

れないと、バランスが取れないので情報の共有は行う。 

・ 運営費を継続して助成するかの判断は、保育の監査結果と委託して専門家が行う財務、労

務監査結果を集約して、トータルで評価する必要があるが、誰が行うのか。（金髙委員） 

【Ａ法人から回答】本部にも公認会計士、社会保険労務士に入ってもらいながら、本部で集約

して統一化を図るとともに、フォローも本部でしていく。 

・ 保育・労務・財務という３つのステージで、それぞれ２人ペアで行うとの提案があり、認

可施設への指導・監査以上に重層的と言えるが、膨大な人員と時間、手間が必要となる。実

際に人員を確保できるのか若干疑問がある。（吉田座長） 

 

・ 応募団体から、財務分析に基づき、財務状況を中心に監査するとの説明があったが、本事

業は補助事業であり、助成金が目的どおりに使われているかという視点での監査が必要であ

る。助成を受けた法人の支出について、契約の透明性が確保されているか、目的通りに執行

されているか、支出についてエビデンスとの照合ができるか、支出の透明性が図られている

かを視点とした監査を行うべきであるが、財務監査の重点項目はどのように考えているか。
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（馬場委員） 

【Ａ法人から回答】補助金を使った事業であり、透明性の確保が第一。監査に当たっては、財

務諸表に加え、経営者のスタンスも見ていく中で、御指摘の点も全部見ていくことを考えて

いる。 

・ 申請時だけでなく監査の過程においても、法人経営者の姿勢、ガバナンス、コンプライア

ンスについて見ていただきたい。要望であるが、特に小規模法人の場合、経営者の身内と利

益相反取引をしてもガバナンスが働かない、法人内部のモニタリングが働かないリスクが高

く、その点を監査において見るという姿勢を是非打ち出していただきたい。（馬場委員） 

【Ａ法人から回答】要望として受け止めたい。代表者１人しかいないような小規模法人が設置

することもあり、本事業は公費による事業であり、補助金適正化法の対象事業であることの

周知を徹底する必要があると考えている。 

 

《研修の充実について》 

・ 親を支援する視点を研修の内容に盛り込んでいただきたい。施設長ネットワーク会議につ

いても、クレーム対応という意識だけではなく、親への支援対応の視点を持っていただきた

い。（高祖委員） 

【Ａ法人から回答】子どもの保育が重要であるとともに、親御さんへの支援は重要。関係者の

中には保護者も当然入れながら、大変重要な利用者・従業員のニーズ調査を行って、それを

踏まえた研修会等を行う。 

 

《地方自治体との連携について》 

・ 新規申請に対する採択の優先順位付けについて、地域における待機児童数や自治体の要望

の程度を考慮する予定はあるか。（忽那委員） 

【Ａ法人から回答】審査項目については、保育の実施責任については児童福祉法だと地方自治

体も絡んでくるので、地方自治体の方々の意見も踏まえながら、何が本当に必要なのか、ど

こまで求めるべきなのかは議論しながらやっていきたい。本事業は働き方への対応と待機児

童対策との２面の要素がある。企業の方には従業員確保、福利厚生の意味もあるが、待機児

童対策という面で意味があると地方自治体の方々に理解されていると考えており、新規申請

に対する採択基準は、我々だけでなく、内閣府からの要望、地方自治体の方々の意見をどこ

まで反映するか、内閣府、場合によっては厚生労働省など関係者と十分調整しながら採択の

基準を考えていく必要があると考えている。 

  ・ 助成金により施設整備を行うので、地域枠を設定する場合は、なんとなく待機児童が多い

時代だからというのではなく、地域の待機児童の状況や自治体の計画を踏まえ、費用対効果、

事業の継続性を考える必要があり、事業の継続性の判断において、自治体と連携し、採択の

順位付けをしてもいいのではないか。（忽那委員） 

 

・ 自治体において第２期５か年市町村事業計画策定が進み、４月から施行されるが、需給計

画の中に企業主導型保育施設の人数を組み込んでいる自治体もあれば、全く外している自治
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体もあるなど対応が分かれている。これによって、企業主導型保育事業に対する自治体の対

応が変わってくることも念頭に置いて、相当しっかりとした地域ブロック体制をとらなけれ

ば、絵に描いた餅で終わってしまうおそれがある。（吉田座長） 

 

《債権管理・訴訟対応業務について》 

・ 「弁護士ネットワーク」における弁護士の選定について、「企業法務、一般民事・刑事、倒

産案件に精通し、実務能力が高い」ことを選定基準としたと説明されたが、これらをどのよ

うな手段によって確認したのか。（石毛委員） 

 

・ 債権を管理・回収することになれば、現場に急行して、現場の方と相談をしたり、現場で

相手と交渉したりする可能性もある。まして、執行や倒産を申し立てる際には、現場の利用

者である児童、保護者や施設職員に迷惑をかけないようにしつつ、他方で回収の実を上げる

という難しい配慮が必要となる。そう考えたときに、東京と大阪以外の地方には弁護士がゼ

ロで良いと考えた理由は何か。（石毛委員） 

【Ａ法人から回答】訴訟が地方で行われるのみならず、東京で行われる場合もあるので、全国

各ブロックに弁護士が必要か、という部分はある。まずは東京と大阪で弁護士のネットワー

クをつくり、今後、案件の状況によって地方での弁護士を雇ったほうが良いのではないかと

いう御意見があれば対応する必要がある。 

 

・ 「統括弁護士以外の弁護士は統括弁護士の指揮に服する」とあるが、一般には、弁護士は

個人として案件を受任し、責任をもって職務を遂行するものである。そうとすると、そもそ

も統括弁護士の「指揮命令に服する」としている意味は何か。全ての案件について統括弁護

士が受任をし、その指揮命令のもとにおいてその他の弁護士が動くことを想定しているのか。

その場合、機動性の観点から問題はないと考えているのか。なぜ指揮命令に服する関係にし

たのか。（石毛委員） 

【Ａ法人から回答】それぞれの弁護士が案件を受任すれば、その案件はその弁護士が対応する

というのが弁護士間の関係。しかし、応募団体の窓口という関係で考えたとき、複数の窓口

があると進捗にばらつきが生じる。統一した窓口において、案件の分野や状況に応じ、ネッ

トワーク会議を通じて、案件の仕分けをしてもらい、ばらつきが出ないように対応してもら

うということになれば、統括弁護士に窓口になっていただくというのは意味があると考えて

いる。 

 

・ 助成金の不正支給等の案件があった場合、「ネットワークに所属する弁護士と定期的、継続

的に検討会を開催し、過去事例等に関して研究・検証を行って再発防止策を策定する」との

提案をされているが、過去事例の検討に基づく再発防止策等の検討の成果について、どこか

に報告するのでなければ、検証等が十分になされないおそれがある。検討の成果は報告書、

レポート等の形で、例えば、この点検・評価委員会などに提出し、検証を受けるべきではな

いか。（石毛委員） 
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【Ａ法人から回答】相応の弁護士費用を支払っており、タイミングや様式について受託弁護士

と相談する必要があるが、何らかの形で報告書を求める必要があると考えている。 

・ 受託弁護士から法人に報告していただく方針であることは分かったが、それを問題として

いるのではなく、再発防止策等の検討結果を当委員会なり、内閣府なりに報告していただき

たいというのが要望である。（石毛委員） 

【Ａ法人から回答】真摯に受けとめ、要望として対応していきたい。 

 

（イ）事業実施体制について 

  ・ 労働市場全体の傾向からして採用難が予想される中、具体的に何名採用する予定があり、

必要があるのか。採用計画の実現可能性がどれくらいあるのかにかかわるので、お聞きした

い。（石毛委員） 

【Ａ法人から回答】最終的には 400 数名ほどの職員を揃える必要がある。現在の職員数は 70 名

弱であることから、330 名ほど採用する必要があると考えている。 

 

・ 地域ブロック支所への期待がある一方で、懸念もある。地域ブロック支所と本部の業務の

振り分けをどうするのか。本部と地域ブロック支所がお互いに責任を回避するような最悪の

ケースとなるおそれもある。どこが責任をとるのかという横串を含めた課題も懸念される。

その点を重々御検討いただきたい。（吉田座長） 

 

（３）専門的知見を要する財務・経理面及び法務面の審査項目に係る専門家の委員からの技術的助

言  

Ａ法人退出後、第１回委員会において財務・経理面や法務面については専門の委員から技術

的助言をいただき、委員の評価の判断材料とすることとしたことを踏まえ、財務面・経理面で

は①と㉒、法務面では⑬と⑲について、馬場委員（公認会計士）、石毛委員（弁護士）からそれ

ぞれ技術的な助言。 

 

《法務面の技術的な助言（石毛委員）》 

・ 債権管理も訴訟対応体制も、いずれも最終的には、しかるべき技量を持った弁護士にどれ

だけ相談できる体制が整っているかどうかに収れんされると考えている。弁護士の資質をは

かる際、一般的な基準として信頼性が置けるものといえば、実績、経験になる。本日のヒア

リングでは、統括弁護士以外の弁護士の実績・経験の検証について答えが得られなかった。

提出資料に基づき、経験の年次等を見ると、資質に全く欠ける、劣るという弁護士の方は見

当たらないが、加点事由の材料となる回答がＡ法人からなかったことは残念であった。 

・ 弁護士の地域的配置に関するＡ法人の考え方は、案件の特殊性についての「御理解が足り

ない」とまでは言わないももの、少し残念な回答であった。債権回収することになれば、倒

産の申立といった選択肢も考えられるし、代表者等の刑事告訴・告発を行わなければならな

いこともありえる。実際に刑事事件になった事案も実際にあったと承知している。こうした

ことを踏まえれば、現地に近いところで、実情を知っている弁護士がいるかいないかは大き
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な差となる可能性がある。Ａ法人は、今後、地方での弁護士ネットワーク展開を考えていな

いとは言っていなかったが、現段階において、そこに関する意識が余り強くなかったところ

は、残念な回答であったという印象。 

・ 総括すると、Ａ法人が全体として全く資質に欠ける、資格に欠ける体制とは思わないが、

プラスする材料になかなか当たることができなかったというヒアリング結果であった。 

 

《財務・経理面の技術的な助言（馬場委員）》 

・ 法人の経理状況については、短期安全性、長期安全性、資金繰り、収益性、この４点で評

価するべきではないかと前回委員会で伝えたところであるが、提出のあった 3 年分の財務資

料に基づき、企業主導型保育事業以外の本業の財務分析と、企業主導型保育事業を含んだ財

務分析を行った。 

・ 企業主導型保育事業を除く本業の財務状態については、短期安全性が良い、長期安全性も

高い。余裕資金と人件費の割合から、人件費を払うための余裕資金をどれくらい保有してい

るかを計算したところ、資金繰りも良い。収益性だけが赤字であり、マイナス評価となるが、

Ａ法人が公益法人であるという特質を考えると、短期安全性と資金繰りが良いことから、財

務状態は良いと判断できる。 

・ 企業主導型保育事業を含んだ場合、短期安全性は良くも悪くもない。長期安全性は本事業

により事業規模が大きくなるので、指標としては悪くなるといえる。資金繰りは 3 か月以上

の人件費を払えるだけの資金を持っているので、不安はないだろうと判断できた。収益性は、

利益がマイナスなので、悪いということになった。総括すると、本事業を含んだ場合、安全

性については中間、資金繰りについては良好、長期安全性と収益性については若干悪いとい

うところ。本事業の実施に当たっては、短期安全性と資金繰りが良好なことがまずもって優

先される点を評価するとまずまずなのかというところ。すなわち、事業を実施するに足るだ

けの経営基盤を有していると認められるが、何か財務基盤を揺るがすようなことが起きると

事業の遂行が危うくなると言える。 

・ 事務費所要額の合理性は、会計というよりは実施する事業の費用が適切に計上されている

かという観点であり、これだけの事業を実施するに必要なビジネスリソースとして何が必要

で、それが事務費所要額に積算されているか各委員で見ていただいた上で評価点をつけてい

ただくことになると考えられる。 

・ 気になった点を参考までに上げると、 

‣ 契約職員の平均単価が係長級と同じだが、高くないのか 

‣ 全体の配置数が 370 人に対し、幹部職員、係長級職員、係長級職員と同額の単価をもらう

契約職員の配置数が 64人と 6人に 1人が高額の単価を受け取ることとなっているが、配置

数全体に多くないだろうか 

‣ 近郊の出張旅費単価が 64,500 円と高く、遠方の出張旅費単価と同額なのは妥当なのだろう

か 

‣ 労務監査の委託費を延べ人数で割り返すと日額が 168,000 円となり高額ではないか。会計

監査・財務一次審査委託費も同様であり、委託費は妥当か 
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‣ 賃借料の積算根拠としている職員数が 435 名となっているが、人件費計算では、一番人数

が多くなる令和 3 年度でも 405 名であり、賃借料の人数が 1 割ほど高く、合理的なのだろ

うか 

という素朴な疑問があった。 

 

（４）評価点の考え方について 

・ 評価点のうち、３点と４点が審査項目の内容をおおむね満たしていると認められるか認め

られないかで差があるが、「おおむね」をどの程度で捉えるかによって点が変わる。「おおむ

ね」を６～７割と考えるのか、８～９割と考えるのかによって３点と４点はかなり変わる。

各事務局で何かイメージはあるのか。「おおむね」をどの辺のレベルで「おおむね」と捉える

かでそれぞれ判断が微妙に違うのだと思うが、それも含めて各委員の評価、判断ということ

で良いのか。（吉田座長） 

【内閣府から回答】選定要領にはそこまで定量的に書いていなかったが、５点と４点で「満た

されている」と「おおむね」で点数を分けているので、４点の「おおむね」が必ずしも５点に

近似値ではないとは言えると考えている。その上で、「おおむね」をどう捉えるかは、各委員

の評価、判断になると考える。 

 

・ 改善のアドバイスをこちらから提供することがない場合は４点で、こちらから改善してほ

しいと指摘する場合は３点というイメージでよいか。（忽那委員） 

・ 恐らく「おおむね」は色々な中身、６～７割か８～９割という量もあるだろうが、質にお

いて９割方項目を満たしているけれども、この満たしていない１項目はかなり劇的に変えても

らわないといけないねという場合はある。その辺の判断になるのではないか。 

【内閣府から回答】３点は「改善の見込みがある」としており、５点は十分で完璧である場合、

４点は完璧とは言わないが、ある程度自走できる場合になると考える。 

 

・ 「これで合格点があげられるという確信もないけれども、『こうせよ』という具体的な改善

提案をするまでもない」という場合には、４点に近くなり、具体的な提案ができる場合は３点

になるのだろうと思う。しかし、専門外であるとか、実態を知らないといったことによって、

「合格点をつけるには疑問は残るが、自分で具体的な提案もできない」となるものがかなり多

くの項目になり、これが一番悩ましい。「具体的な提案はできないけれどもお墨つきをあげら

れない」という場合をどうするかについて、何か考え方を揃えることができればありがたい。

（石毛委員） 

 

    上記の委員の意見等を踏まえ、座長から、ヒアリングにおいて、それぞれの委員の立場で

色々と質問・意見が出ており、それらの質問・意見は、専門に近い立場の項目について質問

あるいは改善案、指摘が出されていることから、自分以外の質問・意見も判断材料として取

り入れて総合的に判断することについて委員に諮り、了承。 
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３．その他 

 

４．閉会 

 座長より、Ａ法人からのヒアリング及び石毛委員と馬場委員から専門の技術的な助言を踏まえ、

応募団体評価調書を改めて提出いただくことを周知し、閉会。 

 


