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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４回） 

日 時：令和２年２月 21日（金）13:00～15:00 

場 所：中央合同庁舎４号館 12階共用 1208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、高祖 常子委員、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） 

藤田 興彦理事長、渡利 賢司企業主導型保育事業本部本部長 

配 布 資 料：次第 

資料１   「企業主導型保育事業点検・評価委員会」意見（案） 

資料２   附帯条件（案）及び各委員からの指摘内容 

資料３   附帯条件（案）に対する児童育成協会の対応方針 

 

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 
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（委員会内容） 

１．開会 

 

２．実施機関候補の選定について 

（１）第４回委員会開催の経緯について 

座長より、第４回委員会開催の経緯について、以下のとおり説明。 

     

・ 第３回委員会において、「企業主導型保育事業点検・評価委員会意見（案）」（以

下、「委員会意見案」という。）については、御議論を踏まえ座長一任とし、修正を反

映したものを本委員会の決定とした後に、公益財団法人児童育成協会（以下「協会」と

いう。）を実施機関候補として選定することとしていたところ。 

・ しかしながら、第３回委員会での議論を踏まえ、委員会意見案を検討する中で、附帯

条件（案）への対応方針を協会から説明いただいた上で、改めて附帯条件を含む「企業

主導型保育事業点検・評価委員会意見」（以下、「委員会意見」という。）を確定し、

実施機関候補を選定することが適当であると考え、より慎重に、確実に進めるため、座

長としての判断で本委員会を開催することとした。 

・ １月 27日、内閣府にお願いして協会に附帯条件（案）及び委員指摘内容を渡してい

ただき、あらかじめ協会から対応方針を提出いただいた。 

    ・ 本日は、協会から対応方針を説明いただき、質疑応答を行ったうえで、委員会意見を

議論、決定し、協会を実施機関候補として選定するかどうかを本委員会で決定する。そ

の後、内閣府において正式に実施機関を決定する段取りになる。 

 

衛藤特命担当大臣より、以下のとおり発言。 

 

・ 委員会の委員におかれては、昨年 11月から精力的に委員会を開催いただき、応募団

体からの提案内容の評価や、実施機関候補を選定するに当たり、事業の実施方法等にお

ける改善のための附帯条件の内容の協議をいただいていることに感謝申し上げる。 

・ この後、協会から、附帯条件についての対応方針を聴取いただくが、対応方針の説明

を踏まえ、忌憚なき御議論をいただいた上、附帯条件を含む委員会意見を決定いただ

き、協会が実施機関の候補としてふさわしいか、御判断いただきたい。その御判断を踏

まえ、担当大臣として、実施機関を決定させていただく。 

・ また、実施機関を決定した後も、実施機関による事業の実施状況や附帯条件の対応状

況について、その対応方針も踏まえ、継続的に委員会の皆様に点検・評価いただくこと

は、本事業における保育の質の担保や事業の継続性の確保のため、非常に重要である。

実施機関決定後も、引き続き、よろしくお願い申し上げる。 

 

（２）附帯条件（案）に対する対応方針について 
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   協会入室後、協会より、資料３に基づき、附帯条件（案）に対する対応方針の主な項目につ

いて説明後、質疑応答。 

 

（説明内容） 

《基本姿勢》 

 ・ 附帯条件（案）はいずれも建設的な御指摘。対応方針の説明の機会は、事業を適切に進める

ための我々の提案をより効果的、効率的なものとするまたとないもの。 

 ・ 本事業は待機児童対策への貢献、従業員の多様な働き方に対応した保育を提供できる重要な

事業であり、利用者、企業をはじめとする関係者の期待も大きい。期待に応え、助成業務、指

導・監査業務などの業務を担うのが協会の使命。 

 ・ 実施機関として認めていただければ、対応方針に従い、委員会の指摘を踏まえ、改めるべき

は改め、事業を実施する。詳細については、内閣府と相談してから随時委員会に報告し、指導

を仰ぎたい。 

 ・ 助成業務、指導・監査業務など個々の業務について必要な体制を整備しつつ、PDCAサイクル

を回していきつつ、事業の進捗状況についても委員会に報告し、指摘を踏まえ改善していきた

い。 

 

《児童育成協会の体制》 

・ （P.2）本事業を専任で統括する常勤理事をできる限り早く選任する。 

・ （P.3）本部の体制について、事業開始時は審査担当２名のみだったが、順次体制整備を進

め、現在は 134名。これまでは単年度予算だったことから一気に余裕のある体制を組む

ことができなかったが、今回の公募では、事業実施期間は５年間であるため、しっかり

と体制を構築していきたい。 

まずは審査の体制強化を最重点に考える。審査段階で正確、迅速に、かつ、保育の質

を確保することが本事業の成果を左右すると思っている。特に、新規申請について、

「子育て安心プラン」を踏まえできる限り早期に助成決定を行いたい。具体的なスケジ

ュールについては、内閣府と協議したい。 

保育の質の確保、維持のためには指導・監査も重要であり、人材確保に努めるが、審

査体制の強化を優先するため、来年度の指導・監査は、外部委託を活用したいと考えて

いる。その際は、当然ながら利益相反とならないようにする。実施機関として選定され

た後は、具体的な人材確保の工程表を策定し、御報告する。 

 ・ （P.4）地域ブロック支所について、令和２年度は、委員会からの御指摘を踏まえ、西日本支

所のみを、企業主導型保育施設が全国で最も多い大阪市に開設することとし、準備を進

める。 

      地域ブロック支所の審査会については、御指摘のとおり、本部審査会との結論の相

違、責任の所在、所要時間などの課題があることから、まずは本部のみで審査会を実施

することとしたい。 
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      また、全国の地域ブロック支所については、内閣府から提示のあった公募に関する

FAQなどで提示があったとおり、最終的な施設総数が 5,000か所にもなることが予測さ

れるので、事業実施期間中に５地域には設置する必要があると考えているが、本部との

役割分担等を継続的に検討し、内閣府と協議の上、また御報告させていただく。 

 

《助成業務》 

・ （P.5）新規申請の審査について、待機児童状況や地域の保育ニーズを審査基準に盛り込むと

ともに、地域枠を設定する場合、保育ニーズの確認のための自治体への相談結果を確認す

ることを徹底する。 

    審査基準については、御指摘のとおり、「保育の質」「不正受給の防止」「資金計画」

に配慮したものとするべく、内閣府と協議の上、報告する。なお、新規申請の審査を行う

人材は十分に確保したい。 

次に財政面の審査については、顧問会計事務所と相談の上、申請者のコンプライアン

ス、ガバナンス体制について審査項目に加えるとともに必要に応じてヒアリングの際に確

認することを内閣府と協議の上、審査基準を規定する。また、財務適格性の評価について

は、申請者から会計士による意見書の提出及び専門家による確認手続の実施結果などの報

告の添付について審査基準に規定する。 

年度末の精算の滞留を避け、迅速化を図る方法については、①現在約半数の事業者しか

活用していない月次の概算払いの活用の周知徹底、②運営費の基本分などを月次で精算す

る月次報告の助成要領上での義務付け、③月次報告を修正可能にするシステム改修による

年度末の精算業務の簡潔化、④令和３年度に導入予定の新システムにおける児童の出席や

職員の出勤データのオンラインでの取り込みと月次報告を連動させる仕組みの導入、の４

つの改善を行っていきたい。 

・ （P.6）電子システムについて、当初、申請書受付システムという狭いものに審査システムな

ど様々なものを追加したため、大変効率が悪く、今後新たなデータベースの構築を行う。 

     新たな電子申請システムにおいては、各施設で導入が進んできている利用児童や職員の

配置状況を入力する保育施設支援システムと連動し、月次報告に必要な利用児童や職員配

置の状況を速やかに把握することを想定しており、月次報告業務の迅速化、効率化が図ら

れる。スケジュールとしては、令和３年度の導入に向け、今年４月に要求仕様を確定し、

５月以降にシステム関連会社の公募を行う予定だが、内閣府と協議の上報告する。 

 

《指導・監査業務》 

・ （P.7）指導・監査について、本部の審査体制協会を図ることを最優先としたこと、地域ブロ

ック支所も当面は現地確認、自治体との連絡調整を担うこととし、令和２年度は西日本支

所１か所を整備することとしたことから、原則、全施設に対して実施する保育面を中心と

した全般的な指導・監査は、指導・監査の体制整備の状況を見つつ、外部委託を活用した

い。その際は、当然ながら利益相反にならないよう留意する。当該具体的方針及び指導・

監査基準については令和２年度早期に報告する。他方、「子育て安心プラン」終了後、新
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規申請の審査に要した人材をシフトすることが可能になれば、その時点の人材確保の状況

を見ながら、指導・監査を充実できると考えており、改めて内閣府と協議の上、方針を報

告する。 

     専門的な指導・監査の委託の方針について、現時点では、財務監査については当協会顧

問会計事務所への委託を想定している。同事務所は、全国主要都市の会計事務所と連絡体

制があり、全国で監査を実施できる。労務監査についてはこれまでも労務監査をお願いし

てきた全国社労士連合会への委託を想定しており、内閣府と協議の上、改めて実際の労務

監査を担う都道府県社労士会へ働きかける。 

     財務面、労務面の専門的な監査は、効率的、効果的な監査を実施する観点からランク付

けについて提案したが、ランク付けの基準策定に一定の時間を要するため、委託内容や効

率的な監査実施方法について、検討の上、報告する。 

     全般的な指導・監査と専門的な指導・監査の一元化について、委託した指導・監査につ

いては、委託先からの結果報告を受け、結果の評価や公表内容は当協会で統一的に判断し

た上で、結果もとりまとめて当協会から公表したい。 

     指導・監査結果を受けた施設からの改善報告のフォローアップや巡回指導、特別立入調

査等の実施方針についてしっかり決定したい。 

 

《その他》 

 ・ 運営の基本となるマネジメント体制、助成業務、指導・監査業務については報告したが、そ

れ以外に附帯条件（案）で求められている研修の充実、相談支援、地方自治体との連携、債権

管理・訴訟対応業務、情報公開等業務については、資料を御覧いただきたい。 

 

《まとめ》 

 ・ 実施機関として認められれば、対応方針に従ってしっかり事業を進める。改善すべき点や事

業の実施状況について、内閣府の指導を受けつつ、委員会に指導賜りたい。 

・ 特に、不正事案等を受け、その防止を図る観点から、慎重な審査を行う必要がある一方、事

業者の資金繰りに与える影響や「子育て安心プラン」との関係など、効率的かつ効果的な審査

を必要とするところであり、適切なバランスを取り事業を推進していきたい。 

 ・ 不正事案等により、本来、待機児童対策に貢献できるのみならず、従業員のニーズに対応で

き、企業の人材確保などにも有益な本事業に対する信頼が損なわれている面があるが、実施機

関として認められていただき、附帯条件への対応方針も含む改善面を講ずることにより、本事

業への信頼が回復できるよう努力したい。 

 

（質疑応答） 

《児童育成協会の体制について》 

・ 焦点の一つである保育の質の向上について、現在、保育士１名を相談室、２名を指導・監査

部に配置しているが、より優れた保育現場の実践者や研究者の知恵等を、例えば委員会を開催

することで活用するようなことは考えているか。（吉田座長） 
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【協会から回答】保育の質の観点では巡回指導を行うことを考えており、そこで本部スタッフと

は別に保育士を活用することを考えている。 

 

・ 本年７月に大阪市に西日本支所を設置するとのことだが、全国各地からの申請について、ど

のように対応していくのか。本部から頻繁に整備状況を見に行こうとしているのか。（金髙委

員） 

【協会から回答】企業主導型保育施設が最も多い大阪市に支部を置いた後は、九州や東海、東北

等の主要都市、もしくは保育施設が多い北海道や沖縄などに設置していくことを検討してい

る。また、審査におけるヒアリングの仕方については、内閣府と協議することになるが、ある

程度資料が揃ってヒアリングすることになれば、地方で会場を借上げて、期間と日程を調整し

てヒアリングを行うことも可能ではないかと考えている。 

 

・ 本部の審査体制をまず強化することは実感として共感した。地域ブロック支所をまず大阪に

置くことで、審査体制の強化、効率性にどのような役割や意義があるか御教示いただきたい。

（的場委員） 

【協会から回答】審査に当たって、地域の保育ニーズについて、書面からは見えない部分を支所

を置くことで、確認できるのではないかと考えている。また、監査について、現在は渋谷の本

部から全国に出向いているが、交通の便の悪いところにある施設もかなりあり、施設に出向く

際の効率性の面でも支部は有効であると考えている。巡回指導や職員の労務管理も支所を置く

方がやりやすい。しかしながら、まずは差し迫った審査体制の強化に最大限力を注いで、その

後、地に足のついた体制づくりを行いたい。 

 

・ 協会に公認会計士の配置がないのはなぜか。規模の大きな事業であり、過去に不正受給の事

案もあったことから、財務監査を委託する場合であっても、委託先の業務を評価したり、委託

先をグリップするために協会内に公認会計士を配置する方向で検討していただきたい。協会内

に会計士がいなければ、財務関係の審査基準ならびに監査基準の立案、委託先の業務の評価、

委託先の監査が機能しない時の対処、委託先の責任を問うことができないのではないか。（馬

場委員） 

【協会から回答】職員として公認会計士はいないが、会計関係の業務は基本的に顧問会計事務所

に委託、確認を行っていただいている。御指摘を重く受け止め、公認会計士を実際に雇うかど

うか今後議論させていただきたい。 

 

《指導・監査業務》 

・ 協会は以前、指導・監査業務をパソナに委託していたが、指導・監査基準が認可保育所より

厳しかったり、指導・監査の内容が釈然としないものがあったりした。指導・監査を委託する

際には、監査体制のみならず質が必要であり、協会がきちんと委託先をコントロールできるの

か、あるいは必要に応じて内閣府や厚労省等に速やかに相談し、対応できるのか。（吉田座

長） 
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【協会から回答】ご指摘内容は昨年来お聞きしている。監査の質は大変重要であり、研修を行っ

てアンバランスがないよう努めていく。 

 

・ 財務監査を外部委託することについて、委託先が任務懈怠であった場合に、責任を問える体

制になっているかどうか懸念している。（馬場委員） 

 

・ 指導・監査について、外部委託を活用することにより体制強化につなげるというご提案であ

るが、そうとすると、提出された事業実施計画上の記載よりも外注費が増えることになるの

か。そうであれば、内閣府とも協議の上、事業実施計画を改める等してほしいし、できれば修

正後の実施計画について当委員会にもご報告いただきたい。（石毛委員） 

【協会から回答】外部委託により支出が増える部分もあれば、当初想定していた人件費や事務所

設置費により支出が減る部分もあるため、現時点で増えるかは分からない。 

 

・ 財務・労務監査業務は重要であり、開始時期を遅らせるわけにはいかないと考えるが、ご提

案によれば、効率的な財務・労務監査の実施方法は今後の検討課題であるとのことである。財

務・労務の監査に着手できるのはいつごろなのか。（石毛委員） 

【協会から回答】財務監査も労務監査も既に試験的に行っている部分はあり、できる限り早く行

いたいと考えているが、相手との関係もあり、具体的な時期についてはお答えを差し控える。 

 

《地方自治体との連携》 

・ 地方自治体との連携は大変重要な要素であるが、自治体によっても本事業に対する認識に温

度差があり、第二期市町村子ども・子育て支援事業計画に企業主導型保育施設の地域枠を教

育・保育の提供の確保の内容に含めているところも、そうでないところもあり、対応がばらば

らなので、可能な限りチェックして、自治体の温度差をうまく踏まえた上で自治体と連携いた

だきたい。さらに、企業主導型保施設については、認可外保育施設であるという面と企業主導

型保育事業として実施機関から助成金を受けている面とがあり、自治体にも協会にも一定の関

与責任があるが、実施機関になる場合には、協会が積極的に対応いただきたい。（吉田座長） 

 

《相談支援》 

・ 保育の質を確保するための要として、巡回指導を重要なものとして位置付けておられるが、

そうであれば、巡回指導の開始を滞らせるわけにはいかないと考える。だが、ご提案によれ

ば、巡回指導の実施方針はこれから検討することとされている。具体的な実施方針を定めた上

で、実際に巡回指導を開始できるのはいつごろなのか。（石毛委員） 

【協会から回答】保育士の確保は厳しい状況ではあるものの、保育士資格を持っているだけでは

なく、保育施設で園長を勤めた経験のある方等を活用していきたいと考えている。市町村等行

政にも人材を紹介いただきながら、人材を確保し、各自治体の巡回指導を見習いながらうまく

連携して適切に行っていきたい。まだ着手できていないが、実施機関として選定されれば、自

治体にも出向いて良い人材を紹介していただき、人材を確保していきたい。 
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《その他》 

・ 助成業務や指導・監査業務で内閣府と相談をしていく旨が記載されているが、これまで実施 

機関として取り組んできた経験や実績を踏まえ、強化したい点や改善したい点など、協会とし

ての考えや思いはあるのか。（金髙委員） 

【協会から回答】適切な事業者を選定する基準や方法等、見えている部分と見えていない部分が

あることから、今後、内閣府に対してこれまでの事例を示しつつ、実績を踏まえた協会として

の意見を提出し、PDCAサイクルを活用しながら、審査基準、監査基準などの協議をしていきた

い。その上で、委員会に報告したい。 

 

・ 実施機関と事業者は、民間団体同士の関係であり、事業者に対し、行政機関が持つような抑

止力がないが、これまでの経験を踏まえ、どう考えているか。また、どのような機関と連携し

ていくべきか、どのようなところに相談に乗ってもらうべきか等、考えはあるのか。内閣府か

らもお願いをしていかなくてはならないと思うが、難しい点や要望等はあるか。（衛藤大臣） 

【協会から回答】協会が信用、信頼を受け、事業者と良い関係を作るのがまず第一。事業開始時

は自治体が関与しないということで始まったが、現在は、徐々に自治体とも連携を取りながら

事業を進めている。何かあった時に住民が最初に苦情を言うのは市町村に対してであり、市町

村も企業主導型保育事業と一切関係しないという立場にはなれない。よって、行政的な権限は

市町村に関係していただいている。協会は助成をする立場であり、不適切な事業者には助成金

を出さないという立場で指導している。協会がそうした助成する立場としての権限がある一

方、児童福祉法に基づいて業務停止命令や廃止命令を行うことができるのは、認可外保育施設

の指導監督権限を持つ都道府県等なので、うまく連携を取っていきたい。ただ、施設利用者や

住民の声を一番に受けるのは市町村であり、若干のずれを感じている。残念ながら自治体によ

って温度差があるが、協会としては、内閣府とも連携をして、市町村や都道府県とうまく関係

を構築し、よりよい施設を作っていきたいと考えている。 

 

・ 市区町村ごとの本事業に対しての温度差を把握いただいた上で、内閣府がグリップを利かせ

てバックアップし、厚労省とも連携を取ることが重要。（吉田座長） 

 

（３）委員会意見についての議論 

   協会退出後、改めて前回の委員会で指摘いただいた部分を反映し、座長一任で修正した附帯

条件（案）を含む委員会意見を基に、内閣府にも要望付けしけていること、本委員会で今後継

続的に対応方針等の進捗をチェックすることも踏まえ、定期的に議論いただくことを説明。 

 

 

・ 体制をどうするかなど協会としてまだ決めきれていない部分が多く、審査基準や保育士の

採用など具体的なメニューを見てみないと分からない部分がたくさんあり、附帯条件の意見

として言えるのはこの程度ではないか。具体的にディテールを詰めていく中で、委員会とし
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て的確な意見を言って、軌道修正してもらうなどの対応を取ることが最も現実的だと思う。

（金髙委員） 

 

・ 次回委員会で具体的な体制整備の工程表や新規申請の審査基準が提出されるので、より具

体的に議論、評価することになっており、金髙委員のおっしゃるとおりであると思う。（吉

田座長） 

 

  ・ 先ほどの大臣の質問は、実際に実施機関候補者が実施機関に選定されたときに補助事業を

やりやすくするために、そしてこの補助事業が真に国民に役立つようにするために、内閣府

にできることはないのか、内閣府から自治体・厚労省などに依頼できることはないのか、と

いう視点を含むものであり、非常に重要な御指摘であった。本委員会は、批判的検討のみを

役割とするものではなく、内閣府などに対しても実施機関への支援や監督のあり方を勧告で

きる立場であり、今後もそういった形で点検・評価を続けていけば、補助事業は良いものに

なっていくのではないか。現段階では、現行案どおり附帯条件を付して選定は進め、今後

は、本委員会として助言できることは助言し、関係機関へも支援・監督について提案してい

くのが望ましい姿であると思う。（石毛委員） 

 

・ 待機児童で困っている人達を救うために、まずはできるだけ早く体制を整えるべき。今回

のヒアリングで、協会ができることとできないことがはっきりした。地域ブロック支所にし

ても、現実的に考えてかなり準備期間を必要とするので、実際に動き出して、その結果、委

員会で助言できるところは助言するという形で、動く体制に切り替えた方が良い。（的場委

員） 

 

・ 他の委員と同意見であるが、協会の内部に重要なキーマンである公認会計士を配置いただ

くよう要望する。（馬場委員） 

 

・ 馬場委員の意見については、協会にお伝えして、検討いただくということでお願いした

い。（吉田座長） 

 

休憩をはさみ、事務局にて、委員会意見案の整理をし、附帯条件及び内閣府への要請は変更せ 

ず、丁寧なプロセスを踏んだことを明記する観点から、第３回及び第４回委員会の趣旨、内容に

ついて追記する形で修正した意見案を配布した上で、修正箇所について説明。 

さらに、座長より、委員会意見案の案を外して意見として決定し、選定要領に基づき附帯条

件 を付した上で協会を実施機関候補として選定することについて、欠席の忽那委員、多田委

員、途中退席した高祖委員から座長一任をいただいている旨報告した上で委員に諮り、了承。 

  今後、委員会意見を踏まえ実施機関を決定する内閣府が細かい条件を再検討する可能性があ

り、何か必要があれば、委員に相談する可能性がある旨座長から発言。 
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３．その他 

  座長より、実施機関決定後の委員会の持ち方について、 

   ・ 年度内に開催する委員会で、体制整備の工程案や新規申請の審査基準等について、改め

て委員会として点検・評価すること 

   ・ 令和２年度に入ってからも、指導・監査基準等、委員会で定期的に点検・評価を実施す

ること 

   ・ 実施機関決定後の委員会については、議事等は原則公開とすること 

 について委員に諮り、了承。 

 

 

４．閉会 

  座長より、実施機関の具体的な選定に係る議事の公表について 

・ 第１回委員会において選定要領に基づき、実施機関の具体の選定に係る議事内容等の一

切について、選定手続が全て完了するまで非公表としており、現時点では実施機関が決定

されず、議事内容等も非公表であること 

・ 実施機関が正式に決まった際に第２回、第３回、第４回の委員会の資料、議事概要、各

委員から提出された応募団体評価調書などについて、個人情報や応募団体の権利、あるい

は競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除いて、応募団体評価調書の

各委員名などを除いて速やかに公表すること 

について改めて委員に諮り、了承された後、閉会。 

 




