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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５回） 

日 時：令和２年３月２６日（木）１３：００～１５：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館１階全省庁共用１２３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、 

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、鈴木 一光理事、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助成要領の策定について 

資料２ 企業主導型保育事業費助成要領（案）新旧対照表 

資料３ 児童育成協会体制整備工程案 

資料４ 審査基準の策定に当たっての主な指示事項 

資料５ 令和２年度企業主導型保育助成事業審査基準の策定について 

資料６ 企業主導型保育事業費審査基準（案）【概要】 

資料７ 令和２年度企業主導型保育助成事業助成審査基準（案） 

 

参考１ 企業主導型保育事業点検・評価委員会意見 

参考２ 企業主導型保育事業費補助金実施要綱 

参考３ 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） 
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（委員会内容） 

１． 開会 

 

２． 企業主導型保育事業費助成要領（案）について 

 内閣府より、資料１に基づき、助成要領に関する指示事項について説明。 

・ 前回、内閣府は、必要に応じて厚生労働省と連携・協力して、助成要領に盛り込むべき事項

を明確に指示し、その策定を適切に指導・支援することとする旨の委員会意見をいただいた。 

・ これを受けて、内閣府と厚生労働省の連名で助成要領に盛り込むべき事項を明記した指示書

を児童育成協会に発出した。 

・助成要領に変更を行うよう指示した内容については、以下のとおり 

（１） 助成の取消し等を受けた事業者への措置について、原則として運営費等を助成しないこ

ととなっているが、取消しが一部である場合や、取消しを行った後の施設の状況及び助成

を行わない場合の利用児童への影響等を総合的に勘案したうえで、継続して運営費の助成

を行うことができることを規定として設け、画一的な対応で児童が困ることのないように

措置を講ずること。ただし、必要があると認められる場合には指導・勧告（新規の利用児

童の入所の停止を含む）を行うこと。 

（２） 実施機関による指導・勧告を受けても改善が見られない事業者に対しては、運営費の助

成を行わない、概算交付の差止めを行う、新規児童の利用を停止するといった措置を講ず

ること。新規児童利用停止の指導に従わず新規児童の入所を強行する施設に対しては、運

営費等の助成の対象としない、といった措置を講じることができるものとすること。 

（３） 整備費の助成を受けた事業者が一定期間経過した後、合理的な理由がなく施設の運営を

開始しない場合、必要に応じてヒアリングや現地調査を行うこととし、必要があると認め

られる場合は助成決定の取消しを行うものとすること。また、運営開始予定日の１か月後

の日までに、運営開始に係る報告書を提出することとし、運営が開始されているか把握す

ること。運営が開始できない場合は、その理由書を提出すること。 

（４） 事業完了報告を提出しない事業者に対し、助成決定の取消しや運営費等を助成しないこ

と、概算交付の差止めを行うことができるなどの措置を講ずること。 

（５） 改修費は、開所後 10年間に限り分割して運営費に乗ずる形で助成金を出す形に支給方

法を改めるとともに上限額を引き下げること。 

（６） 助成金の交付方法は、迅速化のため月次払いをルール化すること。また、不正防止の観

点から専用口座の設置を求めること。 

（７） 整備費の助成決定を受けた事業者から事業完了報告を受けた場合は、必ず現地確認を行

うこと。 

（８） 助成申込み時に提出する書類について、審査に必要となる具体的な書類を助成要領に盛

り込むこと。 

 

（質疑応答） 
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・ 新規利用児童の入所停止の指導・勧告を受けたにもかかわらず、入所させた場合については

運営費の助成の対象としないことになるが、そうなった場合の児童の保育はどのように保障さ

れるのか。（吉田座長） 

【協会から回答】施設全体を管理するということでは、受け入れている児童への対応についての

責任があるため、そうした観点で指導や中身的な部分を見る必要であると考えている。一方

で、認可外保育施設であるため、地方自治体における指導監査があるのではないか。施設全体

の運営については協会は責任を持って見るつもりである。 

 

・ 地方自治体にも認可外保育施設としての指導監督すべき役割があるから、そこに入所した児

童の処遇については地方自治体に任せるという考えか。（金髙委員） 

【協会から回答】責任は全て地方自治体にあると言うことではない。地方自治体には児童福祉法

に基づく認可外保育施設を指導監督する役割があるのも事実。そういった問題のある事業所に

対しては、地方自治体と協会が合同で指導等行っていくことが必要と考える。 

【内閣府から回答】現在でも企業主導型保育施設には増加定員施設というものがあり、既存の事

業所内保育施設に上乗せで定員を増やした部分に運営費を出すという仕組みがある。そういっ

た施設を見るときにも、増加した定員部分の児童の保育の質だけを見るのではなく、施設全体

として、運営費が当たっていない児童も含めて協会でしっかり見てもらいたい。最終的に何か

問題があるときには、認可外保育施設としての側面もあるため地方自治体の協力を仰ぐことも

考えられるが、一義的には協会として、企業主導型保育事業がきちんと運営されているのか、

施設全体として保育が保障されているかということを見ていただく。 

 

・ 例えば待機児童がいる地域で、その施設に入れて親は安心するが問題がある施設だから入れ

ませんよとなった場合、宙に浮いた児童はどこで受け入れるのかというセーフティーネットに

ついて伺いたい。（吉田座長） 

【協会から回答】一義的には、協会において近隣の企業主導型保育事業を実施している事業者に

空き状況の確認やご協力を仰ぎ、そちらを案内する等の対応は可能と考えている。 

 

・ 近隣に企業主導型保育施設がない場合もあり得るため、地方自治体とも連携し万全を期して

いただきたい。（吉田座長） 

 

吉田座長より、内閣府から出された助成要領の策定についての指示に基づき、内閣府が指導支援

を行った上で、協会において助成要領の策定を進めていくことを委員に諮り、了承。 

 

３． 児童育成協会体制整備工程案について 

協会より、人材確保の工程案について説明 

 ≪基本的な考え方≫ 

・ 前回の委員会において附帯条件案への対応として、 
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・マネジメント体制を強化するため、令和２年度夏までに企業主導型保育事業を専任で統括す

る常勤理事を選任し、外部人材の活用を含めて人選を進める。また、新規申請に対する審査

を本部で行えるよう、本部の審査体制の強化を図ることを最優先とする。 

・ 子育て安心プランとの関係も踏まえ、できるだけ迅速に助成決定を行う必要がある一方、

まずは不正防止の観点を踏まえ、具体的なスケジュールを内閣府と調整していく。 

・ 次いで、全般的に指導監査の人材確保に努めるとともに、本部の審査体制の強化を図るこ

とを優先することから、外部委託を活用する。 

ことなどについて説明させていただいた。 

この対応方針に基づき作成した資料３の工程表について説明する。 

・ 助成業務、指導監査業務などの各業務について、まずはどのようなスケジュールで、誰が

その業務を担うのかを整理した。担い手は、協会の正規職員、協会の専門職員、派遣職員、

外部委託に分類した。 

・ 次に、スケジュールに基づき各月に発生する仕事量を算定した上で、それを遂行するため

の必要人員を算出し、現在の人員と不足人員をそれぞれ割り出した。その上で不足人員を内

部異動で確保するのか、外部委託を活用するか、新規採用を行うかということについて整理

した。新規採用の場合に、正規職員、専門職員、派遣職員のいずれとするのか整理した。 

・ こうした考えに基づき、部門別における現在の人員と年度末の予定人員を職種別に整理し

た。合計で現在 124名から令和２年度末に 188名で、64名の増員を予定している。なお、外

部委託する業務を協会職員が担った場合で何人になるかも参考に記載した。 

 （常務理事について） 

・ 事案を専任で統括する常務理事は、できるだけ早く専任したい。 

（企画部について） 

・ 組織ガバナンス、PDCAサイクルに基づいた業務プロセスの改善、危機管理等を行うため、

来月に企画部を設置する。現在、正規職員４名のところ年度末には 33名となるよう 29名増

員する。うち、西日本支所へ正規職員６名の配置を見込んでいる。 

（審査部について） 

・ 審査部においては、新規施設の募集、審査に必要な体制を構築するために、既存施設への

運営費助成審査である月次報告審査を担当している職員を内部異動して配置するほか、審査

業務の繁忙期には指導監査部の監査員を一時的に内部異動して、職員の確保に努める。 

・ 月次報告業務などについては、外部委託を活用する。 

・ 結果として、現在の人員 84名から年度末 80名となり４名の減員となるが、外部委託を職

員換算した場合は 116名となり 32名の増員となる。業務フローの再構築を含め外部委託を

行うことにより、業務の効率化・迅速化を図る。 

（指導監査部について） 

・ 外部委託を活用するとともに正職員の大幅な増員を行い、公認会計士についても新規採用

したいと考えている。 

・ 原則として全ての施設に対して実施する全般的な監査については、対象となる施設約

3,800施設のうち 2,000施設（半分程度）は協会が自ら実施し、残りの 1,800施設を外部委
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託により実施することを想定している。なお、外部委託については、利益相反に注意して事

業者選定を行う。 

 （職員の確保方策について） 

・ 正職員については、内部異動等により確保するほか、公募・面接等により採用する。 

・ 専門職たる契約職員については、公募のほか自治体の協力を得て面接等により採用する。 

・ 正職員及び契約職員については、自治体 OBや保育施設職員 OBを考えており、派遣社員に

ついては、現在の派遣元に更なる派遣をお願いすることを考えている。 

・ また、月次報告業務など審査業務の一部については委託するとともに、財務面及び労務面

に特化した指導監査などについては公募等を活用して実施することを考えている。 

 ≪人材確保工程案【審査業務】について（Ｐ２）≫ 

・ 公募が始まれば、最初、形式的な審査を行っていく必要があるが、職員の採用などすぐに

人員を確保することは厳しいため、まずは現在の監査員として配置している協会職員を審査

業務に回しながら対応していく。 

・ 一次審査について、財務適格性、税・社会保険料の納付実績や未納の有無等について確認

する。財務適格性については、システムを構築しながら行う。システム構築は公認会計士の

意見を伺いながら進めることを想定しており、一次審査に間に合わせたいと考えている。財

務適確性審査は、５月中旬に始めていきたい。その時点で不採択となる事業者については、

追って連絡したい。 

・ 二次審査について、定量的な評価、定性的な評価を行い、審査会での協議となる。 

・ 整備費（継続）について、平成３０年度からの３か年計画の整備事業が残っているものが

あり、協会の専門職員が対応する。７月までに審査を完了させる。 

・ 月次報告審査について、毎月の支払いについて外部委託により対応。 

・ 完了報告審査について、（年度の）完了報告が遅いとの指摘を踏まえ７月末までには完了

したいと考えている。 

≪人材確保工程案【審査業務】について（Ｐ３）≫ 

・ 審査業務における具体的な業務や必要人員について記載している。ルーティン業務もある

ため効率性等を考え、外部委託も含めて進めていきたいと考えている。 

≪人材確保工程案【審査業務】について（Ｐ４）≫ 

・ 審査業務における具体的な人員確保方策について記載している。 

・ まず４月に月次完了報告審査業務へ指導監査の職員を充て、月次報告審査業務は外部委託

を活用するとともに、派遣職員の採用も進める。 

・ ６月や 10月に状況は変わってくるので、その都度職員の異動等行い確保していく。 

≪人材確保工程案【審査業務】（相談支援、債権管理、特別立入調査）について（Ｐ５）≫ 

・ 審査部の中には、審査以外の業務もある（相談業務、債務管理、特別立入調査等）。相談

業務、コールセンター業務に関しては、一部外部委託する。 

≪人材確保工程案【企画部】について（Ｐ６）≫ 
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・ 企画部門については今回新たな組織。PDCAサイクルがしっかり回っていなかったというご

指摘を踏まえ、企画部において経営計画を策定し、PDCAサイクルを回していくことを考えて

いる。実施状況は、折を見てご説明する。 

・ 情報システムも４月から現行システムを確認し、できるだけ早く新システムに移行したい。 

≪人材確保工程案【指導監査部】について（Ｐ７）≫ 

・ 指導監査部門についても外部委託の活用を考えている。委託事業者は公募し、利害関係等

含めた審査を行い選定する。選定された事業者に対し、研修等を行ってから実際の監査業務

に従事させる。 

・ ４、５月は審査部門に注力し、６月から指導監査を進めていくことで考えている。 

・ 労務監査、財務監査は外部委託で考えている。財務監査の委託は公募を考えている。 

・ 来年度末までに職員が２００人近くなる。労務管理、予算の執行、財務担当など具体的な

役割を切り分け、職員を確保し、執行を適切に行っていきたい。 

 

藤田理事長より、３月末をもって退任し、後任として一般財団法人児童健全育成推進財団の理

事長を務める鈴木一光氏が協会の理事長を務めると発表。以下のとおり発言。 

・ 本事業の実施機関として、国の方針や規則に沿って責任感を持って適切な執行に努めてき

た。しかしながら、整備費の水増しや架空請求等の不正事案の発生など本事業について様々

な指摘を受け、また、内閣府による実地調査では、国は不正防止に対する明確な指示をして

こなかった面はあるが、当協会の事業実施体制の脆弱さや実務を通じた PDCAサイクルによ

る運営改善機能の不十分さについて指摘を受けたところ。 

・ 内閣府において当事業の改善策が明確化され、改善策を踏まえた実施機関の公募要項に従

い、改めて応募し、実施計画や附帯条件への対応方針を説明させていただき、改めて実施機

関に選定いただいた。さらに、附帯条件を踏まえ、実施体制整備の筋道をつけた。 

・ このタイミングを捉えて、当協会の理事を退任し、４月１日付で現在当協会の非常勤理事

である鈴木一光氏が後任の理事長として就任予定である。 

・ 鈴木一光氏は、長年にわたり全国の児童館の運営に対して指導を行われており、児童健全

育成分野をはじめとする児童福祉分野に大変造詣が深い方であるため、理事長としてリーダ

ーシップを発揮していただけるものと考えている。 

 

鈴木一光氏より以下のとおり発言。 

・ 長い間、児童館と放課後児童クラブの支援と推進に心がけてきた。本事業に関しても藤田

理事長と渡利本部長等の奮闘を見てきた。内閣府の指示・指導、皆様のご意見を十分賜りま

して、そしゃくし、全力を尽くしてまいりたい。 

 

（質疑応答） 

 ≪人材確保について≫ 

・ 職員数を大幅に増員することについて、企画部や指導監査部と比べて審査部は派遣職員を

多く採用するという方針だが、その根拠は何か。（的場委員） 



 

7 

【協会から回答】審査部は、ルーティン業務として月次の支払い等が今後も継続されるため、

外部委託を行う。また、令和２年度の新規募集は一過性のものであり、職員の指導の下で派

遣職員の方に業務を行ってもらう。さらに、業務量の増減にあわせ、職員の異動等も活用す

る。 

 

・ 指導監査部の監査員について保育士が２名という予定だが、２名で保育面の監査を行って

いくならば、ひとつの施設にかけられる時間が非常に短く、さっと施設の中あるいは書類等

を見ていくだけになるのではないか。２名で足りるのか懸念。（忽那委員） 

【協会から回答】保育面の監査のうち、人員配置等は必ずしも保育士でなくてもできる部分が

ある。保育士の専門性を活かしていただく部分としては、巡回指導を考えている。巡回指導

では、ある程度実際に現地に赴き、保育計画の策定の仕方、保育の現場において気がつく点

等をその施設の保育士にアドバイスすることを考えている。 

 

・ 指導監査を行う保育士の数が２名というのは厳しい。保育面中心の全般的な監査で、課題

がある施設に対して保育士が行かないというのは感覚的におかしい。先ほど、巡回指導とい

う話が出たが、指導監査と巡回指導はどちらを優先すべきか問われると指導監査だと思われ

る。その辺りをどう考えているか伺いたい。（金髙委員） 

【協会から回答】これまで平成 28年から指導監査を行ってきたが、一般的な指導監査で問題

となるのは関係書類の不足や、保育計画の未作成、各種規程、マニュアル等の不整備などが

多い。保育の質としても保育士の配置数などの基準を満たされていないといった外形的に見

て分かる部分がある。さらに保育士不足という状況もあるため、現実的なところも踏まえ、

保育の質の確認できる外形的なものは、ある程度経験がある方が担っていくことで対応する

ことを考えている。 

 

・ 指導監査基準をどうするかによって、人員体制も変わってくると考える。工程案に示され

た人数ありきで、指導監査の基準を決めるようなことはないようにしていただきたい。

（金髙委員） 

  【内閣府からの回答】今日、協会から提示された工程案で業務が全て決定済みとなるというこ

とではない。指導監査基準を委員会に諮るなかで、協会体制について見直してもらうことは

あると考えているし、内閣府として指導もしていく。 

 

・ 企画部中心に新規の正規職員を採用するということで、数の問題も重要になる。採用して

すぐ様々な業務が来るが経験者ばかり採用できる保証はない。恐らく限られた期間の中での

戦力化に向けて、組織内、協会内の研修トレーニング等をかなり強くやっていただく必要が

ある。単なる数合わせでなく、実質的に進められるような質・量ともにスピード感を持って

進められるような体制をさらに工夫をしていただきたい。（吉田座長） 

【協会から回答】職員の採用は大変厳しい状況にある。職員の教育や研修、よい職員の採用と

いうのは主要課題であるので、機会を頂きながらできるだけ積極的にやっていきたい。 
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・ 前回委員会での指摘を受けた会計士の新規採用は評価できる点だが、業務内容の「復命書

等の整合性を見る」とは具体的にどのような業務なのか。（馬場委員） 

【協会からの回答】復命書は、助成金の使途等や事業者の財務的な状況についての監査結果を

復命書にまとめ、それに対する専門家の意見をいただくことを考えている。 

 

・現地での財務監査は委託事業者が行い、その監査調書等を協会で採用した会計士が目を通

し、レビューしたうえで結果通知等について法人に通知することを想定しているのか。（馬

場委員） 

【協会から回答】財務監査について、全て委託先に任せることではない。協会が基準を定め、

どういう内容を指摘するのか、標準化が必要と考えている。監査結果については、協会で監

査調書等を確認したうえで、事業者に通知していく。 

 

・ 会計士の採用時期が 10月の予定で監査が始まってからになるが、財務監査の基準策定は

５月に開始するスケジュールになっている。会計専門家が協会内にいない中で、この財務監

査の基準策定は、誰がどのように進めるつもりなのか。（馬場委員） 

【協会から回答】既に今年度も会計事務所とは委託契約を結んでおり、財務適格性のシステム

やその基準等について随時相談しながら進めている状況である。一方で職員として位置づけ

が必要ではないかとのご指摘であれば相談させていただきながら考えていきたい。いずれに

しても、担当部署を決めて責任を持ってやっていく。 

 

・ 財務監査の基準を策定したあとは基準のメンテナンスが必要になる。そのメンテナンスは

協会で採用した会計士が行うものと考える。そのためにも、委託先が作った復命書の内容を

確認するだけでなく、財務監査の基準、ガイドラインのメンテナンスも、協会の会計士の職

務として検討していただきたい。（馬場委員） 

吉田座長より、ご要望として受け止める旨、確認があった。 

 

≪外部委託について≫ 

・ 資料３の P.７「保育面中心の全般的な監査（児童育成協会担当分）」で 2,000件、その下

の外部委託担当分で 1,800件と分けているところについて、その分け方は協会と外部委託で

どのような振り分けをするのか。（高祖委員） 

【協会から回答】これまで継続的に指導している施設や通報等があるなどの問題を抱えている

可能性のある施設は、積極的に協会において指導監査を行う。それ以外を外部委託おいて対

応する。外部委託監査で問題があれば、再度協会の職員が対応することを考えている。 

・ 振り分け自体は、協会がまず見て、大丈夫そうなところを外部委託するという考え方と理

解した。（高祖委員） 
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・ 財務関係の審査並びに監査に関しては全て外部委託となっている。専門性が高い分野のた

め外部の専門家を活用しようという考えだとは思うが、丸投げになってしまわないか。(馬

場委員) 

【協会から回答】財務監査について全ての業務を委託事業者にお願いすることは考えていな

い。監査を踏まえた指摘内容について標準化が必要であるため、協会が採用する会計士によ

り確認し、事業者に対して具体的に監査結果を通知することを考えている。 

 

・ 財務の審査及び監査に当たっては、審査基準、監査基準の策定が必要になる。この基準の

策定について業務内容にどこもあがっていないが、基準策定も含めて外部に委託する予定な

のか。（馬場委員） 

【協会から回答】審査基準は協会の審査部門、財務監査は協会の指導監査部において責任をも

って対応する。審査基準の策定については内閣府から既に指示を頂いており、それを踏まえ

て実際的な基準を協会で考えている。財務監査については、現在委託している事業者とも相

談しながら、また専門家のご意見を伺いながら進めていくことで考えている。 

 

≪その他≫ 

・ 附帯条件にもある企業主導型事業の専任理事の選任について、その方針、どのような領域

の専門家から探すのか等可能な範囲でご説明いただきたい。（石毛委員） 

【協会から回答】鋭意人選を進めている。現段階で詳細はお答えしかねるが、やはり児童福

祉、保育に造詣のある方を、官民問わず幅広く人選を行っているところである。 

・ 事業の責任者としてリーダーシップを取っていただく方の資質が事業の質も決めることに

なり期待も大きい。それを踏まえ選任いただきたい。（石毛委員） 

 

・ まず６名体制で西日本の支所を作るということだが、協会全体の業務の中でこの西日本支

所の役割分担はどんなものか。また、西日本支社のカバーエリアについて確認したい。（吉

田座長） 

【協会から回答】業務をどこまで広げるかというのは支所の作り方によるが、現地確認、ヒア

リング、地域に密着することでいろいろな情報が得られる、迅速な対応ができる、という利

点があるため、やはり企業主導型保育施設の設置箇所数が一番多い大阪市にまずは支所を作

っていきたい。 

 

・ 財務監査の基準の策定に当たり、委員会でもある程度の段階で拝見させていただきたい。

必要に応じて日本公認会計士協会としても支援ができるところは協力したいと思っているた

め、スケジュールについては余裕をもって進めていただきたい。（馬場委員） 

 

吉田座長より、協会が作成した工程案をベースに、委員方から頂いた重要な意見・要望を整理

し、内閣府の指導支援の下、意見・要望を踏まえて丁寧に進めていただくことを前提として工程

案について委員に諮り、了承。 
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４． 企業主導型保育事業費審査基準（案）について 

吉田座長より、以下の発言。 

 

・ 最も重要なのは、今まで行われていたような不正受給を防止すること。また、事業の継続性

を担保し、透明性を確保、そして保育の質を確保することが大変重要な役割になる。 

・ 本審査基準が質の高い保育事業を、適切かつ安定的に提供し続けられるかを確認していくた

めの外形的な事前チェックとなる。これに指導監査が加わり、さらにできれば自己評価、第三

者評価を通じた改善努力も合わせて３つの目的、役割を実現して頂きたい。 

 

内閣府より、資料４に基づいて審査基準作成の指示について説明。 

 

≪審査基準の策定に当たっての主な指示事項≫ 

（① 不正防止について） 

・ 保育施設を設置する法人等の実績を審査するものとして、これまでの不正事案等を踏ま

え、設立１年未満の法人等の申請は認めないこと。直近３年間の決算報告などにより、財務

適格性を審査すること。また、社会保検料・税金の納付実績を審査すること。 

・ 書面による審査だけでなく、ヒアリングや必要に応じた現地調査による審査をすること。 

・ 整備費用の審査については、これまで同様に見積書は複数提出させること。また１社は公

共工事の入札参加資格を有するものとすることを義務付けること。 

・ ガバナンス・コンプライアンスの審査について盛り込むこと。 

（②保育の質の確保について） 

・ 保育事業者型事業の実施者や委託先の運営実績を審査すること。 

・ 職員体制、設備及び保育内容についても、保育の内容に関する方針、保育の提供内容に関

する特色等をしっかり審査すること。 

・ 保育施設の目指す姿などについて、ヒアリングにより申請者から直接確認すること。 

（③資金計画について） 

・ 資金計画についてしっかり審査すること。 

（④地方自治体との連携について） 

・ 平成 30年度と同様、申請者は地方自治体にしっかりと相談を行うこと。それに加え、事

前相談が適切に行われているか協会から地方自治体に確認すること。 

・ 地域枠の定員の設定は、地方自治体に相談を行った上で定員の設定が行われているか審査

すること。 

・ 内閣府から地方自治体に要請を行い、地方自治体から保育施設の設置に関する推薦を頂く

こととするが、この推薦に関して、評価すること。 

・ 地方自治体に対して、新規申請者の一覧等の情報提供を行うこと。 

 児童育成協会より、資料６に基づき、審査基準案について説明。 

 ≪審査委員会・審査対象者について≫ 



 

11 

・ 審査体制について、協会内に審査委員会を設置することとなるが、想定される応募数（約

2,500か所）から外形的な審査である程度基準に該当しないものが減ったとしても、審査委

員会は４チーム必要だと考えている。この審査委員会メンバーについては、保育の質の観点

から保育関係者、財務、労務、経済界、地方自治体 OBの方へお願いしたいと考えている。 

・ その４チームの中で、審査の評価の基準にばらつきが出ないよう、まずは全体的な合同会

議を開催し、基準や評価方法について審議していただくことを考えている。 

・ これから新しく企業主導型保育事業を行う事業者（審査対象者）については、全くの新設

法人ではなく昨年の４月までに設立した法人に限定することとする。 

・ 審査委員会と事業所の関係は、利害関係がないよう公平性を保ちながら行う。 

・ 秘密保持について、審査委員会の委員の方に係るものと併せて、協会のヒアリング等につ

いても、事業者が他に情報を漏らしてはならない旨規定する。 

≪審査について≫ 

（一次審査） 

・ 形式的な確認で不適格であることが判明した事業者には、なるべく速く基準を満たしてい

ないことを通知する。 

・ 財務適格性の証明書類は一つに絞って規定する必要はないと考えている。 

・ 財務適格性としては、まず債務超過がないこと、ある程度の資金確保が要件となる。Ｃに

関して、充足率 100％になった場合の１か月分の資金を確保していることが必要となる。 

・ 社会保険料は本事業の財源自体が事業主拠出金から成り立っていることを踏まえ、未納の

有無等は当然確認する必要がある。 

・ 保育事業者型の場合、保育事業者は５年以上の実績を有することを要件とする。委託先も

同様である。ただし、実績については、広く児童福祉事業を実績とする。 

・ 中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況の確認の書類、税務申

告書に添付される税理士等の書類の確認を考えている。 

（二次審査） 

・ 定量的な審査では、待機児童対策の観点から設置する市町村の待機児童の状況がポイント

になってくる。また、保育の質を保つために施設の職員体制の確認を行う。さらに本事業は

地方自治体と密接な関係がある方が良いため、地方自治体からの推薦等を頂く仕組みも含め

ている。定量的評価は点数配分式で行う。 

・ 定性的な評価について、ここで最優先は保育の質。運営方針や具体的にどういう保育を実

施したいのか等を審査する。また、ガバナンス・コンプライアンス等の確認では、利用定員

の設定をどのように考えているのか、無謀な設定になっていないか等を審査する。このよう

な部分も併せて、ヒアリングを必ず行うこととする。 

・ 現地調査については、以前起こった不適切な事例も踏まえ必要に応じて行う。現地調査を

行わない場合でも建築士等の専門家もいるため、専門的な部分のヒアリング等できると考え

ている。 

（審査委員会） 
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・前回の審査対象箇所数を踏まえ、４チームは必要と考えている。審査の評価基準がばらけな

いよう、全体的な会議を開催し、評価の基準や評価の方向等を審議する。 

・豊富な経験を生かした審査となるよう、メンバーは、保育の方、関係者、財務、労務、経済

界、自治体 OBの方にお願いしたい。 

・ 審査委員会においては、各種関係の調書の報告等を提示したうえで、意見を求めるととも

に、評価点の順位で決めた事業者の候補案を選出していく。 

≪内示の決定・不採択の事業者への通知≫ 

・ 補助金適正化法の対象事業になるので、内示後に工事を開始する必要がある。そのためま

ずは内示を行い、その後助成決定という作業に移ることとする。 

・ 不採択の事業者へは、なぜ不採択なのかという理由を明確にし、不採択の通知という形で

事業者に通知することとする。 

 

（質疑応答・要望） 

≪不正受給の防止について≫ 

・ 「不正受給の防止」が配慮事項の柱の一つに上がっている。これまでに起きた不正事案に

ついては、協会としても原因や予防について検討されたと思う。そうした検討や反省点が、

具体的にこの審査基準にどう反映されているのか。（石毛委員） 

【協会から回答】不正事案を整理すると、まず資金計画が不十分で、事業をやりたくてもでき

なかったというものや建設事業者にお金を払えないというようなものがあった。また、協会

への実績報告に出してきた内容と違う建物が実際には整備されているという事案もあった。

今回実地調査を導入したのもこのような不正を防ぐためである。さらに保育施設を実際どう

計画して実行するのかという点も、具体的なヒアリングを行って確認することができると考

えている。 

 

・ 「資金計画」の審査は、「不正受給の防止」とは別の配慮事項として挙げられている。そ

して、資金計画不十分という事案は、要するに、財務的に弱い事業者に助成してしまったと

いうことだから、財務的な観点からチェックを入れることで防止する話であろう。つまると

ころ、実績報告に出してきた内容と違う建物を建てていたというような、意図的な不正受給

の事案の予防策としては、「現地調査」と「ヒアリング時における経営姿勢の確認」に尽き

るということか。（石毛委員） 

【協会から回答】おっしゃるとおりである。具体的には内閣府からの指示の通り、ヒアリン

グ、現地調査、整備の確認、法人の実績、ガバナンス・コンプライアンスという部分も踏ま

え審査していきたい。 

 

・ 入口のところで全ての意図的不正を防ぐのは難しいとは思うが、実際の不正受給の事案を

見ても分かるとおり、一旦審査を通って助成金が出てしまうと、後からそれを回収するのは

非常に困難であり、指導・監査によって取り返せるものではない。不正受給だけは事後的手
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段では是正できないので、不正受給を未然に防止するための審査段階のチェックは、丁寧に

お願いしたい。（石毛委員） 

 

≪一次審査について≫ 

・ 財務適格性の三要件について、運営に必要な資金を１か月分以上保有とあるが、内容とし

て「法人の通帳口座において、１か月分以上の資金を保有していることを確認」とある。こ

れは要望であるが、期末近辺で銀行から「短期借入金」を受ければ、容易に１か月分以上の

運転資金を確保できるため、この基準の判定に当たって「短期借入金」は差し引いて判定し

ていただきたい。（馬場委員） 

 

・ この財務適格性の基準で審査するとどれぐらいの法人が落ちるのか。あまりにも緩すぎる

と、財務適格性を審査していると言いながらも、ほとんど全ての法人が通るということで、

社会的批判が起きるのではないかと懸念されるため教えていただきたい。（馬場委員） 

【協会から回答】30年度に新規募集をした際、債務超過という理由で実際に不採択になったの

は約５割だった。 

 

・ 債務超過がない、３年以上連続して損失計上していない、運転資金を１か月以上保有して

いるという基準は、法人が存続する上で、最低限の財務状態だと考えられる。ここに企業主

導型保育事業が加わるわけだが、29年度、30年度と企業主導型保育事業を運営している法

人において、収支が赤字・黒字の割合はそれぞれどれぐらいなのか。仮に赤字の事業体が多

ければ、もう少し財務体力がないとこの事業を引き受けられないことを意味し、基準の妥当

性を再考しなければならないかもしれない。（馬場委員） 

【協会から回答】今この場で答えられる資料がないが、基本的には認可保育所と同等程度の助

成金が出ているため収支は拮抗していると考える。一方、一生懸命職員配置を頑張っていた

だいているところや保育士をより高い給料で雇った結果として、かえって赤字になって社会

保険料が払えなかったという状況も聞いている。ただ、基本的には、この事業が運営できる

だけの財源が出ているのではと考えている。この基準である程度財務状況を確認できると考

えている。 

 

・ 収支構造について、収支均衡の事業だと考えられるというお話を頂いたが、実際は、利用

者が確保できない、あるいは企業主導型保育事業の場合は勤務先の近くに事業所を構える都

合上、都心部の一室を借りる事業所が多く賃料の単価も高いだろうと想定されるため、赤字

の事業体が多いのではないかということも想像される。赤字の事業体が多いとすると、ある

程度本業で財務体力がある法人ではないと、企業主導型保育事業の赤字を吸収できないとも

考えられ、こうした収支構造とすれば、三要件で果たして十分といえるのかを伺いたい。

今、データがないということで、そこは実態を見る機会をつくっていただきたい。（馬場委

員） 
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【協会から回答】企業主導型保育事業は、職場の近くや家の近くといった利便性のいいところ

に設置されることが多いため、賃借料が必要になってくる。十分かどうか別にして、賃借料

の加算を設けており、他にも基本的な運営に要する人件費の加算など、そこはある程度加味

している部分がある。 

【内閣府からの回答】三要件については、最低基準と考えている。他にも社会保険料の納付実

績や事業実績もあわせて、足切り基準と位置付けている。一次審査で足切りをし、二次審査

の定量的評価として財務の状況について評価を行う中で、最低基準を上回る部分について確

認していくことが非常に重要と考えている。 

 

・ １次審査について、保育事業者型でない場合は、多くの事業者が委託で実施することにな

る。そうすると、例えば、設置主体の会社が適格性を全て満たしていたとしても、結局丸投

げをされた委託先が赤字を出してしまった場合、委託先で赤字を抱えることが起こり得ると

想定される。その部分の目配りをどうするのか、要望としてお伝えさせていただく。（吉田

座長） 

 

≪二次審査について≫ 

・ 審査委員会の評価点の順位に基づいて内示事業者候補案を選出という点について、これは

順位で１、２、３位まで必ずということではなく、いろいろな評価に基づいて、あまりにも

点数が低いのであれば採用しないというような考え方でいいのか。（高祖委員） 

【協会から回答】点数の配分自体も、審査委員会の委員の方々に決めていただくというのが前

提にある。その中でどこまで点数によって候補者を出すかという点についても審査委員会の

意見を伺って決めていきたいと考えている。例えば点数がよくても、その後の２次審査の中

の定性的な審査、保育の質の部分で不適格であり不採用にすべきだという審査委員会の意見

は出てくると想定している。 

・ 協会は、保育士の数や施設の面積など数字的なもので保育の質を捉えているように見受け

られる。保育の質は、ソフトと呼ばれる保育の内容、数字で表せない保育時間や思い、言

葉、食事などである。書類を要求すれば、形式的に整えられる。書類だけで通すと、問題が

起こった時に対応できない。食事を大人の味付けで出してしまうような施設もあったと聞い

ている。書類だけで通すのではなく、そういう部分がヒアリングで表に出てくるような体

制・方法をとっていただきたい。子どもに向き合う姿勢や考え方を問いただしていただきた

い。（忽那委員） 

【協会から回答】様々な観点で保育の質を見ることが当然必要。今回の審査の中でも、給食の

献立表や保護者への便りや研修の実施状況など、確認できるところはできるだけきめ細やか

な確認をしていきたいと考えている。御指摘の施設については、現在、自治体と協力して確

認しているが、御指摘のとおり、入り口の審査が重要であり、しっかりと適格性を確認した

い。 
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・ ヒアリングについて、ここがまさに保育の質に関わるところのヒアリングになると思う

が、これはどのような方がヒアリングされる想定でいるのか。（高祖委員） 

【協会から回答】現時点ではまだ決定していないが、関係書類の確認に関しては、一貫性を確

保するため、ある程度担当を決めながらやっていくことが必要だと考える。 

 

・ 要望として、ヒアリングは保育の中身に関わる部分であるため、保育のことを理解してい

る方に担当していただきたい。（高祖委員） 

 

・ 選ばれる側の事業者にとって、審査委員会の評価点は非常に大事なものになる。多様な働

き方に応じた保育の提供は、企業主導型保育で担っていくという考え方もある。評価のウェ

イト付けは、企業主導型保育事業の本質に関わる非常に重要なものなので、この事業の考え

方も含めて、対外的に説明できるような形で、委員任せではなく、協会、内閣府と連携して

しっかり決めるべきである。（多田委員） 

【内閣府からの回答】最終的にはもちろん審査委員会で決めていただくことになったとして

も、前段階では、内閣府が指導・支援をしつつ、協会としてどういう点数配分がいいのか、

どういう哲学でやるのかというのはしっかりと考えた上で、審査会で諮ることとする。質の

部分に何を盛り込むべきか、もっと詰めて考えていく。 

 

・ 保育の質の確保について、定量的な側面と定性的な側面があるのは確かだが、この２つの

切り分けでバランスのいい適切な評価ができるのかということに対して、若干疑問を持って

いる。特に定量的評価については点数、定性的評価については記述とあるが、その記述され

たものを評価に反映していくというのは、なかなか難しい。記述する要素も点数化すること

ができ、定量的評価でローデータが示されても、それに対し、どの程度配点するのかという

価値判断が当然入る。したがって、定量的・定性的とはっきり二分してしまう意味が実はあ

まりないのではないかと思う。例えば、保育の質については、保育等の３年間の離職率、有

給休暇取得率、看護師配置状況、3歳以上の子どもがいる施設での園庭の有無など、重要な

指標がある。ガバナンス・コンプライアンスでいえば、地域住民や保護者を入れた運営委員

会の設置など、様々な指標が考えられる。（吉田座長） 

【内閣府から回答】協会が作成した審査基準では、定量と定性でしっかり分けられた形になっ

ているが、定性的評価といっても当然濃淡があると考えるので、定性的評価、ヒアリング結

果、場合によっての現地確認も含み、ランク付けや段階的な評価を行った上で、定量的評価

と突き合せて審査するというような工夫をやっていただき、内閣府としてもしっかりと協会

に対しても支援・指導していきたいと考えている。 

 

・ 審査委員会において点数化するという点に関連するが、不正受給防止や事業の安定性、継

続性という観点から見ると、何位という順位付けより、この点数以下だったら、そもそもこ

の人たちには任せられないというような発想も大切になる。総合的に判断することが必要不

可欠であり、１次、２次審査を含めて審査・評価というのは、言わばこの事業に対する哲学
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が問われる話だと思っているので、もう一度しっかりと検討していただきたい。（吉田座

長） 

【内閣府から回答】無理に通すというより、駄目なものは落とすような基準の点づくりという

こともしっかり考えた上で、それも含めて配点はどうするのかを審査会に諮っていく必要が

あると考える。協会の話も聞きながら、もうちょっと詰めさせていただきたい。 

 

・ 地方自治体との連携について、地方自治体が協力的でなく、利用者が確保しづらい事案が

あると聞いた。申請にあたって事前に地方自治体へ相談することを求めているので、地方自

治体にも、協力していい事業者を育てていくようにお願いしたい。（高祖委員） 

 

≪その他≫ 

・ 2,500か所とも想定される大量の新規申請業務を処理するに当たって、協会の人員数は本

当に十分か。協会の職員が疲弊してしまうと生産性は落ち、それが本事業にも影響してくる

と思われる。審査の部分はとても大事なので、いつ何が起きるか分からない状況の中で、在

宅勤務の体制や継続して事業ができるような体制を整える等の職場環境にも配慮して、職場

の体制をつくっていただきたい。（的場委員） 

 

・ 審査基準に関する要望として、本審査基準は助成を受けたい事業者に示すものであり、申

請をする者に対して、不正受給の防止がしっかりチェックされること、事業の安定性、継続

性、透明性が問われること、さらに保育の質が重要視されること、が伝わるような総則や鑑

があったほうがよいのではないかと思う。（吉田座長） 

 

座長より、上記委員の意見・要望を踏まえ、総則の追加や定性評価に関しても点数付けに一定

その評価を反映するなど、委員会で指摘された部分は修正し、要望に関しても協会と内閣府でし

っかり共有をしながら運営に反映して進めていくことを前提として、委員に審査基準（案）を諮

り、了承。 

 

５． その他 

内閣府より、「企業主導型保育事業点検・評価委員会」意見を受け、「企業主導型保育事業点

検・評価委員会設置要綱」に、厚労省と連携をして協会を指導・支援していく旨の規定を盛り

込む予定であることを説明。 

 

６． 閉会 


