
1 

 

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６回） 

日 時：令和２年６月３０日（火）１５：００～１７：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館４階共用第４特別会議室 

出 席 者：（委員会委員） 

石毛 和夫委員、高祖 常子委員、多田 博史委員、馬場 充委員、  

福嶋 誠也委員、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 

(厚生労働省) 

森田 博道子ども家庭局総務課少子化総合対策室室長 

（公益財団法人児童育成協会） 

望月 弘晃理事、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  令和２年４月～６月における公益財団法人児童育成協会の対応 

資料２  児童育成協会 企業主導型保育事業推進体制（総括表） 

資料３  人材確保スケジュール（各部門の工程表） 

資料４  令和２年度における指導・監査等の方針（案） 

資料５  指導・監査等基準の策定に当たっての主な指示事項 

資料６  企業主導型保育事業指導・監査等基準（案）概要 

資料７  企業主導型保育事業指導・監査等基準の策定について 

資料８  企業主導型保育事業指導・監査等基準（案） 

資料９  児童育成協会における新システムの導入について 

参考資料 企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について 

 

 

 

 



2 

 

 

（委員会内容） 

１．開会 

吉田座長より、委員交代の案内。事務局から、金高委員の後任である福嶋誠也横浜

市こども青少年局子育て支援部保育対策等担当部長の紹介。 

・福嶋誠也氏より就任挨拶。 

座長より、本日は、忽那委員が欠席、福嶋委員が途中退席となることの案内。 

  

２．令和２年４月～６月における児童育成協会の取組状況の報告 

【協会から説明】 

 冒頭、本日付で、望月弘晃氏が企業主導型保育事業専任の理事に就任した旨の報告。 

・望月弘晃氏より就任挨拶。 

その後、資料１に基づき、報告。 

≪業務体制について≫ 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、テレワーク等を導入し、職

員の出勤体制を３割にした。メールでの対応を奨励し、新規募集に係る問合せ、新

型コロナ対応のための照会、助成決定等の照会、等に対応した。 

・協会の中で感染者も出ず、現在は通常勤務（時差出勤は継続中）。 

≪新規募集に係る申請に関して≫ 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大もあり、４月２０日から５月末までの募集期

間を６月末まで延長した。５月末までの申請者を第１グループ（576件）、延長後の

６月末までの申請者を第２グループ（6月28日現在190件）とし、待機児童の多い地

域の申請者や、施設の運営開始予定日が早期である申請者について、第１グループ

から審査を進めている。 

≪利用料の減免申請に関して≫ 

・1,795施設から申請があった。  

≪事業譲渡について≫ 

・昨年度は、手続きの明確化を図るという検討をし、承認は行っていない。 

・今年度、内閣府において、交付要綱の中で一部改正され、取扱いが明確になった。 

・現在、昨年度から相談があった事業者のうち、17事業者について審査を進めている

状況。 

 

（吉田座長より） 

・附帯条件の「本部の体制について、マネジメント体制を強化するため、専任の理事

を遅くとも令和２年度夏を目途に選任すること」について、協会からの説明及び望

月氏の理事就任の挨拶にて、附帯条件にかなう形で理事が就任されたことが確認で
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きた旨、発言あり。 

 

３．人材確保工程表（改正案）について 

【協会から説明】 

資料２・３に基づき、説明。 

・４月１日現在、協会職員は、141名。月次の審査件数や、電話やメールでの相談が

増えており、巡回指導や保育の質を確保する適切な審査等々を行うため、今年度

末までに、251名の職員体制としたい。 

≪変更後スケジュール【審査業務】について≫ 

・第１グループ（５月末までに申請）と第２グループ（６月末までに申請）に分け

て進めていく。第１グループの書類審査は６月３０日で終了。７月１日から不採

択の通知をしていく。第２グループは、７月１日から書類審査。 

・第１次審査は、第１グループの一部について審査を始めている。 

・第２次審査の定量的審査・定性的審査は、７月から順次進めていく。 

・第２次審査の審査委員会による審査は、８月中旬。順次、内示、助成決定等を進

めていく。 

≪人材確保工程案【審査業務】について≫ 

・月次で事業者へ運営費の支払いが遅滞しないよう外部委託を活用している。同時

に、委託先と連携して業務の効率化を進めていく。 

≪工程表【審査業務】（相談支援、債権管理、特別立入調査）について≫ 

・相談支援について、外部委託を入れていく。回線本数とオペレーター数を増やし、

委託先と連携して業務の効率化を進めていく。 

≪工程表【企画部】について≫ 

・利用者の利便性を高め、協会の審査も適切に行えるように、システム開発に取り

組む。システム開発概要について、ご承認いただき次第、公募を行い、進めてい

きたい。 

≪工程表【指導監査部】について≫ 

・巡回指導については、実際的な訪問先との調整を踏まえ、１月から開始したい。

７月から、巡回指導と巡回指導員の確保に関するご協力を仰ぐべく、各自治体等々

を訪問していく。 

≪指導監査スケジュールについて≫ 

・協会からの立入調査は、８月中旬をめどに始める。委託先からの実施については、

委託先の監査員に対する質を確保するための研修等を行い、９月中に始めたい。 

≪労務監査スケジュールについて≫ 

・全国社会保険労務士会連合会に委託する。再度、基準の策定等を行い、連合会支

部のある各都道府県単位の社労士会で、１月から始めたい。 
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≪財務監査スケジュールについて≫ 

・モデル的な実施を行いながら、委託先の公募を行う。協会で採用した公認会計士

の意見を踏まえながら、骨子等の作成、公募に当たっての内容の確認を行ってい

く。１月以降、モデル実施をし、来年度から本格実施したい。 

 

［質疑応答］ 

・６月２８日時点で、新規募集が第１グループと第２グループを合わせて766件あると

いうことだが、３月時点の想定に比べて多いのか、少ないのか。想定したよりも、

多い・少ないを工程上に反映しているのか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・今回の公募については、２万人分ということで計算しており、逆算すると少ない。

過去には、最後の週、最後の日にまとめて来るという状況もあり、その辺も見極め

ながら人材の確保をしていきたい。 

 

・最後の週にまとめて来るからそこまで見極めないと検討が終わらないというのは、

疑問。また、新規申請が想定より少ないということは、助成の対象も想定よりも少

ないということになり、監査対象や巡回対象も想定よりは少なくなる。それも含め

て、きちんと工程表に反映しているのか。（石毛委員） 

・当初に予定した数の募集がなかった場合に、追加の公募をする・しないということ

によっても変わるので、そこも含めた方針として説明いただきたい。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・人の確保は、どこまでいけるかという状況があり、随時後追いになりながら、当初

想定よりは下がるということもあると考えている。 

【内閣府から回答】 

・過去の経験を踏まえても、締め切りまでのわずかな日数でぐっと増えることがあり、

実際に締め切ってみないとよく分からない。その意味では、申請件数を把握した上

で、どういう体制でやっていくか見極めたい。 

・万が一少なかった場合でも、実際のスケジュールとかを勘案して、改めて対応を検

討したい。その上で、方針について本委員会に諮る。 

 

・今日、締め切って数が不足するということであれば、その状況を踏まえて、２次募

集その他についてやはり検討しなければいけない。監査指導も含めてスタッフ体制

が多くて困ることはない。協会には、しっかり人材確保していただいき、トレーニ

ング等で人材の質の向上も努力していただきたい。（吉田座長） 

 

・不採択は早めに伝えるべき、第１グループが、７月からすぐにできるのか。どのく
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らいのスパンでできるのか。（高祖委員） 

【協会から回答】 

・形式的な確認ということで、まず、関係書類の有無を確認し、ない場合には事業者

に不足分を案内している。その後、中身の最終チェックをして不採択通知となる。 

・第１グループの576件分の中では、幾つかは不採択となっているが、現在、正確な数

字を持ち合わせていない。 

 

・工程表などを見ると、現場の方々の負担が非常に重いのではないか心配になる。一

般論として、現場に負担が行って労働環境が悪化すると、労働法規の違反などが生

じることがあり得るが、そういうことへの配慮をしているか。また、万が一そうい

った事態があったときに、自浄作用が働くようなガバナンスのシステムは整備され

ているのか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・昨年度までは単年度事業ということで受託していたため、職員の雇用形態を多様化

し、派遣社員も活用しながら、人件費を流動化させる必要がある環境にあった。３

月に、複数年にわたり受託をすることになり、人材の配置を見直し、登用制度も設

け、体制を構築していく。また、リスク管理体制として、協会内に独立した内部通

報の体制を構築している。業務拡大による成長過程にあるため、全員に取り組み内

容を周知徹底させることが管理職も含めての重要なミッションだと考えている。全

員のモチベーションアップにむけ、具体的な取り組みを進めていく。 

 

・電話では４月に9,000件、５月に7,000件ほど質問に対応しているが、例年と比べて

どれくらい多いのか。また、企業主導型保育に対する関心の目安にもなるため、電

話やメールでの問い合わせ数に対して、実際の助成申請数がどうだったのか教えて

いただきたい。（的場委員） 

・指導・監査で保育士の役割が大きいということで、保育士を募集しているが、保育

士が足りないという環境下で、現在どれぐらい集まっているのか。（的場委員） 

・工程表では、来月から指導・監査のための研修に入るとしているが、研修は協会が

独自のプログラムでやっているのか、あるいは、外部委託か何かをしているのか。

（的場委員） 

【協会から回答】 

・昨年度の平均では、電話は月単位で約5,600件。新型コロナウイルス感染症の影響に

関するものも、新規募集の照会もあった。照会の内容が、そのまま申請と直結する

ものではないので、一概には評価しづらい。メールも多くなっており、昨年は月単

位で500～600件だったが、2,000件近くになっている。これは、電話がなかなかつな

がりづらいことも影響していると考えている。 
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・保育士を２人、７月１日付で雇用することになっている。随時、適任者がいれば採

用して、その補助をしていきたい。 

・研修については、委員会に諮りながら、どのように進めていくか、委託先の公募等々

をやっていくのか、今後、議論していきたい。協会職員向けに、内部の研修は随時

行っている。さらに、質の確保という観点から、力を入れていきたい。 

 

（吉田座長） 

協会の体制整備、人材確保の工程表について、いろいろ意見や質問があったが、資

料として提出されている工程表そのものについては、基本的にこれで進めていくとい

うことでよいか委員に諮り、了承。 

 

４．指導監査の方針（案）・基準（案）について 

【協会から説明】 

資料４に基づき、令和２年度における指導・監査等の方針（案）について説明。 

≪保育面を中心とした指導・監査について≫ 

・協会と委託事業者で、運営を始めて半年以上がたっている全施設（約3,800施設）

について、年１回の立入調査を実施する。 

・協会は、優先順位をつけて８月から約1,800施設を実施する。保育の面については、

保育士を採用し対応していく。特に、重大事故（骨折等の事故等）が発生した施

設を管理・設置している事業者、通報が来ている事業者から、優先的に実施する。

緊急性を要する場合には特別立入調査を実施する。 

・残りの2,000施設については、委託事業者を7月に選定、９月に立入調査を始める。 

・立入調査の質・評価を標準化するために復命会を開催する。復命会には、保育士

や栄養士も含めて専門的な見地を有する者が必ず参加する。 

・地方自治体との連携強化という観点から、今後は市区町村単位で情報提供を行う。 

・年度当初に、立入調査の計画を作成し、地方自治体と情報共有する。今年度は、

随時、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら計画を立てていく。 

・立入調査の結果は、おおむね１か月分をまとめて地方自治体に提供していく。 

・指導・監査結果のうち、立入調査は年１回の公表を行っている。特別立入調査は、

随時公表している。 

・午睡時抜き打ち調査は、口頭指導だけでなく、文書指導も織り交ぜて行い、文書

指導した部分については公表を検討していく。 

≪保育面を中心とした指導・監査の委託の方針≫ 

・質の標準化を図るため、１事業者を基本として考えている。ただし、１事業者で

必要な監査員数が確保できない場合は、複数の事業者への委託を検討する。 

・人員については、一昨年は100人程度の監査員を要したため、90人の監査員、それ
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に加え保育士の方を確保していきたい。 

・監査員の研修については、委託先に標準化管理担当者を設置して、取り組む。研

修、現場指導、復命書の作成等の指導・対応をしていく。 

・立入実施においては、①標準化管理担当が監査員に対して必要な指導等を実施し

た上で、立入調査を行う。②立入調査を行った監査員は、終了後に復命書を作成

し、標準化管理担当が点検後、協会に提出する。③協会の復命会に当該監査員等

が参加し、協会として評価を決定する。というプロセスで、委託先で実施した結

果もまとめながら標準化を図っていく。 

≪指導・監査業務の振分基準について≫ 

  協会と指導・監査受託業者との業務分担 

（１）協会が実施する施設（約1,800施設） 

① 平成２９年度以降、重大事故（主に骨折）のあった施設の設置事業者。 

② 平成２９年度以降、通報があった施設。 

※通報内容によっては、特別立入調査を行う。 

③ 開設後６か月以上経過した施設で、協会が立入調査委を行っていない施設。 

④ 立入調査に行っているが、なかなか改善が見られない施設。 

⑤ これまでの審査や指導・監査を踏まえて、状況確認を行う必要がある施設。 

⑥ 首都圏近郊の施設。 

首都圏近郊の施設を実施していきながら、状況を見て、①、②、③、④、⑤の

施設に順次行く。 

（２）受託事業者が実施する施設（約2,000施設） 

比較的運営期間が短い施設やこれまでの指導・監査において指摘事項が多い施設

から優先して実施する。  

≪巡回指導について≫ 

・保育の質の向上を目的に、保育内容に対する助言等を中心に行う。 

・巡回指導員は、認可保育所で園長をされたOBの方等、しっかりとした見識を持っ

ている方を地方自治体の方々の御協力も得ながら15人程度を採用していきたい。 

・来年１月以降、100施設以上へ実施したい。  

≪財務面及び労務面に特化した専門的な指導・監査について≫ 

（財務面の指導・監査について） 

・議案２、人材確保工程表（改正案）≪財務監査スケジュールについて≫に同じ。 

（労務面の指導・監査について） 

・議案２、人材確保工程表（改正案）≪労務監査スケジュールについて≫に同じ。 

≪指導・監査等の実施における感染予防の対策について≫  

 ・感染防止対策を協会の内部規則として定め対応していく。 
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【内閣府から説明】 

資料５に基づき、「指導・監査等基準の策定に当たっての主な指示事項」について

説明。 

・これまで、指導・監査基準は協会の内部ルールとなっていたが、今般、実施要綱

で、内閣府・厚生労働省と協議の上、基準を策定することを明記した。また、委

員会の意見の中でも、立入調査と特別立入調査の実施の基準が明らかになるよう

策定の支援をするよう要請を受けた。こうしたことを踏まえ、内閣府と厚生労働

省から策定に当たっての指示を行った。 

・主に、保育の質の向上、不正や虐待等の防止、地方自治体との連携、その他とい

うことで改善が見られない施設への措置等について意識した基準について指示を

している。 

≪保育の質の向上について≫ 

①指導・監査における保育士等の関わりの強化 

・施設の指導・監査への保育士等が同行すること。特に児童の処遇面で問題を有し

ていると考えられる施設に対しては、必要に応じて保育士等の専門的な知見を有

している者が同行するといったルールをつくること。 

・指導・監査を実施した後、指導内容等が委託先等も含めて均質なものになるよう

復命会を開催すること。復命会には、必ず保育士等の保育内容に関する専門的知

識を有する者が参加し、保育の質を意識した指導・監査の指導ができるようにす

ること。 

②巡回指導の実施 

・指導・監査とは、別途、巡回指導員（園長ＯＢ等の施設長経験者）が施設に訪問

し、保育内容に関する相談や助言・指導を行うための巡回指導を新たに実施する

こと。 

≪不正や虐待等の防止について≫ 

①特別立入調査に関する協会内の体制強化 

・協会内の体制を強化するという観点から、企業主導型保育事業本部長をトップと

する会議を設置し、調査対象等、方針を決め、系統立ててやること。 

・通報等による抜き打ちでの実施においては、通報者を保護すること。 

②不正等が行われていると疑われる場合の対応 

・不正が行われていることが疑われる場合については、弁護士や警察と連携するこ

と。 

≪地方自治体との連携について≫ 

・協会が実施する指導・監査の日程は、年度計画等を共有すること。また、結果も、

可能な限りタイムリーな情報の結果を共有すること。 

・地方自治体が実施する指導監督の結果を提供してもらうよう依頼すること。 
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・必要に応じた指導・監査等を合同で実施すること。 

内閣府・厚生労働省としても、地方自治体に対して協会への必要な協力の働きかけ

を行うことをしっかりと考えいく。 

≪その他≫ 

・改善が見られない施設への措置等については、取消しに至らないような施設に対

しても、新規児童の入所の停止措置を含むような新しい措置をしっかりと講じる

こと。 

・指導・監査等の業務を外部委託する場合は、利益相反にならないよう、委託する

機関は、自ら設置する施設やコンサルティング業務等を行っている施設について、

指導・監査等を行うことができないようにすること。 

・指導・監査に基づく措置により施設が運営を停止するが場合には、施設所在地の

近隣の市町村や施設と連携し、利用児童の受入先を確保するよう努めること。 

これらに基づいて協会が指導・監査の基準案を作成している。 

 

【協会より説明】 

資料６に基づき「企業主導型保育事業指導・監査等基準（案）」について説明 

≪立入調査の基本的な手順について≫ 

・事業者へ実施通知書を送付し、事前に提出される自己点検票等を確認し、実施す

る。実施後は、復命会を設けて、評価の標準化を図る。結果通知は、地方自治体

に情報提供し、当該事業者からの改善報告を求めるという手順。 

・特別立入調査については、通報者保護に重点を置きながら、通報者の意図を正確

に確認し、十分に議論した上で行う。 

≪巡回指導について≫ 

・巡回指導は、保育の質を上げていくという趣旨で行うことから、指導内容に差異

が生じないよう、巡回指導会議等を設置して、指導内容の基準を十分に勘案しな

がら１月から実施する。  

引き続き、内閣府と連携し、適正な監査基準をつくり、保育の質の確保に努めてい

く。  

［質疑応答］ 

・保育の質の向上について、児童の処遇面で問題を有すると考えられる施設、優先度

の高い施設について保育士が同行するということだが、具体的な基準等はどのよう

なものか。実際に現場を訪れて専門職としての経験や視点を踏まえて見ていただく

ことは非常に重要だと考えており、巡回指導としての訪問も含めて、全ての保育施

設に対して、なるべく早いうちに一度は保育士に現場を確認していただきたい。（福

嶋委員） 

・地方自治体との連携について、必要に応じた指導・監査等の合同実施とあるが、具
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体的にどのような場合を想定しているのか。指導・監査等の合同実施については、

チェック項目の違いや解釈の違い等、現場で混乱が生じないよう、すり合わせ等、

一定の整理すべき課題もある。将来的に合同実施の可能性はあるかと思うが、整理

には一定の時間がかかる。当面は、協会、市区町村、それぞれの立入調査を年に一

度実施し、補完することで、施設の質の向上を図るのがよろしいのではないか。（福

嶋委員） 

・施設の運営が停止する場合の利用児童の受入先の確保について、具体的にどのよう

な形で施設所在地の近隣市区町村や施設と連携・調整を図るのか。まずは、協会で

主導して企業主導型の保育施設間のネットワークで調整をお願いしたい。自治体が

保育所で受け入れる場合には、他の取扱いとの公平性の観点から、市民の方の理解

を得る必要がある。利用児童の受入れに当たって、各市区町村により入所要件が異

なることもあるため、入所要件を満たしていない子どもの取扱いをどうするかとい

った課題もあり、ルールを整理する必要がある。（福嶋委員） 

【協会から回答】 

・保育士は、保育の質の面ということで、保育計画が確実に作成されているかどうか

等々の書類を確認する。実際にその現場に行って気づきはいろいろあると思ってお

り、保育士を積極的に活用しながら、できるだけやっていきたい。また、巡回指導

が有効だと考えており、保育の質をきちんと指導できる適切な巡回指導員という方

をできるだけ選定して行っていきたいので、地方自治体の方にも協力等をよろしく

お願いしたい。 

・連携で行っている主なものは特別立入調査。通報の内容は虐待等、様々な場合があ

る。チェック項目自体のすり合わせについては、実施状況等を踏まえながら地方自

治体と調整していきたい。協会としても、全ての施設にできるだけ早く立入調査に

行きたいと考えており、内容について調整をするとともに、情報の共有を図ってい

きたい。地方自治体が、開所したばかりの施設に積極的に行っていただけると大変

ありがたい。 

・利用児童の受入調整については、できるだけ近隣の企業主導型保育事業の実施事業

者の方々に協力いただくというのが一義的にはあると考えている。実際に認可保育

所を利用する場合には、公平性の観点も踏まえて、地方自治体で考えられていると

いうのは十分に承知している。利用者にできるだけ不都合なことにならないように、

引き続き、ご協力をよろしくお願いしたい。 

【内閣府から回答】 

・全ての保育施設に保育士が行くということに異論はない。まずは、新規で立ち上が

った施設。それから、過去に重大な事故があったり、あるいは、保育内容について

特に通報があったり、保育内容について同じような指摘を受け続けている施設。こ

うした施設からまずは重点的に行い、保育士の確保などに努めながら対象を広げて
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いくという形で進めていければと考えている。 

・指摘のとおり、認可外の指導監督基準と、協会が施設に対して行っている基準が一

緒ではない。今の時点では、特に通報等があったときに、同じタイミングで行くと

いうことはあり得ると思う。実績を積み重ねていく中でさらに整理していければ、

また違った局面にもなり得ると感じている。将来的には有機的にということはある

と思うが、基本的には情報の共有が大事なのだと考えている。 

・施設の運営停止の場合など利用児童の受入先の確保に関しては、まずは、しっかり

とその市区町村に情報をきちんと報告することが何よりも大事。その上で、一義的

には、企業主導型のネットワークの中で吸収していくということで、しっかりとコ

ミュニケーションを取っていきたい。 

【協会から回答】 

・施設の運営停止の場合など利用児童の受入先の確保に関しては、新システムで事業

所の情報をデータベース化し、その情報も事業者なりでうまく活用できるようにす

ることで、様々な課題を解決していければと考えている。 

 

・指導・監査等の合同実施について、今想定していることは、虐待等の通報等があっ

た緊急時ということで、日常的に実施するということではないという理解でよろし

いか。（福嶋委員） 

【内閣府から回答】 

・今の時点では、日常的に実施するまではなかなか難しい。将来的にどうするかとい

うのは、協会や市区町村の皆さんとも話しながら、しっかりと考えていきたい。 

【協会から回答】 

・事前に立入調査の日程を情報提供させていただくと、自治体の方からの要望があり、

自治体の方と調整しながら行うこともある。特別立入調査だけということではなく

て、地方自治体の方々と調整し、一緒に行いたい。 

 

・施設の運営停止の場合などにおける利用児童の受入先の確保については、公平性の

観点から、取り扱いに関する国のルールを設定していただきたい。（福嶋委員） 

【協会から回答】 

・施設の運営停止の場合など利用児童の受入先の確保に関して、企業主導型保育事業

は、事業規模、定員が小さい施設があるので、十分なスペースが確保できないとい

う場合もあるので、臨機応変にやっていきたいと考えている。ご理解をお願いした

い。 

 

・資料４の７ページ、全国への実施体制として、巡回指導の担い手となる巡回指導員

が15名体制で人数的に大丈夫なのか。（高祖委員） 
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・資料４の９ページ、感染予防の対策として、感染状況に応じて指導・監査等を休園

日にも実施するということだが、保育内容、実際の保育の様子の確認なども休園日

に済ませてしまうのか。（高祖委員） 

・地方自治体との連携に関して、立入調査でチェック項目が微妙に違うという点につ

いては、基準をなるべくそろえていく方向でご検討いただきたい。保育園、幼稚園、

企業主導型も、子供自身の育ちの基準は、園ごとの経営方針によって全く違うとい

うことではないので、チェック項目が微妙に違っていると全体の評価を横並びで確

認しづらい。すぐにできなくとも、要望ということでお願いしたい。（高祖委員） 

・資料６の２ページ、「４．指導・監査の実施」で指導・監査の基本的なフローの記

載がある。口頭指導と文書指導があるが、この流れでは、通知書で通知をするのは

文書指導の部分だけということになって、口頭指導はその場での指導・助言だけに

なるということなのか。（多田委員） 

【協会から回答】 

・地方自治体でも巡回指導員が潤沢にいないという状況が見えてきたため、実態に即

した形として15人を目標としている。巡回指導自体は、長い時間かかっていないこ

ともあり、現場の地域にいる方を嘱託として雇用することで、１日２か所の巡回指

導も可能かと考えている。とはいえ、巡回指導員になれる人材を独自で確保するこ

とは容易ではないため、随時地方自治体の方々の協力を得ながらやっていきたい。 

・基準についは、厚生労働省、内閣府の指導を基に内容を精査していきたいと考えて

いる。 

・文書指導について、現場においては、基本的に、文書指摘のほかにも口頭でした内

容については、メモをとってもらい、認識していただくということを行っているた

め、指導内容に関して認識の差異はないと考えている。前回、口頭で指摘したもの

については、協会にデータ・資料は残っており、協会の監査員が１年に１回行くな

かで、指摘事項が改善されているかどうかということも再度確認することにしてい

る。 

 

・口頭指導については、その場でメモを残して伝わるようにして、その後、改善につ

いても次回立入において確認するということで、一定の改善のサイクルにはなって

いるが、復命会の場で確認し、文書指導という行為を行うのと併せて、口頭指導の

内容についても、併せて文書化し改善報告を提出してもらうほうが、各施設にとっ

てはより改善のインセンティブになり、より改善に資するかと考える。また、改善

を図らないで複数回口頭指導を受けている施設に対し、補助金の停止なり処分も考

えていく必要がある場合に、手続を踏んでいるほうが指導もしやすい。一度検討し

ていただきたい。（多田委員） 

【協会から回答】 
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・文書指摘はしないが、参考で、別添で口頭指導のメモをとっている。その内容が必

ず全部該当しないということもあり、ご意見を踏まえながら検討していきたい。 

 

・認可保育所の審査等をやっていると、複数施設を経営している事業者の場合は、既

に指導・監査を受けた施設について、直近の指導・監査の結果も資料添付せよ、そ

れも判断材料にしたいということが多々ある。指導・監査の結果が、良好だったと

いう文書があれば、新規施設の審査の際にかなり有効だ。企業主導型の場合も、そ

の保育事業実施者とその設置企業が必ずしもイコールではない場合に、保育運営事

業者が設置企業に対して監査で問題が検出されなかったということを証明する文書

があったほうがよい。いろいろな意味で口頭指導の内容も含めた結果を見える化し、

残しておくということはとても重要ではないか。施設にとってもメリットがあるた

め、要望として検討いただきたい。（吉田座長） 

 

・資料８の別添、指導・監査評価基準の中の経理の評価基準に関して、不正の防止が

テーマに上がっているが、経理に関する指導・監査基準の項目は、不正防止の観点

からすると弱いと感じる。会計士の方を採用したということなので、専門家を交え

て、財務の指導・監査評価基準の経理の部分を、不正防止の基準に適うように一度

見直し、整理をしていただきたい。 

個別に気になるところは、 

・社会福祉法人以外の法人の場合に、備えるべき帳簿類を明確にして、整理すべき 

・指導・監査評価基準の１ページ（４）に「帳簿の整備」という調査事項も専門家

の方を交えて整理が必要。必ず作成しなければならない補助簿と必要に応じて作

成すべき補助簿を整理する。作成すべき帳簿を示し、監査での確認を考慮すべき

と考える。 

・（５）の経理事務の項に、契約書の作成確認を含めているが、助成事業において

は、契約の透明性確保が一番求められる。契約については指導・監査の調査項目

としても項目を別立てで用意し確認すべきと考える。契約について確認すべき事

項は、業者選定の透明性が確保されているか、法人内部の決裁が確保されている

か、その上で契約書の作成があるか等、不正防止の調査基準、監査基準に適って、

契約にかかる他の確認項目を整備すべき。 

・（８）の支出の項目、支出にあたっては、正当な権利者からの請求に基づいて支

払っているのかが一番必要な確認項目だが、それがない。使途不明金を避けるた

めに支出の内部統制がどうあるべきなのか検討し、確認項目を監査基準で明示す

べき。正当な権利者からの請求を基に支払っているのか等、再度、項目の検討が

必要。 

・（９）の収入超過調整額の項は、積立資産の話と積立金の話が混同されている。
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社会福祉法人の規定などを参考にしながら整理が必要。 

・（11）の助成金の受入確認の項、専用の預金口座を開設しているかどうかという

のは、審査の時点で確かめること。確認項目として規定するのであれば、専用の

預金口座に入金されているか、入金事実の確認とするべき。 

・５ページの（15）貸借対照表の確認の項。貸借対照表で確認すべきなのは、財産

の実在性である。不正防止の観点からは、現金預金について実際に存在している

か、他の資産項目については使途不明な残高がないか、内容不明な残高がないか、

等を確認するべき。不正防止の観点から策定した基準となるよう専門家を交えて

整理が必要。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・本日、提示した評価基準は、立入調査でどこまで掘り下げてやるかということを含

めて、専門家の目で見るといろいろ不備な部分もあると認識している。まずは入り

口としての項目の整理ということでご確認いただきたい。再来月、財務監査の基準

のイメージを検討し、骨子を作成し、点検・評価委員会に報告したい。その時点で

は、専門家の意見を踏まえた、しっかりとした内容としたい。立入調査は、時間を

できるだけ短縮しながら行うこと考えており、関係書類、保育の内容を含めて、ど

こまで掘り下げてできるか検討している状況にある。現在、各地方自治体での指導・

監査は、２時間以内から１時間という限られた時間で行っていると認識している。

監査対象施設への負担も考えつつ実施する必要があると感じている。 

【内閣府から回答】 

・今日示させていただいたのは、保育園を中心とする基準についてお諮りいただき、

財務面の基準等を含めては、今後、きちんと報告してゆく。その中で御指摘をしっ

かりと踏まえたものとなるように、内閣府としても協会を指導していきたいと考え

ている。 

 

・資料４、指導・監査の方針で、復命会では、指導・監査の品質管理のため、委託先

の指導内容を協会が評価し、事後的なチェックをするとのことだが、どう評価をし

て品質管理をするのか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・復命会は、委託事業者の標準化責任者に報告を頂きながら、標準化を図っている。

現在、新規の公募を含めなくても協会の監査と合わせて4,000件近くあり、ほぼ週１

ペースで復命会を開催している。内容によっては現場に実際に行く監査員も同席す

るが、毎週、復命会に監査員が全部集まってくると、監査の日程も組めなくなるの

で、基本的には、委託事業者の標準化責任者から復命をするということで考えてい

る。ただ、復命会での議論内容は、監査員の人たちにも参考になる内容でもあり、

監査員が監査だけをやって復命に全く立ち会わないというのもバランスが悪くなる
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と考えている。必要に応じて、監査を実際に行った者、順番に出席していただくこ

ともいいことであると考えており、そこは委託事業者と考えながら進めていきたい。 

 

・認可外保育所で前に問題になったところが、献立がちゃんと出されていなかったと

いうような報道があった。巡回指導基準の別添資料４ページの「食事の提供」つい

て、「安心して食べる」とか、「衛生管理のマニュアル」という言葉はあるが、年

齢や成長に応じた必要な栄養食材を使っているかどうかという言葉がない。献立を

チェックするなどで確認できるかもしれないが、重要な観点として明記していただ

きたい。（高祖委員） 

【協会から回答】  

・食事内容については、協会に栄養士もいるので、必要に応じて栄養士の意見を踏ま

えて進めていく。巡回指導については、これから人材確保と併せていろいろ調整す

る必要があり、項目については、確認していきたい。 

 

・「施設運営に関する管理評価基準」の２１ページ、「感染症への対応」には、新型

コロナウイルス感染症の拡大防止という点に関する具体的な基準が見受けられない。

現状、新型コロナウイルス感染症の拡大防止は利用者・保護者の関心の特に強い課

題だと思うが、それについて言及がないというのは、そもそも、そうした細かい点

まで評価基準には書かないからなのか、そうではなくて「実際には現場では見てい

ます」ということなのか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・感染症対策には、新型コロナ対策は含まれているという認識。今回は、基本的な部

分を示している。感染症対策は、厚生労働省から随時いろいろな通知が出ており、

内閣府からも情報を提供き、その都度、最新の状況を、随時、協会のホームページ

にアップするとともに、各種通知で周知していることから、必要に応じてその通知

の内容等を確認しながらやるということで考えている。 

 

・監査基準の中には盛り込まないけれども、実際には指導をするので大丈夫ですとい

う整理でよいか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

当然、こういう状況なので、新型コロナウイルス感染症対応は見て当たり前だと考

えている。 

 

座長より、言葉としてもこの別添の資料に明記して、より誤解を招かないようにす

るよう要望があった。 

【内閣府から回答】 
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・新型コロナウイルス感染症については、表記を検討する。 

 

（吉田座長） 

指導・監査の基準案について、委員会意見を反映し、少し整理していただく必要が

ある部分もあるが、基本的な考えとして、指導・監査基準（案）について、この原案

でよいか委員に諮り、了承。 

 

５．新システムの対応方針 

【協会より説明】 

 資料９に基づき、説明。 

・洗い出した課題を整理し、システム利用者の利便性の確保および業務の効率化を

目指す。具体的な改善内容については、９月の点検・評価委員会で報告する。 

現行システムの主な課題は、 

 ＜ホームページやシステムの使い勝手が悪い＞ 

・助成決定の結果や指導結果をキーワード検索できない。 

・申請に関するシステムの入力画面で、誤記入等に対するチェック機能が不十分な

状態にあるため、申請のあった事業者への対応に時間がかかる。 

＜テータ抽出や検索、閲覧に時間がかかる＞ 

・入力されたデータが、上書き保存されるため、過去データの抽出に手間がかかる。

また、施設ごとにＩＤを付与していないため、簡単に他のデータとの紐づけがで

きない状態にあり、集計作業等、必要なデータ作成に時間がかかる。 

＜通信容量が少ない＞ 

・現在の職員数、審査体制に対応した通信容量がないため、アクセス集中時に動き

が鈍くなる。 

＜情報の統合管理ができない＞ 

・サブシステムとの連携ができていないため、相互の情報共有が速やかにできない。 

 

［質疑応答］ 

・一般の保護者が使うときには、企業型保育を探そうというよりも、保育をしてもら

えるところを探そうという前提に立つので、すぐにはできないと思うが、企業主導

型保育の範囲だけでなく、通常の保育園、幼稚園とか、小規模とかというところの

情報もひもづけし、いろいろな情報を一般の方も使い勝手よく、横並びで確認でき

るようにしてほしい。（高祖委員） 

【協会より回答】 

・システムの点については、協会としては、要望として受けさせていただく。 

・情報検索機能を含めた使い勝手については、システム全体をもう一回再構築してい
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くなかで対応していきたい。 

【内閣府から回答】 

・システム画面が見にくいではないかというご指摘もあるが、システムでどういう情

報を開示していくのかという点については、次回の点検・評価委員会でお諮りした

いと考えている。 

 

・協会ウェブシステムを少し使ってみたが、あまり使い勝手がよくなかった。実際の

申請された方の声をもう一度丁寧に拾って、それに基づいて修正や改善をしていた

だきたい。個人の確定申告で国税庁のウェブを使うと大変使い勝手がよいので、い

ろいろ研究して、よりいいシステムにしていただきたい。（吉田座長） 

 

（吉田座長） 

システム対応の方針について、今後具体的に取り組んでいただくことではあるが、

この基本的な考え、資料９の内容でよいか委員に諮り、了承。 

  

６．閉会 


