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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７回） 

日 時：令和２年８月３日（月）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、 

泉 吉顕子ども・子育て本部企業主導型保育事業等担当室室長、 

魚井 宏泰子ども・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補佐 

（公益財団法人児童育成協会） 

望月 弘晃理事、戸田 漫財務部長兼総務部長、 

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 令和２年度 企業主導型保育事業の新規募集結果について 

資料２ 企業主導型保育事業における研修の充実について（案） 

資料３ 企業主導型保育事業における情報公開について（案） 

資料４ 児童育成協会における労務管理について 
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（委員会内容） 

１．開会 

吉田座長より 本日は、忽那委員が欠席となることの案内。 

 

 衛藤特命担当大臣より、以下のとおり発言。 

 

・点検・評価委員会の皆様には、実施機関を選定した後も引き続き事業の実施状

況及び附帯条件への対応状況について継続的に点検・評価していただいている

ことに感謝申し上げる。 

 ・先般委員会にお諮りした児童育成協会における新規施設の募集・審査などに必

要な人員確保の工程等を踏まえ、今年度の本事業の新規募集を行うことができ

た。引き続き、同様にお諮りした審査基準に従い、９月からの順次内示に向け、

保育の質の確保、不正受給の防止などに十分配慮し、協会において選定を行っ

ているところであり、内閣府としてもしっかりと協会を指導・支援してまいり

たい。 

 ・今回は、研修の充実と情報公開の方針について、点検・評価いただくことにな

っており、本事業における保育の質を確保・向上し、子供たちに安心・安全な

保育を提供するためには、事業を実施する事業者及び協会職員が必要な知識・

技能を習得することが不可欠であり、そのために研修の充実は非常に重要と考

えている。 

 ・また、事業の透明性を確保するとともに、利用者に必要な情報をタイムリーに

提供し、指導・監査結果等の公表を通じて事業者の改善につなげていくため、

事業に関する様々な情報を適時に公開していくことも重要だと考えている。 

 ・いずれも、本事業における保育の質の担保や事業の安定性の確保のための重要

なテーマであり、活発な議論をお願い申し上げる。 

 

吉田座長より、内閣府で人事異動があったことの案内。泉 吉顕内閣府企業主導

型保育事業等担当室長の紹介。 

・泉室長より挨拶。 

 

２．令和２年度 企業主導型保育事業の新規募集結果について 

【協会より説明】 

 資料１に基づき、説明。 

・提出期限ぎりぎりでの応募もあり、申請件数は、第１グループ（５月末日締切）

で576件、第２グループ（６月末日締切）で786件、合計1,362件となった。 

・現在、審査委員会の開催にむけて日程調整中。第１グループは、９月から順次内
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示をし、１０月から順次助成決定を行っていく。 

・募集枠は、２万人分程度として募集をかけたが、申請は、３万1,000強人分とな

っている。 

（吉田座長） 

 ・当初２万人を想定して、それを超える３万人余りということだが、２万人全部埋

めるということではなく、保育の質、ガバナンス等の中身を重視して、厳正な審

査をお願いしたい。 

 

３．企業主導型保育事業における研修の充実について 

【協会より説明】 

  資料２に基づき、説明。 

  ・企業主導型保育事業を実施するにあたり、事業者及び施設職員に対する研修、

ならびに、協会の職員に対する研修は、とても重要なものであると考えてお

り、附帯条件への対応を含めてしっかりと取り組みたい。 

  （１）事業者及び施設職員に対する研修について 

・附帯条件に示された「保育の質の確保のための研修の強化を図ること」「ガ

バナンスの確保、コンプライアンスなど組織の継続性に関わる研修を実施す

ること」「事業者間の関係構築を支援するため、事業者間の意見交換の場を

確保すること」を念頭に充実させていく。 

・また、eラーニングを導入して、受講者数の増や実施回数の拡充を図っていく。 

   ≪施設長研修会≫ 

    ・施設長、施設にとっては大変重要な方々。 

・全国の施設数4,000弱、全施設長を対象に毎年実施する。 

・基本ｅラーニングを中心とし、ガバナンスとコンプライアンスの強化を含め

た保育施設等の組織マネジメントについては、集合研修で行う。集合研修に

ついては、２か年に分けて計画し、参加される施設長の選定に当たっては施

設長の受講歴等も確認しながら選定していきたい。 

・集合研修時には、「意見交換」の時間を設けて、事業者間の関係構築を支援

したい。 

  ≪保育士研修会（キャリアアップ研修）≫ 

・７科目（保育６科目＋マネジメント研修）でｅラーニングを中心に行う。 

・基本的な内容は、厚生労働省で示しているキャリアアップ研修の時間数等を

参考にしている。ｅラーニングに取り組んでいる地方自治体の状況も確認し

ながら、協会としての研修を行っていきたい。 

・マネジメント研修については、経験年数概ね７年以上の保育士等を対象に集

合型も行い、「意見交換」の時間を設けて、事業者間の関係構築を支援した
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い。 

・開催場所については、新型コロナウイルス感染症拡大の状況もあり、都道府

県ごとの実施は厳しく、現時点では、東京（100名）・大阪（100名）の２回

で予定している。 

  ≪保育安全研修≫ 

・大変重要な内容ということもあり、毎年多くの方が受けており、本年度から

は対象人数を各施設１人以上と増やして、基本的にはｅラーニングを活用し

て実施する。 

・「子どもの予防接種と感染症対策」については、新型コロナウイルス感染症

の感染防止対応策を重点的に行う必要があると考えている。 

 ≪子育て支援員研修会≫ 

 ・保育士の方々の採用にいたらないこともあることから、子育て支援員の方々

にも保育の質の向上にむけて、研修の機会を設けている。 

・８科目８時間の基本研修と共通科目１１科目１４時間と選択科目の地域型保

育６科目からなる専門研修地域保育コースについて、ｅラーニングを基本に

集合研修、実習等も織り交ぜながらやっていく。 

・特に、心肺蘇生法については、ｅラーニングではなかなか伝えづらい部分が

あることから、実技での実施が必要と考えている。 

・令和元年度に行った子育て支援員研修においては、保育現場でのオリエンテ

ーションや実習を取り入れていたが、受入れ先であった保育施設から新型コ

ロナウイルス感染症拡大の状況があるので実習を控えたいという話もあり、

実習ができなかった事例もあった。今年度についても、厳しい状況ではある

が、実習という項目は入れていきたいと考えている。 

  ≪ｅラーニングに関して≫ 

  ・新型コロナウイルス感染症拡大という状況のなか、子育て支援員研修をはじ

め、受講者数を増やすため、全般的にｅラーニングを導入した形でやってい

くことを考えている。 

・単に、ｅラーニングを受けて終わりとならないよう、内容についての小テス

ト等も実施し、受講者管理をしていく。 

・また、受講内容等、受講者等からの意見も踏まえながら進めていきたい。 

  ≪スケジュールについて≫ 

・公募により事業者を選定した後、実際の研修については、協会主導のもと11

月から実施と考えている。 

（２）協会の職員に対する研修について 

・入社時の初期研修（新規職員対象）と継続研修（２年目以降の職員対象）の

研修体系を設けた。 
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・附帯条件を踏まえ、業務知識の習得をはじめ、保育の質・保育所保育指針の

内容についても理解を深めることを目的とした研修、不正受給の防止を目的

とした不正受給案件をテーマにした研修、助成金の使途を監査する観点から

の財務監査研修、個人情報の管理、情報セキュリティーの研修、を行ってい

く。 

・特に、不正受給の防止に関する研修については、具体的な案件について、協

会の顧問弁護士、関係の弁護士の方々で検討した内容もこちらの研修に反映

していくことを考えている。 

  ・協会の職員に対する研修においてもｅラーニング活用しつつ、外部の講師の

方々による講演等も取り入れていく。 

・スケジュールについては、公募により事業者を選定した後、11月から研修の

実施ということで考えている。 

 

[質疑応答] 

 ・研修を外部委託するということだが、今回の研修概要を基にして、内容（カリ

キュラム）自体は委託業者が作成するということか（高祖委員） 

 ・保育安全研修会はｅラーニングのみということだが、全体の中で事故率が高い

と思われる施設等の研修への取り組み度合い等の確認やチェックについて、ど

う考えているのか。(高祖委員) 

【協会から回答】 

・委託先の選定にあたっては、今回の内容のうち抽象的なところもより具体的な

内容にして仕様書をつくり、選定を行う。 

・まずは、これまでどおり、事故がないようにということを第一義に保育安全研

修を実施していく。一方で、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する状況

の中で、どこまで集合研修ができるかというのは厳しい状況がある。ｅラーニ

ングを前提としながら、ここは絶対に集合研修が必要だという部分についても

検討していく必要もあると考えている。 

 

・施設長研修について、今年は3,000人を対象に集合研修をして、残りはｅラーニ

ングということだが、3,000人をどういう基準で選定するのか。（的場委員） 

・参加者同士の関係構築はとても大事なことであり、意見交換については集合研

修時だけでなく、ｅラーニング上でも意見交換を行う方向で検討いただきたい。

（的場委員） 

【協会から回答】 

・施設長には、ｅラーニングは全て受けていただく前提で考えている。集合型で

の実施が厳しい状況にあるなかで、今年度の集合研修の対象を3,000人で区切っ
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た。 

・ｅラーニング上での意見交換については、どこまで可能なのか検討していきた

い。 

 

 ・ｅラーニングのもう少し具体的なイメージを教えていただきたい。その上で、

今回取り組むｅラーニング等の研修のやり方の効果等、今後、どのように評価

して改善に生かしていくのか。（多田委員） 

【協会から回答】 

・現在、細かなイメージまで説明できないが、受講者に対しては、IDとパスワー

ドを発行し、不適切なｅラーニングにならないように、委託先と十分打合せし

ていく。今後もいろいろなやり方について御意見もいただきながら、柔軟に対

応していきたい。 

・なりすまし等、種々問題点が指摘されていることもあり、すでにｅラーニング

を実施している地方自治体からもノウハウを教えていただきながら取り組みた

いと考えている。  

【内閣府から回答】 

・研修の効果はどう評価するのかという点については、受講者にアンケートのよ

うなものを書いていただくことを考えており、その内容も踏まえて、今後どの

ように改善していくかというところも検討していきたい。 

 

・ｅラーニングは、いろいろなパターンがあり、まだどこも試行錯誤状態なので、

よく検討いただきたい。厚生労働省は、ｅラーニングの調査研究委託事業をや

っているので、情報共有してよりよいｅラーニングにしていただきたい。（吉

田座長） 

  

 ・時節柄、ｅラーニングが中心となっても、効果測定が非常に重要だ。受講者か

らのアンケートだけでなく、小テストを行い、一定の得点に達した段階で研修

を修了できる形にするといった工夫も必要ではないか（福嶋委員）。 

 ・資料４ページ、今年度からは市区町村との連携が一つキーワードとして挙がっ

ており、施設長側も市区町村との連携を意識して運営していただく必要がある。

これを踏まえ、施設長研修では、企業主導型保育事業という制度を説明する内

容が必要ではないか。（馬場委員） 

 ・予定していた集合型で研修を実施できない場合にどのようにするのか。意見交

換は難しいが、ほかの部分については可能な限りｅラーニングで実施するのか。

また、集合型で研修を開催できなかった場合に、代替の内容等、委託費用につ

いては精算するような条項をつけて募集するのか。（馬場委員） 
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 ・研修の参加者の受講履歴を取っておくような仕組みはどうなっているのか。（馬

場委員） 

【協会から回答】 

・ｅラーニングのやり方には、様々あると認識している。厚生労働省の調査研究

の中で、昨年発行された保育士等のキャリアアップ研修をｅラーニングで実施

する方法等に関する調査研究協力者会議の報告書も参考にし、単に受ければい

いというものにならないよう、アンケート、小テストの実施等、いろいろ工夫

をしていく。 

 ・施設長研修では、制度の趣旨だけでなく市区町村との連携も含めて、全体的な

説明が必要と考えている。 

 ・集合型をｅラーニング等に置き換えた場合に関しては、変更契約で対応したい。

契約上、双方で協議の上、契約の変更もあり得るということを盛り込む。 

 ・これまで修了証書を協会の名前で出している研修もあり、受講者管理の必要性

は十分認識している。受講者も何千人と増えてきていることから、既存のデー

タとの連携を含めて、しっかりと考えて対応していきたい。 

 

・施設長研修の講師をした経験からすると、施設長にきちんと法令も理解しても

らうため、企業主導型保育事業という制度を説明する内容は当然入っているも

のと認識している。（吉田座長） 

・研修を受けたことがキャリアアップにつながるというのがもともとの前提で、

受講履歴は全部管理されるというのがそもそもの仕組みであり、子育て支援員

研修もそれを受けていないと保育の現場に立てないとか、大きい制度・仕組み

の中で管理される。施設長研修については協会が中心になって、しっかり管理

していただきたい。（吉田座長） 

  

 （吉田座長） 

企業主導型保育事業における研修の充実について、いろいろ意見や質問があっ

たが、細かい内容はしっかりと詰めていただき、資料として提出されている内容

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．企業主導型保育事業における情報公開について 

【協会より説明】 

資料３に基づき、説明。  

（１）指導・監査結果 

  ≪立入調査結果≫ 

・当該年度に立入調査を行った施設の一覧表を、翌年７月～８月頃に公表する。 
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・同時に、全体概要として、①実施施設数、②職員配置や保育内容に関する指

摘事項があった施設数、③主な指摘事項の上位１０項目を公表する。 

・なお、指摘事項に対して「改善報告を提出しない施設」や「改善報告の内容

に不備・不足がある施設」については、当該年度中に、随時公表する。公表

後に改善報告の提出があった場合には、公表情報にその旨追記する。 

  ≪特別立入調査結果≫ 

・文書指導を行った施設の情報について、その主な指摘・指導事項摘を当該年

度中に随時公表する。また、公表後に一定の改善等が見られた施設について

は、「改善等の状況」を追記して公表する。 

・随時公表した施設について調査結果の全体概要とともに、「施設の一覧表」

について、翌年に立入調査結果の公表と同時に公表する。 

   ≪午睡時抜き打ち調査結果≫ 

・これまで、口頭でいろいろアドバイス等を行ってきたが、今後はその内容に

ついて、文書指摘を行うこととし、その内容を含む調査を行った施設の一覧

表を取りまとめ、全体概要とともに公表する。 

・指摘事項に対して「改善報告を提出しない施設」や「改善報告の内容に不備・

不足がある施設」については、随時公表する。 

・公表の取扱いは、立入調査結果の公表の取扱いと同様とする。 

    ≪巡回指導結果≫ 

・巡回指導は、施設における保育内容等に関する助言・指導を行うために実施

するものであることから、立入調査等と異なり文書指導等は行わないため、

実施した施設の一覧表については、公表しない。 

・ただし、実施施設数や主な相談内容を巡回指導の全体概要として、翌年に立

入調査結果の公表と同時に公表する。 

   ≪専門的監査結果（財務監査、労務監査結果）≫ 

・財務監査、労務監査に係る結果の公表については、モデル立入調査等を経て、

当該監査の実態を踏まえて公表内容を含めて検討したい。 

（２）施設情報（定員充足状況を含む） 

・定員充足状況について、本年度は、暫定的措置として、各施設からの月次報

告をもとに作成し、四半期ごと公表する。 

・新システム稼働後は、事業者から、各月初日の人数を、同月１０日までに報

告させ、同月末までにその報告を速報版として一覧に取りまとめ、公表する。 

・施設情報における公表項目の詳細については、自分のお子さんの年齢の定員

に対して現員がどこまで今使われているのかという状況も含めて、開所時間、

開所曜日等が分かる形にしたいと考えている。 

（３）助成決定状況 
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  ・前年度決定分について、概要及び施設ごとの助成決定額を含む詳細を翌年度

の６月～７月頃に公表する。 

 （４）助成決定取消施設 

  ・前年度取消を行った施設について、取消事由等をまとめて翌年度の６月～７

月頃に公表する。 

  ・なお、特別立入調査を行った結果として取消しを行った施設については、随

時その内容を公表する。 

 （５）取りやめ施設 

  ・前年度取りやめを行った施設について、取りやめ事由等まとめて翌年度の６

月～７月頃に公表する。 

 （６）休止施設 

  ・前年度休止となった施設について、休止事由等まとめて翌年度の６月～７月

頃に公表する。 

 （７）財産処分に関する情報 

  ・概要として、財産処分の種類（事業譲渡（類型別）、転用、廃棄等）ごとの

施設数を四半期に一度公表する。 

  ・詳細についても、財産処分の種類ごとに、その事由等を含めて案件ごとにま

とめたものを四半期に一度公表する。 

 （８）収支状況に関する情報 

  ・前年度助成決定施設分について、年度完了報告審査後に公表する。 

  ・公表内容については、科目等、確認しながら進めていきたい。 

 

 [質疑応答] 

 ・立入調査等について、実施施設の優先順位や、どのような施設を対象として決

定するかなど、仕組みはどうなっているのか。（高祖委員） 

【協会より回答】 

・立入調査については、平成29年度以降、保育に関する事故があった施設、また、

通報等があった施設、開所してまだ立入調査が一度も行われていない施設、ま

た、継続して同じ指摘を受けている施設等を対象としている。 

 ・新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、協会の職員が県を越えて監査

に行けない状況もあるため、まずは東京を中心とした首都圏において実施する

こととしている。対象施設には、介護施設の中に設置している企業主導型保育

施設もあり、外部の方には施設に入ってほしくないというケースもあることか

ら、他の場所が確保できるかどうか等も踏まえながら、個別丁寧に対応し支障

がないようにしている。 

 ・特別立入調査については、協会において、毎週、特別立入調査の現状報告に関
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する会議を行い、その通報の内容を踏まえて臨機応変に実施の判断をしている。

特別立入調査についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、県をまた

いだ調査は厳しい状況にあるため、地方自治体と情報連携を行い判断している。 

  

・資料１２ページの記載内容での情報公開はぜひ行ってほしいが、「今後の取扱

い」として、「施設の一覧は、あくまで報告を行った施設の情報のみをとりま

とめて作成することとなるため、必ずしも全施設の一覧ができるわけではない

ことに留意」とある。ここは、少なくとも助成を受けている全施設の一覧表を

つくるべきではないか。（的場委員） 

 ・同一覧表中の「指導・監査結果へのリンク」は、資料７ページの立入調査の結

果や、資料８ページの特別立入調査の結果にリンクされるのか。(的場委員) 

【協会から回答】 

・定員充足率については、月次報告として各事業者から申請があった内容をデー

タ化して、公表することを考えている。実際、各事業者が、どこまで対応でき

るかということもあり、申請状況を見ながらやっていく必要がある。全施設分

の対応については、新システムを構築する中でできるだけ使いやすい、分かり

やすい内容にしていき、どこまで何ができるか、考えていきたい。 

 ・指導・監査の結果のリンクは、資料７ページや８ページの各施設がどういう指

摘を受けているのかという内容が分かるところに張ることを考えている。 

 

・指導・監査の結果を文書指摘や指導につなげるということだが、いろいろな運

営形態、設置形態があるなかで、誰に対して指摘・指導ということになるか確

認しておきたい。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・設置事業者が助成した相手方になるため、設置事業者に対して結果通知を出す。 

・運営主体にどこまで情報が伝わっているかという懸念への対応については、並列

に書いて、運営事業者も含めて指摘するというのが一つの方法と考えている。 

 

・運営主体と情報共有できるとより良いので、検討をお願いしたい。（吉田座長） 

 

・資料７ページ、立入調査結果について、施設の一覧表を翌年度公表する一方で、

「改善報告を提出しない施設」などについては随時公表とあるが、特段の事情

がなければ、すべて随時公表とできないか。（多田委員） 

・立入調査結果について、年度ごとに全施設を一覧で公表するというのも一つの

方法だが、各施設が年度検査を受けてどう改善していったかということが経年

で分かるようにするというのも利用者にとっては非常に有効な情報だと考える。
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年度ごとの結果と施設ごとの経年での結果が併せて分かるような形で公表いた

だきたい。（多田委員） 

【協会から回答】 

・貴重な御意見として伺っておきたい。 

 

 ・資料４ページと５ページ。助成決定取消し施設の公表時期について、当該年度

取消し施設は随時公表となっている。取りやめ施設と休止施設、財産処分に関

する情報についても、利用者の方々や利用希望者当へ必要な情報を速やかに公

開し、利便性を図るという観点から、当該年度に取りやめ、あるいは休止、事

業譲渡等の財産処分があった場合には、随時公表していただきたい。（福嶋委

員） 

 ・資料３ページ。助成決定状況については、各自治体と連携して事業を進めてい

くためにも、各自治体に対しては一般公表前にできるだけ早く情報をいただき

たい。（福嶋委員） 

・各自治体とのスムーズな連携に向けて、助成決定状況に限らず、各情報を公開、

更新する際には、各自治体に対してメール等の手段で、その旨の連絡をいただ

きたい。（福嶋委員） 

 【協会から回答】 

・随時で行うもの、１年間まとめているもの、どの期間、どのタイミングでまと

められるのか、対応可否を含めて、引き続き検討していきたい。協会としても、

最新の情報をできるだけ早く開示していくことは重要であると認識しており、

できるところからやっていきたい。 

 ・率先して地方自治体の方に情報を提供することも重要だと考えており、御指摘

等を踏まえながら、できるだけ対応していきたい。 

 

 ・原理原則は、企業主導型なので従業員枠の方は当然だが、枠が設定されていれ

ば地域枠の方、そして、地方自治体と情報の温度差がないようにするというの

が一番基本だ。そういう視点から整理していただきたい。（吉田座長） 

・資料２ページの「専門的監査の結果」の公表については、現在のところ公表物、

公表時期、タイミング、公表頻度のいずれについても未定で、「結果の公表に

ついては当該監査の実態を踏まえて公表内容を含めて今後検討」とされている

のみだが、非常に重要なものとして当委員会で附帯条件として定め、実施して

いただくものなので、積極的な公表をお願いしたい。（石毛委員） 

・また、監査のやり方などもこれから設計していく段階なので、むしろきちんと

結果を公表できるようなやり方、公表できるような成果物ができるような監査

の設計を考えていただきたい。（石毛委員） 
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・資料５ページに８.として収支状況に関する情報公開が新規で追加されているが、

別添がなく、公表のイメージが分からない。今回間に合わなかったのであれば、

次回、提供いただきたい。情報量が増えるとシステムが重くなり、取捨選択は

必要だと思うが、利用者にとって有用な財務情報という目線に立って公表項目

の整理をお願いしたい。財務状況もできれば経年比較できたほうがよい。（馬

場委員） 

  

（吉田座長） 

 企業主導型保育事業における情報公開について、いろいろ意見や質問があったが、

いろいろな御要望もしっかり踏まえていただくことを前提に、資料として提出され

ている内容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。 

 

５．児童育成協会における労務管理について 

【協会から説明】 

資料４に基づき、説明。 

・前回の委員会における石毛委員からの指摘も踏まえ、現在の状況、今後の改善

策を報告。 

 （１）長時間労働の実態について 

・審査部門に業務量が集中した。契約職員、派遣職員もいるが、正職員に仕事

が集中した。最も多い月で、正職員の平均残業時間が９０時間弱であった。

長期的な視点に立って職員の補充を図ることができなかったこが原因と考え

ている。 

  ・ただし、管理職による、職員の健康管理に配慮した対応は行ってきた。 

・労務環境の改善のため、職員増員等の体制強化、勤怠管理システムを導入し

た労働時間管理、残業が８０時間を超えた者に対する産業医の面談等の対応

を行っている。 

 （２）業務分担について 

・協会は、正社員、契約社員及び派遣社員という構成になっており、責任の度

合い、案件の重要度、業務量等を勘案し、管理職が適切に配分を行っている。 

・審査部でも、業務分担をより適正な形にしていきたいと考えている。  

（３）離職について 

 ・今回、長時間労働があった審査部門において、正職員、契約職員の離職はな

かった。労働環境は厳しかったが、頑張っていただいた。 

・ただし、本年４月、渋谷の事務所を市ケ谷に移転することに伴って、契約更

新をしなかった派遣職員がいる。 
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 （４）内部通報制度について 

・全職員が確認できるグループウェアに、通報者保護やコンプライアンスにつ

いての規定を整備している。 

  ・ただし、職員全員が分かる環境にあったかという反省もあり、職員に対する

周知を行う必要があると感じている。今後は、窓口があることを職員の方々

に周知する機会を設けたいと考えている。 

（５）長時間労働に対する今後の改善策 

 ・職員の採用を計画的に進め、業務量に適した職員配置や、人材の確保を進め

る。同時に、職員向けの研修を充実させ、積極的に実施していく。 

  ・単に協会の職員を増やすだけではなく、外部委託を活用しながら業務改善に

取り組む。 

  ・審査においてどこに不都合があるかを事業者は事前にチェックしながら申請

ができる、協会の職員と事業者との間でのやり取りが少なくて済む、といっ

た機能をもつ新しいシステムを構築し、業務の効率化、迅速化を図っていく。 

  ・衛生管理規則を踏まえた健康診断等々を実施して、労働環境の改善を継続的

に図っていく。 

・離職者防止のため、職員のモチベーションが維持し、企業主導型保育事業の

審査等々の業務について支障がないよう、労務管理をしていきたい。 

 [質疑応答] 

・1月から３月の状況として「最も多い月で」平均残業時間が90時間弱とのことだ

が、もし労働基準監督署の人がこれを見れば、相当厳しい指導をされてしかる

べきレベルだ。４月から６月の状況はどうなっているのか（石毛委員） 

【協会から回答】 

・４月から６月については、36協定の範囲内で収まっている。審査部の時間外労

働時間、平均で62時間強という状況。 

 

・逆に言えば、１月から３月は36協定を超える時間外労働がなされていたという

こと。協会は、助成対象の事業者に対してコンプライアンスやガバナンスにつ

いての研修や労務についての監査を実施する立場である。仮にもブラックな職

場と誤解されるようなことがあっては、示しがつかない。一段と、襟を正して

いただき、改善措置を継続していただきたい。（石毛委員） 

 

 （望月理事） 

これからの体制づくりの中で、自分の過去の経験を生かして、マネジメントを

行い業務の効率化に取り組んでいく。具体的には、複数年の契約期間となった

ことを踏まえ、職員の多能化を図っていきたい。これにより、審査においても
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指導・監査の職員が対応することによって、相手との距離を縮める形でのコミ

ュニケーションができるようになり、結果的に無駄や非効率な時間を減らして

いく体制を作っていく。最終的には、人材のポートフォリオをきちんとつくっ

て組織的な動きができる団体にしていきたい。 

 

・新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中で、テレワークの体制づくりは

どうなっているのか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・テレワークについては、４月から実施している。セキュリティー面を考慮して

専用のネットワーク（VPN）を使っている。また、県外移動などの通勤に支障を

来すことも想定して、パソコンを50台ほど追加で導入した。 

  

・今後は、新規募集はほぼなくなってくることが想定される、年間を通して業務

量を見据えて労務管理体制を整備していただきたい。内部通報制度は、仕組み

があっても機能しないということがないよう、きちんと運用できるような工夫

をしていただきたい。協会の職員に対する研修も含めて、実効性を持たせるよ

うな研修をしっかりやっていただきたい。（吉田座長） 

 

（吉田座長） 

児童育成協会における労務管理について、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今後の改善策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。 

 

吉田座長より、新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、遠方からから参加が

難しく欠席となっている忽那委員の状況も踏めて、参集とオンラインと両方ミ

ックスするなど、委員会の開催方法について、工夫するよう要望があった。 

要望を受けて、内閣府より、今後の感染状況を踏まえて、どういう形で開催さ

せていただくことが可能かどうかは検討していく旨の回答があった。 

 

吉田座長より、内閣府での人事異動に伴い、委員会から離れることになった児

玉 泰明前子ども・子育て本部企画官の紹介。 

・児玉氏より挨拶。 

 

 ６、閉会 


