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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８回） 

日 時：令和２年１０月１３日（火）１０：００～１２：００ 

場 所：中央合同庁舎８号館５階共用会議室Ａ 

出 席 者：（委員会委員） 

石毛 和夫委員、忽那 ゆみ代委員、高祖 常子委員、多田 博史委員、 

馬場 充委員、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 

（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、 

安村 邦彦指導監査部長 

配 布 資 料：次第 

資料１   令和２年度の保育面を中心とした指導・監査の方針について 

資料２－１ 専門的財務監査 

資料２－２ 専門的労務監査 

資料３   関西支所開設に向けた整備方針について 

資料４   児童育成協会における新システム導入の具体的方向性について 

資料５   令和２年度新規申請施設の審査状況 

資料６   企業主導型保育事業における財産処分の承認状況 

参考資料  指導・監査評価基準（立入調査（経理）） 
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（委員会内容） 

１．開会 

 

２．指導・監査方針について 

【児童育成協会（以下、「協会」とする）より説明】 

資料１に基づき説明 

・前々回の委員会で報告のとおり、今年度は3,800か所の指導・監査を行う。協会1,800

か所、委託先2,000か所。委託先については、複数社を前提とした再公募の結果、２

社の事業者を選定した。 

 ・現在、契約に基づいて委託先と準備を進めている。今月下旬から監査を実施する。

最初は、合同監査ということで指導・監査のノウハウを積極的に事業者に伝えると

ともに、監査の質の均一化を図っていきたい。 

 ・地域を東日本エリアと西日本エリアに分けて、それぞれの事業者が担当し、来年２

月までに監査を終了する予定。 

 ・随時工程の管理をしっかりしていきながら、復命会等を通じて、質の確保について

は責任を持ってやっていきたいと考えている。 

 ・参考資料として、各事業者の監査体制を添付しているので、ご確認いただきたい。 

 

［質疑応答］ 

・監査体制における保育士の配置について、西日本エリア担当の事業者では各支社・

営業所における保育士の配置が複数名あるが、東日本エリア担当の事業者では同じ

ような記載がない。どのようになっているのか。事業者間での「監査の質の均一化」

という観点から、レベル合わせというか、質の相違が出ないようにする必要がある

のではないか。（福嶋委員） 

【協会から回答】 

 ・東日本エリア担当の事業者は、専門家チームに、保育士５人、建築士、税理士を配

置する体制、西日本エリア担当の事業者は、個別のブロックにおいて配置する体制。

体制に違いがあるが、最終的には協会のほうで監査の結果の内容の均一化は図って

いきたい。 

 

・西日本エリア担当の事業者は、関西・広島など地域ごとに保育士の人数配分がある

が、東日本エリア担当の事業者は、まとめて専門家チームと表記されている。表記

されている人数でどのように動ける体制なのか。東日本は北海道・東北と範囲が広

く、地域特性などもあり心配だ。西日本のように配置することはできないのか。（高

祖委員） 

【協会から回答】 

・監査員へのアドバイスは各地域に保育士を配置して対応するか、トータルした質の
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管理という観点から専門家チームで対応するかというのは、各事業者で考え方が違

う部分がある。いずれにしても、400か所の合同監査には協会の保育士も帯同するな

どして、できるだけ保育士のノウハウを生かした形で行っていきたい。 

 

・東西1,000か所ずつといいながら、西日本のほうは29名の保育士が予定されていて、

東日本は専門チームで5名、この差はあまりに大き過ぎる。理想を言えば、東日本も

６エリアとして、各エリアに２人ぐらいは何かのために交代で見ているような体制

を取っていただかないと、東西のこの数の違いは合理的説明が難しいのではないか。

先方の事情もあろうかとは思うが、可能な限りバランスを取っていただいたほうが

この事業のためには良いかと考える。そのように配慮いただきたい。（吉田座長） 

【協会から回答】 

 ・いただいた御意見については、できるだけ反映させられるように、もう一度、事業

者と協議をしたい。 

 ・今回の指導監査の方針として、年度内に必ず完遂させるとしている。コロナの問題

もあり、若干スケジュールが後ろ倒しになる中で、委託先として２社の事業者を選

定できた。協会として、幾つかの形で効率性向上、品質の維持に注力してやってい

きたい。 １つ目は、品質を維持するということから、複数の箇所について私ども

の監査員を派遣させる。２つ目は、フィードバックを迅速にしないと整合性が取り

づらいということが想定されるため、委託先２社の協力を得て、共通の管理ツール

を使い迅速性を確保する。３つ目は、２社の担当エリアが重複すると、相当負荷が

かかると考えており、スピード感の中での輻湊性をなくすということで、担当エリ

アを東西に分けた。 

・スケジュールに沿って、全力を尽くしていきたい。 

 

（吉田座長） 

令和２年度の保育面を中心とした指導・監査の方針については、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ただくということでよろしいか委員に諮り、

了承。 

 

３ 財務面・労務面の指導・監査基準について 

【協会より説明】 

資料２に基づき説明 

＜財務面の指導監査について＞  

・財務監査については、当委員会後、公募により委託事業者を決定する。基準の骨子

をもとに仮基準を作成し、研究会等を実施した後、来年１月から試行的な実施、検

証を行う。来年度は、その研究会等の内容を踏まえて、財務監査基準を策定し、本
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格的な実施としていきたい。令和５年度末までに、全ての事業者に財務監査を実施

する。 

・財務監査の目的は、「公認会計士・税理士などの専門的な知見・経験を有する者が、

児童育成協会が今後策定する財務面の監査に特化した指導監査基準（財務監査基準）

に基づき、企業主導型保育施設において助成金の不正使用や不適切な会計処理など

が行われていないか明らかにする。」こととする。 

・通常監査（経理編）は、「児童育成協会の職員が、保育施設の運営を行う上で会計

処理が適切に行われているかについて、主に基本的な事項や形式的な内容（帳簿書

類や決算書類があるか等）を中心に確認を行うもの。」とし、財務監査は「公認会

計士・税理士などの専門的な知見を有する者が、保育施設における帳簿書類や決算

書類等を確認した上で、会計処理の具体的な手続き内容や助成金の不正使用等が行

われていないかについて確認を行うもの。」とする。財務監査基準の監査項目につ

いては、通常監査（経理編）の調査事項の構成と基本的には同様となるが、特に不

正防止の観点から、具体的な監査の内容や手続きの明確化を図るとともに、重点的

に確認する事項を定めるなど、協会職員による通常監査（経理編）では確認が困難

な内容を含めたものとする。 

・財務監査基準については、監査の観点を➀管理組織：会計責任者と出納職員を区分

するなど内部牽制体制が確保されているか、資産管理が適正に行われているかにつ

いて確認。➁適正な会計処理：経理に関する規定に従った適正な会計処理が行われ

ているか、会計関係書類が適正に作成・保管されているかについて確認。➂透明性

の確保された契約：契約締結に当たり、適正な入札の実施や随意契約が行われてい

るかについて確認。とし、「財務監査研究会」による検討を経て、来年度までに基

準を策定する。 

・財務監査の結果、不適切な会計処理が行われていることが確認された場合には、速

やかに是正措置を講じるよう文書指導などを実施する。また、助成金の不適切な支

出が確認された場合には、助成金の返還を求めるとともに、不正の事実が判明した

場合には助成決定の取消し等を行うなど所要の措置を講じる。なお、各施設に対す

る財務監査の結果については、協会において取りまとめた上で、公表を行っていき

たいと考えている。 

・今後は、通常監査（経理編）において、基本的な会計処理（本業と保育事業の区分

経理の実施や、帳簿・決算書類の整備など）が全ての施設において確実に実施され

るよう、指導を着実に行っていく。同時に、協会において、公認会計士や外部委託

先等の財務分野に関する知見を有する者を中心として構成する「財務監査研究会」

を発足し、「財務監査基準（骨子）」をもとに、「財務監査（仮）基準案」を作成

し、点検・評価委員会に報告する。その後、令和３年１月から順次、モデル監査を

実施していく予定。 

・財務監査基準については、モデル監査の結果を踏まえ、研究会において財務監査の
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効果・効率等を検証した上で、「財務監査基準（案）」を今年度末目途に策定する。

研究会では、主に次のような内容について検証する。 

① 監査項目ごとの評価の判定区分（文書指摘や口頭指摘）の検証 

② 具体的な事例を基にした、それぞれの監査項目における更なる具体的かつ詳細

な確認事項の検証 

③ 監査項目の中で、不正防止の観点から特に重点的に監査を行うべき事項の検証 

④ 監査結果の公表方法・公表事項の検証 

・財務監査の委託先については、専門的知見を有する公認会計士又は税理士を有する

事業者を候補として考えており、本委員会後、速やかに委託先の公募を開始したい

と考えている。 

 

＜労務面の指導監査について＞ 

・労務監査については、社会保険労務士の唯一の組織である全国社会保険労務士会連

合会に委託する。全国社会保険労務士会連合会と連携し、労務監査基準や手順の策

定などの検討を行い、具体的方針について、今回の委員会に報告することとなって

いる。既にモデル的な実施も行っており、来年１月より立入調査を開始し、令和５

年度末までに、全ての事業者に対して労務監査を行いたいと考えている。 

・労務監査の目的は、「職員の「労務環境」や「処遇改善」に関して重点的に確認す

ることにより、保育施設で働く職員の働きやすい職場環境の醸成を促し、当該施設

の「保育の質」の向上を図ること」とする。具体的には、「労務監査により、賃金

をはじめとする保育士の処遇改善の実効性を確保する。」「労務監査により、職場

環境改善のための課題を明確にし、設置事業者等と職員が互いに協力してより良い

職場環境の構築を促す。」こととする。 

・労務監査の実施に際しては、昨年度のモデル労務監査実施時の進め方をベースとし

て検討している。立入調査を実施する前に、企業主導型保育事業における労務監査

の位置づけ等の理解促進、及び労務監査の品質確保を図るための研修を全国社会保

険労務士会連合会において行い、来年１月から本格実施したい。全国社会保険労務

士会連合会と協力関係を持ちながら、協会として責任を持った労務監査を行ってい

きたいと考えている。 

・労務監査の評価は、立入調査を踏まえ労務監査基準案に基づき、調査内容及び評価

事項ごとにＡ・Ｂ・Ｃ ３つの判定区分に基づき評価する。関連する社内規定、勤

務実績等の帳票類による確認や、必要に応じて職員等へのヒアリングを実施し、復

命会において評価を決定する。 

Ａ判定：指導・監査評価基準を満たしている事項 

Ｂ判定（口頭指導）：指導・監査評価基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

であって改善が容易と考えられる事項 

Ｃ判定（文書指導）：指導・監査評価基準を満たしていない事項で、Ｂ判定以外の



6 

 

もの 

・各施設に対する労務監査の結果については、協会において取りまとめた上で、公表

を行う。なお、立入調査の結果、悪質かつ重大な法令違反等が確認され、改善指導

等を行っても改善が見込まれない場合には、子どもの安全第一の観点から助成決定

の取り消しなどを含めた措置を検討する。 

・労務監査基準案（資料別紙）は、職員の労務環境や処遇改善に関する項目を中心と

する項目で構成している。労務管理関係の規定の整備、管理体制、帳簿の保管、保

険の手続が適切にされているか等々を確認するということで考えている。 

・労務監査の実施自体は、委託先の社労士会が中心となって行っていくが、復命会で

の評価決定、監査結果通知の内容確定、改善報告内容の確認等で、協会と協議しな

がらやっていくことになると考えている。 

・今年度については、労務監査実施期間が短期間であることを踏まえ、労務監査の立

入調査から改善報告の確認まで一貫性をもって確実に今年度内に終了することを念

頭に置き、施設数の多い上位７都道府県に加え昨年度のモデル実施県のうち、施設

数の多い上位３県を加えた計１０都道府県において各１０施設の計約１００施設の

労務監査を実施する。対象施設については、過去２か年にわたって保育面の指導・

監査において、労務面に関連する指摘のあった施設を中心に選定する。今年度の実

施状況を踏まえ、労務監査基準等の必要な見直しを行った上で令和３年度から令和

５年度末までに、今後開所する予定の施設を含めた約５，０００施設の監査を実施

する。 

 

[質疑応答] 

・労務監査で一番指摘が多いのが、健康診断を実施していないということ。この点、特

に配慮をしていただきたいがどうか。また、コロナ対策についてはどのように盛り込

まれているのか。（的場委員） 

【協会より回答】 

・協会としても健康診断に関する指摘が多いことは認識している。健康診断については

採用の時期と関係しており、中途採用の方などが漏れて、同じような指摘を毎年され

ている。結果報告としては、健康診断をやったという報告をもらうが、翌年、中途採

用された方が、監査時点で漏れているというパターンがある。これについては立入調

査において、引き続き重点的に確認していく。 

・コロナ対策については、特に重点的にやっていく必要があると認識している。指導監

査の他にも各研修を行うことになっており、管理者も含めた施設職員を対象とした安

全研修において、衛生管理部分で積極的にやっている。その安全研修を受講したかど

うかというのも監査のときにフォローアップをしているところ。 

 

・財務監査については、助成金の不正使用や不適切な会計処理が行われていないかを明
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らかにすることを目的とすると掲げられている。助成金の不正使用については、この

委員会が立ち上がった経緯にも関係しており、財務監査の目的適合性の観点からは、

通常の会計監査、指導監査よりも助成金の不正使用というところにフォーカスを当て

た監査が実施されるべきだと考えている。しかしながら、資料の財務監査基準（骨子）

を見ると、通常の指導・監査評価基準（経理編）と調査内容が重なっており、助成金

の不正使用に関わる監査事項がどこにあるのか明らかでなく、伝わってこない。今後、

財務監査基準案を策定する際には、助成金の不正使用がおこなわれていないか明らか

にする監査であることがわかるようにしていただきたい。すなわち、過去におこなわ

れた助成金の不正事例から、その当時の監査の問題点を検証した結果、令和３年度以

降の財務監査で実施する監査事項がこうであるということを示していただきたい。そ

うでなければ策定される財務監査基準が不正の再発防止に役立つ基準となっているの

か否か判断ができない。また、そのように示していただくことで、助成金の不正使用

に対する監査という、財務監査の位置づけがより明確になると考える。監査の位置づ

けが明確になることで、監査を実施する専門家、会計士、税理士も力の置きどころが

はっきりしてくる。今後のテーマとして是非検討いただきたい。（馬場委員） 

・財務監査研究会で、具体的に問題を詰めることが望まれる。（吉田座長） 

【協会より回答】  

・発生した不正事案の再発防止策は、内閣府からの指導も受けながらいろいろと検討し

てきたところ。現在、整備費の完了後に必ず現地確認を行うこと、申請時においては

申請者に必ずヒアリングを行うこと、申請法人の財務状況や建築費用については厳格

な審査を行っており、改善はしてきている。今回、実際に運営を開始した後に実際の

不正が起こらないように、指導監査の強化ということで、公認会計士の専門家の方々

による財務監査というのは当然意味がより強くなっていると考えている。財務監査研

究会で骨子を基に議論していくなかで、過去の不正事案も勘案し、より具体的に議論

していくことが重要であると考えている。 

 

・財務監査を公認会計士、税理士などの専門家が行うということで、監査の品質の向上

は期待できる。監査の品質が上がることで、不正の抑止にも役立つであろう。あとは

専門家がどこにエネルギーを注いで監査を行うかだと考える。骨子あるいは今後検討

される基準案のほうでより明確にしていくことが望まれる。よろしくお願いしたい。

（馬場委員） 

・専門的財務監査のほうは、新たに設ける仕組みであり、それ相応の人員も予算も新た

に割いて実施するものなので、例えば、通常監査では見逃してしまったかもしれない

ような不正を見つけることができたとか、より保育施設の財務的健全性や透明性の向

上につながるような改善指摘ができたとかの、新たに予算を出して専門家にお願いし

ただけの成果があったのかどうかを検証する機会を、ぜひ設けてほしい。検証の結果、

必要ならばより専門的な監査で深掘りをすることにしてもよいかもしれないし、専門
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的財務監査のコストパフォーマンスが悪過ぎるということであれば、また別の方法を

採るべきかもしれない。いずれにせよ、監査や手続のために予算が無制限に肥大化し

ていくのでは、いろいろな意味で弊害があることを懸念している。監査のコストパフ

ォーマンスを検証すべきという要請自体は、既に実施している労務監査も同じなのか

もしれないが、より検討を要するのは新たに設ける財務監査のほうと考える。（石毛

委員） 

・契約関係のところで、契約というのは「各事業者の契約に関する規定に基づき適正に

契約手続が行われているか」とあるが、この契約に関する規定は、各事業者が完全に

独自に定められるものなのか、または、企業主導型保育事業の規定により、幾ら以上

は競争入札にしなければいけないとか、そういうものがあるか。（多田委員） 

【協会より回答】 

・整備費においては、ほとんど公共事業に近いということを前提として、それに準じた

内容でやっていただくよう指導している。運営費においては、個別的な内容で、具体

的なところについては一律的な指導はしていないが、金額の高い整備費のところにつ

いて、公共事業に準ずるということで指導しているということで理解いただきたい。 

 

・今回、助成金について、単なる経理的な適正処理だけではなくて、不正使用まで見て

いくとなると、不正使用の事例として、子会社なりペーパーカンパニーをつくり、契

約手続きは適正に見えるが、不当に高い金額の委託料や何らかの物品購入費用でお金

を流すといったケースはありがちである。それを防ぐためには、社会福祉法人だと一

般的だが、一定額以上の契約は競争入札にしなければいけないということを会計ルー

ルとして要件化することで対応できる。単に要件を厳格にしてしまうと、柔軟な経済

活動を一部阻害するという面もあり、うまくバランスをとる必要もあるが、契約に関

して一定のルールなりを設けているということが、非常に重要かと考える。単なる会

計処理が適正に行われているかどうかだけではない、それ以外の観点での視点として、

しっかりと、検討していただきたい。あわせて、一部の職員に対して不当に高い報酬

ということもありがちな不正使用のケースとして、視点として含めて考えていただき

たい。（多田委員） 

・保育施設で働く職員の働きやすい職場環境が保育の質の向上を図るということを明記

しているところは、大変ありがたい。認可保育園でも離職で一番多いのが職場環境と

いうか、コミュニケーションの亀裂によるもの。育休・介護休業の関連の定めや運用、

ハラスメントの対応というのはもちろん押さえた上で、コミュニケーションがちゃん

と取れている職場なのかというところの視点をぜひ押さえていただきたい。（高祖委

員） 

・一般的に設置者が株式会社だと企業会計。保育事業者設置型の場合は社会福祉法人、

学校法人、NPO法人が設置者であると、企業会計ではなく、社会福祉法人会計基準や学

校法人会計基準であったりする。社会福祉法人と学校法人は内部留保の容易さの程度
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がかなり違うので、考え方の違いも出てくる。専門的財務監査において、学校法人会

計基準に通じている専門家がいるのか、その辺の現状・実態から見て、会計基準の違

いがあるかどうかを含めて、対応はどのように考えているのか。（吉田座長） 

【協会より回答】 

・現状は、中小企業の企業会計が多く、社会福祉法人、学校法人は、あまり多くはな

い。研究会の中では中小企業の経営に詳しい方も含めながら、委員から指摘があっ

たグループ会社の契約等、個別のいろいろな内容も踏まえながら検討していく必要

があると考えている。 

 

 ・数の多い少ないはともかく、いろいろな形態があり得るので、うまく全体のバラン

スを配慮していただきたい。（吉田座長） 

  

・労務管理体制で項目として大きく挙げる必要はないが、最近の人材確保の観点で、

離職防止や定着向上という観点から、あるいはコロナを考えても、メンタルヘルス

ということがかなり重視されている。ぜひメンタルヘルスへの対応ということも大

切にしていただきたい。（吉田座長） 

・労務監査の目的として、保育の質の向上が掲げられており大変重要なこと。その意

味では、保育に知見のある者による視点も踏まえて実施する必要がある。社労士会

への委託ということで、保育士が一緒に同行するのは難しいかもしれないが、別途

実施する保育面の指導監査結果を適宜共有しながら労務監査を実施していく等で、

保育の質の向上につながるよう検討いただきたい。（福嶋委員） 

【協会より回答】 

・保育の質を高めるというのは基本原則としている。通常立入調査のほかに行う巡回

指導時に保育士の方々に行ってもらう。今回、立入調査も２事業者に委託すると共

に、労務監査、財務監査、当協会の監査、午睡調査、様々な調査等、情報をシステ

ム的に一元化して、しっかりと共有しながら行っていきたいと考えている。 

 

・不正の一つに架空人件費の計上といったものがある。例として、勤務実態のない親

族等の職員に対して給料を支払うといった不正があげられる。財務監査基準（骨子）

においては、人件費の監査は一切触れられていないが、人件費不正の監査は労務監

査のほうで実施するのか、架空人件費にかかる監査のすみ分けをどのように考えて

いるのか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・架空人件費の計上に関する監査となると、出勤簿や賃金台帳の確認になる。協会の

立入調査においても、基本的に職員がいるかどうか、実際に賃金台帳があるかどう

かを確認して突き合わせをしている。通常は、事前通告をしてから行くということ

で、完全に隠蔽されるということもあるとは思うが、そういうところについては、
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別途、通報等があれば特別立入調査をする。そこで、架空計上があるということに

なれば、指摘し、場合によっては取消しという取扱いでやってきているところ。当

然、公費を不正に使っているということが確認できれば、適正に対応をしていきた

いと考えています。労務監査では賃金台帳等も見るので、労務監査面でもそこは確

認する部分と考えている。 

 

・通報があった場合に対処するということか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・通報があった場合も対処するし、立入調査、労務監査で疑わしい部分があれば、そ

こはより掘り下げて確認するということになる。 

 

・財務監査のところで確認をすると考えるのか、それとも労務監査のほうで確認をす

ると考えるのか、それはどちらなのか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・決算上、金額の多寡というよりは、実際に職員がいるかいないか、その職員に勤務

状態が本当にあったかどうかということなので、確認する観点としては、労務監査

がその実態が分かりやすいと考えているところ。労務監査でなくてはならないとか、

財務監査であるべきとか、通常立入監査では分からないということではなく、複合

的に情報を重ね合わせて、不適切な事案は対応していきたいと考えている。 

【内閣府より回答】 

 ・労務基準監査の基準案、P2の13で、労務監査で勤務実態がない者に給与が支払われ

ているかどうかを確認することになっている。一方、架空の人件費の計上を確認す

ることについて、いずれの監査で確認すべきかは、整理しておきたい。 

 

・今後、財務研究会のほうで議論していただくことを要望する。（馬場委員） 

 

・ケース・バイ・ケースでいろいろ検討しなければいけないこともあろうかと考える。

通報があれば労基署とも連携しなければいけないケースもある。その辺も含めて、

研究会のほうでよく検討いただきたい。（吉田座長） 

 

・監査が、労務監査と財務監査と保育の質の監査と分かれている。子どもたちがいる

時間が長いので、１人の子どもを見るには複数の保育士でシフトを組んで対応する

ことになる。こうしたシフト勤務体制で、子どもたちに対する保育の提供、あるい

は子ども自身の情報が、シフトに入っている保育士たちでスムーズに共有できてい

るかどうかという部分を確認していくためには、保育の質の監査のほうで、労務管

理面からもしっかりと確認するのか、それとも労務監査のほうで、保育時の子ども

たちの情報共有・伝達という部分の重要性の認識を持って監査をするのか、どちら
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で対応するのか。あるいは両方なのか。この点を十分に考え、子どもたちの保育に

この監査がいい影響を与えていくようにしていただきたい。（忽那委員） 

【協会より回答】 

・監査の目的は、より質の高い保育を実施していくことにあるので、ご意見も踏まえ

ながら、積極的に対応していきたい。 

 

（吉田座長） 

財務面・労務面の指導・監査基準については、いろいろな意見や要望をいただいて、

それも極力反映しながら詰めていくということで、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ただくということでよろしいか委員に諮り、了承。  

 

４ 関西支所開設に向けた整備方針について 

【協会より説明】 

資料３に基づき説明 

・関西支所については、附帯条件の地域ブロック支所における当面の事務として掲げら

れている整備状況の現地確認や地方自治体との連絡調整を含め、開設に向けた検討を

してきたところ。 

・本部と地域ブロック支所の役割分担として、現在、本部では、①内閣府との連携、②

企業主導型保育事業全体の企画立案、③審査・相談・指導監査の実施等を実施してい

るが、安全・安心な保育の実施を迅速に担保し、協会が行う業務の効率化を図るため、

統括的なところは本部が行い、整備状況の現地調査等を地域ブロック支所と分担して

実施していきたい。 

・地域ブロック支所は、①自治体との連携、②現地調査、③指導監査、④巡回指導の拠

点機能、⑤相談支援の業務を実施し、地域ブロック支所の審査会については設置しな

いこととしたい。 

・この事業においては地方自治体との連携が重要であり、現場にあれば、より自治体の

方と連携がしやすい。地方自治体との情報共有、情報の収集、巡回指導の内容等、い

ろいろとあるのではないかと考えている。 

・関西支所の設置のための準備室を協会内に設置する。理事会での機関決定や各種規程

等の整備等についてスケジュールに則り、しっかりと取り組んでいきたい。 

・関西支所については、本部企画部の位置づけとし、所長も含めて９名の体制とする。

来年３月に開所して業務を開始する。場所については、大阪市内を考えている。業務

量を勘案しながら、事務職員は、現地調査、自治体連携、相談支援等から取り組み、

７月を目途に指導監査の実施に携わっていく。 

  

（吉田座長） 

関西支所開設に向けた整備方針については、基本的にこの方針に沿って進めていただ
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くということでよろしいか委員に諮り、了承。  

 

 

５ 児童育成協会における新システムの導入の具体的方向性について 

【協会より説明】 

資料４に基づき説明 

・新システムについては、「事業者からの申請等に活用する電子申請システムについて

は、利便性を確保しつつ、効率的かつ効果的な審査業務を行えるよう、構築する」「内

閣府への定量的な事業報告、情報公開業務については、情報管理の徹底を前提としつ

つ、データ抽出を迅速かつ柔軟に行えるよう構築する」としたところ。 

・利便性の向上に関しては、現行、「助成決定一覧がPDFで掲載されており、施設名称等

で検索ができない」「月次申請等の画面に入力チェック機能がなく、誤入力が多いた

め、修正連絡等の事務負担が大きい」「月次申請等の画面が分かりづらく、事業者か

らの問い合わせが多い」「月次申請等の画面の１ページが長く、申請者の入力の負担

が大きい」「アクセス容量が小さく、アクセス集中時に、サーバーがダウンする」と

いった課題があるため、新システムでは、「地域の知りたい施設の情報（定員の空き

状況や指導監査結果等）をピンポイント閲覧」「明らかな誤りがある場合のコメント

表示機能や自動入力」「１ページが短いユーザーフレンドリー画面」「8,500程度の同

時アクセスに耐えうるシステム容量」を実現したい。 

・情報管理に関しては、現在、施設ごとのIDが付与されていないため、データ処理に多

大な労力がかかっていることから、施設ごとに個別IDを付与し、各年度の施設情報を

１つにまとめ、施設の審査、指導監査内容の統合を実現したい。 

・申請者への伝達に関しては、現行システムにメール機能が無いことから、事業者への

一斉メールはOUTLOOKを使用しているため、事業者がメールアドレスを変更した場合に、

変更を手動で行っており、非効率かつヒューマンエラーによる未達等の原因となって

いることから、新システムでは、メール機能を付し、事業者が自ら所定の手続きをす

ることにより、メールアドレスの変更をシステムで自動的に行い、「変更したはずが、

以前のアドレスに届いている」などのエラーをなくすとともに、協会からの連絡が届

いた際、事業者がメールを確認し「同意」ボタンを押すことにより、協会側から施設

の確認状況を把握する機能を設ける。 

・審査の効率化にむけて、「自動計算機能」「キーワード検索機能の充実」「審査対象

画面との複数画面展開機能」「添付書類のブラウザ上（インターネット上）での閲覧

機能」を実装したい。 

・指導監査に関しては、現行のエクセルやアクセスでの管理では、事務負担が大きいこ

とから、新システムに指導監査の情報を入力できる機能を付し、入力した指導監査結

果、立入検査結果を各施設の他の情報にリンクできるようにし、指導監査のスケジュ

ーリング機能、ペアリング機能（条件を付すことにより同じ職種のペアにならないよ
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うにする等の機能）を実装し、事務負担の軽減と円滑な指導監査の実施につなげたい。

併せて、指導監査の内容を迅速に共有するため、外出先におけるモバイル端末による

入力も可能とする。 

・３月末までには実際にシステムを動かして、事業者の方々に周知して、４月から新シ

ステムで行うということで、作業を進めていきたいと考えている。 

 

[質疑応答] 

・今回の新システムは、助成事業のためのものと了解しているが、ホームページ上に検

索機能を持たせて、地域の知りたい施設情報の閲覧は、一般の方もアクセスできると

いう理解でよいか。（高祖委員） 

・保育事業者全体の保育の状態を知るときに、いろいろなデータが出ているが、使える

ように配慮いただきたいと感じている。管理するデータの項目に微妙なずれとか、企

業主導型だからこその項目があるとは思うが、基本的な項目はそろえておいて、同じ

ように統計が出せるところも意識した上で、システム構築していただきたい。縦割り

で、それぞれ似たような違うデータがあり、全体で見ることが大変難しいことが多々

起きている。同じ１つの事業者で、いろいろな業態（認可外）をやっていて、企業主

導型をやっているというところもある。入力やそれぞれが違う項目でくくっていると、

子供たちのいる実態が大変分かりづらいこともある。保育事故に関しても、なかなか

細かく連動するところは難しいとは思うが、全体把握できるようにシステム構築をし

ていただきたい。（高祖委員） 

【協会より回答】 

・前回の委員会において、情報公開については、施設の充足率、実際の開所時間、定員

に対する実際の利用状況を公表することにしているところ。これらのデータは、デー

タ処理をして、公表できることを前提として考えており、その地域に企業主導型保育

施設があるのかも確認し、実際に利用が可能なのかどうかを確認できると考えている。 

・協会から、どこまで認可保育所に寄り添ったシステムが組めるのかというのは明確に

はお答えできないが、可能であれば対応したい。地方自治体でも様々なシステムをつ

くっているので、地方自治体の保育所のリンク先をつくり、そこも確認できるといっ

た方法はできると考える。 

【内閣府より回答】 

・自治体ごとに公表している情報にはそれぞれ違いがあり、認可のシステムと企業主導

型のシステムも異なる。どういった形で情報公開していくと利用者の利便性が高まる

のかという観点から、今後、情報公開の方策を引き続き検討していきたい。 

  

・あまり盛り込むと容量の問題が出てくる。基本的にはリンクをして、そこから先、さ

らに知りたい方は行けるようにするというのが基本だろうと考える。（吉田座長） 
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・自治体として公開しているのは、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、自

治体独自に認定している施設の情報が中心になる。一方、企業主導型保育事業の情報

は、自治体が受け取るタイミングが開設の翌年度の夏以降ということもあり、市民の

方へタイムリーにお知らせしづらく不便をかけていたところがある。一体的に案内で

きれば、企業主導型保育事業には地域枠という貴重な枠があることから、有用性が高

まると考える。（福嶋委員） 

・システムに施設情報が掲載されるのは非常に重要なことであり、企業主導型の活用に

つながり、保護者にとっても非常にいいことだと考える。ただ、ホームページに情報

が掲載されているが、そこに保護者がたどり着くことができないことがよくある。こ

うしたことを解消するために、ホームページを見やすくしていただきたい。新システ

ムには、事業者向けの部分と保護者向けの部分があると思うが、両方が混在していて、

保護者にとって見づらいもの使いづらいものにならないよう考えていただきたい。ま

た、保護者にこういったものがありますよということが伝わる必要があり、そのため

には自治体との連携が必要だ。企業主導型から自治体につながるリンクもあれば、自

治体から企業主導型につなげていただき、連携をすることで、保護者に対してこうい

う情報が掲載されていると伝えて、見ていただいた時に、実際に、見やすく見られる

ようになっているシステムを完成していただきたい。（多田委員） 

・企業主導型保育事業は、地域枠の他に、企業枠もあり、女性の再就職や就職支援に果

たす役割が大きいので、ハローワークなど、就職支援にもつながるようなシステムと

連携できたらと考えるがどうか。（的場委員） 

【協会より回答】 

・企業主導型保育事業は、働きやすい環境づくりということも一つの目的になっている。

協会が地方自治体と連携するときには、福祉部局だけではなくて雇用促進課の方々と

もコンタクトを取っているので、反映をできるものがあるのかと考える。引き続き、

地方自治体との連携に際しては、福祉部局だけではなくて就労系、雇用促進課とか、

建物であれば建築指導課などとも連携していきたい。 

 

・新しいシステムには、非常に大きな期待を持っている。保護者が欲しい情報にたどり

着けない、情報が公開されていないなど、今までが使いづらかったということもあり、

ストレスを感じる検索の状況があったので、何よりも新システムが、保護者あるいは

関係者にとって使いやすいもの、必要な情報にたどり着きやすいものになることを本

当に心から期待している。（忽那委員） 

 

・個別の施設IDを付与するということだが、運営を外部の業者に委託するような事業者

の場合、施設情報のところに業務委託先も載るのか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・助成決定一覧では既に事業委託先も明示しており、基本的に助成決定一覧の情報は明
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示することで考えている。 

 

・施設情報を検索すると、どこの事業者に委託しているかも分かるようになるというこ

とか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・助成決定一覧でも既に出ているので、同じレベルのところは出すことで考えている。 

 

・逆に委託先のほうから施設をリストアップすることはできるのか。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・要件で検索をかければ、どの事業者が受託しているのかが分かる形になると考えてい

る。 

 

・事業者の利便性の向上に関する機能の付加に関して、画面イメージには、事業者が入

力する項目のところに項目の解説が吹き出しで示されているが、この吹き出しは実際

の入力画面でも表示されるのか、それとも本日の説明用か。（馬場委員） 

【協会より回答】 

・現在は委託事業者とどういう画面がいいのかを打合せしている最中。どういう形がい

いのか提案いただければ、それを踏まえてまた委託事業者と調整していきたい。 

・前回、充足率や従業員枠、地域枠、年齢別に定員と実際の現員を明示することになっ

ているので、こうした内容が出るようなシステムをつくっていきたい。 

【内閣府より回答】 

・具体的な文言は検討中だが、明らかに申請者の入力が間違えている場合は、そのこと

が分かるようにしていく。 

 

（坂本特命担当大臣入室） 

 

坂本特命担当大臣より、以下のとおり発言。 

 

・点検・評価委員会の皆様には、企業主導型保育事業の実施機関である児童育成協会に

おける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。 

・本事業については、皆様にこれまで点検・評価いただいた方針に沿って、協会におい

て新規申請に対する審査や既存施設に対する指導監査等を実施しているところ。内閣

府としても、これらが着実に行われるよう、しっかり協会を指導・支援していく。 

・本日の委員会で議論いただいた、財務面・労務面における指導監査については、助成

金の不正使用の防止や施設における保育の質の向上の観点から、また、支所の整備に

ついては、安全・安心な保育の実施を迅速かつ効率的に担保する観点から、それぞれ
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本事業の実施にあたり重要なテーマであると考えている。 

・引き続き、今後も本事業の実施方針に対し、忌憚のないご意見を賜りますようお願い

申し上げる。 

 

（坂本特命担当大臣退室） 

 

・入力のインターフェースは、どこに入力すればいいのかカラーリングで分かるように

するとか、入力が終わったら色が反転するようにするとか、入力のエラーの箇所がど

こか分かるようにするとか、前回入力した項目はカーソルを合わせるとポップアップ

で出るとか、最新の入力のインターフェースを採り入れ、入力しやすいようにして、

事務担当者の負担が軽くなるようにしていただきたい。（馬場委員） 

・かなりタイトなスケジュールではあるが、事業者、利用者、地方自治体、それぞれの

ユーザーにとって分かりやすく、使いやすいものにしていただきたい。この４月で全

部終わりではなくて、いろいろなバグが出たりエラーが出たりも当然あるかと考える。

適宜修正するなり、改善をするなり、常に進化していくような取組でシステムを構築

していただきたい。(吉田座長) 

 

（吉田座長） 

協会における新システムの導入の具体的方向性について、いろいろな意見や要望をい

ただいて、それも極力反映しながら進めていただくということで、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ただくということでよろしいか委

員に諮り、了承。  

 

６ 令和２年度新規申請施設の審査状況について（報告事項） 

【協会より説明】 

資料５に基づいて説明 

・５月末までを締切りとした第１グループの審査状況については、形式的審査、１次審

査を経て、早く内示ができるよう作業を進めており、９月30日から順次内示を行って

いる。 

・審査の流れとしては、第１グループの形式的審査、１次審査を通過した施設を審査の

うち、予め決めたボーダーラインを上回ったものについて２次審査の審査対象として

審査委員会で審査を実施し、内示をしていくことになっている。ボーダーラインは若

干高めに設定をしており、第２グループの水準を踏まえながら、随時審査会において

見直していく。 

・すでに第１グループでは、取下げ・不採択という施設もあるが、実際の点数によって

は、第２グループに回っているものがある。第２グループでは、第１グループとして

提出していただいた事業者の一部については、第２グループに回っていくという段取
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りで進めており、こうした施設を含め、第２グループ全体を踏まえたボーダーライン

を決めて審査していく。 

・まずは９月中に内示をするということはできたが、まだまだ件数があり、内容的なと

ころはかなり細かくいろいろ確認する事項も増えており、時間を要しているところ。

審査委員会の委員の方々にもいろいろと意見をいただいており、その意見も踏まえな

がら、適切にやっているところ。 

 

[質疑応答] 

・当委員会が設置されて、厳格な審査基準を設けなければいけなくなったきっかけは、

施設整備費助成金の不正受給事案が複数生じたことにある。これは経営の過程で生じ

た不正ではなくて、そもそも助成決定すべきではないものを助成してしまったことに

よる不正である。そうである以上、今後の助成決定のなかに、１件でもこれまでと同

種の不正があった場合には、この委員会全体が失敗であったとか、「点検・評価委員

会は一体何をやっているのだ」とかと言われかねない。したがって、仮にも、不採択

となるものと継続審査されるものの境界が曖昧で、本来助成すべきでないものが継続

審査に混ざるおそれがあるようであれば、非常によろしくない。その見地からみると、

ボーダー点を設定しているにもかかわらず、ボーダー点を下回った場合でも、不採択

の場合もあれば継続審査の場合もあるということころが分かりにくい。ボーダー点は

高めに設定しているということはわかるが、そこに達さなかったものの中で不採択と

そうでないものの区別はどのようにしているのか。（石毛委員） 

【協会より回答】 

・ボーダーラインの決め方は定量的評価ということで、様々な審査基準を決めてきたと

ころ。その中で、不採択とはしなくても点数が低いところについては第２グループへ

持っていく。不採択とすべきだというところは不採択とする。そこは内容で精査して

いる。例えば点数が高くても、内容によっては不採択としているものがある。形式的

審査の要件として、１年未満の法人はもともとこの事業の対象にならないとか、過去

３期にずっと赤字がある場合、実際資金がないような事業者においては１次審査で、

税金や社会保険料を滞納しているところはその時点で不採択としている。 

・２次審査において、資金計画については、協会の公認会計士および外部委託先から、

問題があるのではないかという指摘があれば、そこは不採択ということで判断してい

る。 

・また、既に運営している事業者で、監査に入って、やはり問題があるというのはその

内容を審査委員会に諮り、大幅に減点するか、不採択にするかという審査の結果、不

採択の取扱いもしているところ。 

【内閣府より回答】 

・定量的評価では、最低限満たさなければいけない水準を定めて、その水準を下回るも

のは不採択としているところ。一方で、評価の高い施設については早めに内示を出し
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たいという観点から、ボーダー点を設定し、ボーダーを上回る施設については、審査

委員会で審査を行う仕組みとしている。第１グループの審査の際に、第２グループも

含めた全体としてのボーター点の調整には時間を要するため、第１グループでは、相

対的に高めのボーダー点を設定している。ボーダー点よりも下げますが、最低限の水

準よりも上のものについては、不採択とはせず、第２グループも含めて、再度、審査

を行う。 

 

・「資料５」の「審査の流れ」という図の中に「２次審査の審査対象」という箱があり、

そこに「ボーダー点」という点線が引かれていて、その点線よりも下の部分が「不採

択または第２グループで継続審査」という白い箱になっている。実際にはこの「不採

択または第２グループで継続審査」という白い箱の中に、もう一本、最低限クリアす

べき線があるというイメージか。そうであれば理解できる。（石毛委員） 

【内閣府より回答】 

・ご発言のとおり、白の箱の中に、もう一本、最低限クリアすべき線があるというイメ

ージ。 

 

・グループが１つであればもっとシンプルでいけたのだが、コロナの関係で２回に募集

時期が分かれてしまい２グループに分けた中でより良質なほうを選ぶということで、

このような工夫になったのかなと考える。ただ、懸念されるのは、改めて厳格な審査

になり、手間暇もかかっていると考える。第２グループは、第１グループよりはるか

に数が多いということで、第１グループで新しい審査のノウハウは積みあがってきて

いると思うが、第２グループも含め、そして最後にボーダーの調整を含めて、審査が

年度内には終了する見込みという理解でよろしいか。（吉田座長） 

【協会より回答】 

・「審査を年度内に終了させる」ことは、最大の管理すべき事項だと考えている。 

 状況を常に内部でも共有している。新しい試みとして定性面評価や定量面評価とか、

仕掛けをつくっており、順次改善させている。審査委員の方も、ウェブ等も使って積

極的に支援いただいており、直ちに審査終了の数字が伸びるかというのは今のところ

読めないところではあるが、スケジュールは、組織一体となって完遂したいと考えて

いる。 

 

・他の自治体も同じぐらいのタイミングかと思うが、横浜市では、昨日から、来年４月

の入所に向けた保育所等の利用申込みがスタートしたところ。年明け１月下旬には、

１次利用調整の結果を各保護者の方に通知する予定。さらに２月にかけて２次利用調

整を行うことになる。認可保育所等に入れなかったお子さん方については、企業主導

型保育事業を自治体としても最大限案内していきたいが、タイミングが合わないと案

内しようにもできないというところがある。 
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そのため、地方自治体の立場からは、審査結果、事業者への内示に関する情報提供に

ついては、まとまってからではなくて、内示を出した事業者、施設の部分から順次い

ただけると、市民の方にもタイムリーに案内ができる。ぜひ、順次情報をいただける

よう、検討いただきたい。（福嶋委員） 

【協会より回答】 

・地方自治体には、事業者が実際に相談に来られたのかどうかの確認や、推薦をいただ

くなど、審査に当たって支援をいただいており、情報を出さないということはあり得

ないと考えている。毎日というわけにはいかないが、完全に何百件まとまってからで

はなくて、ある程度まとまった段階で随時情報提供はしていくつもりでいる。 

 

今回特に自治体が推薦すれば優先採択ということ、推薦があった自治体については丁寧

に説明していただきたい。それから、待機児童が多い地域は利用者にとっても切実な問

題なので、自治体とうまく連携していただきたい。（吉田座長） 

  

７ その他（報告事項） 

【協会より説明】 

資料６に基づき説明 

＜企業主導型保育事業における財産処分の承認状況＞ 

・財産処分の手続については、新規募集と同じように審査委員会で議論いただく必要が

あるということで、審査委員会にかけ、協会で承認したものについて、審査が終わっ

たものについて内閣府に協議をし、内閣府から承認後、結果として、承認状況として

明示しいくところ。今回は事業譲渡についての16施設の内容。譲渡の内訳は、運営委

託事業者への譲渡で、会社の吸収合併や会社分割、組織再編などがあり、設置事業者

が変わったというもの。 

＜企業主導型保育事業における立入調査の状況＞ 

・前回の報告事項の訂正。前回、令和元年度指導監査の結果として、指摘があるところ

が502施設のうち366施設としていた。具体的な内容を確認したところ、365施設となる

ため、今回訂正する。 

 

・報告とは直接関係はないが、指導監査における主な指摘事項というのはよくありがち

なことなので、研修の中で、こういうことが起きる前に、よく起きているから注意し

てほしいといった形で上手に施設長あるいは経営者に伝えていただくと、なお効果が

あるかと考える。今回はオンラインでかなり多くの方の施設長研修も行われるので、

そのなかで、伝えていただきたい。（吉田座長） 

 

 ６、閉会 


