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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９回） 

日 時：令和２年１２月１８日（金）１４：００～１６：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館４階共用第２特別会議室 

出 席 者：（委員会委員） 

石毛 和夫委員、忽那 ゆみ代委員、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室長補佐、 

小島 裕司子ども家庭局保育課補佐 

（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１－１ 専門的財務監査 モデル監査実施に向けた対応 

資料１－２ 不正等防止のための体制について（検討イメージ） 

資料１－３ 専門的財務監査（仮）基準案 

資料２   事業完了報告（年度末の精算）の改善策について 

資料３   関西支所開設に向けた進捗状況について 

資料４   令和２年度の巡回指導について 

資料５－１ 協会の体制 

資料５－２ 令和２年度企業主導型保育事業新規申請施設の審査状況 

資料５－３ 指導・監査の実施状況及び方針 

資料５－４ 企業主導型保育事業における研修の実施状況について 

資料５－５ 児童育成協会における相談業務の実施状況  
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（委員会内容） 

１．開会 

 

２．専門的財務監査について 

【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 

 ・第８回点検・評価委員会において、助成金の不正使用や不適切な会計処理などが行わ

れていないかを明らかにすることを目的として、専門的な知見・経験を有する者が、

財務監査基準に基づき財務監査を実施することとし、まずは今年度モデル監査を実施。

モデル監査における基準となる「財務監査仮基準」を協会内に立ち上げた「財務監査

研究会」において策定し、点検・評価委員会に報告するとしたところ。 

 ・公認会計士、協会の指導監査部、委託先監査法人メンバーで構成する財務監査研究会

を設置。これまで、11月11日、26日、12月9日３回開催し、点検・評価委員会の議論を

踏まえ、過去の不正事案等について、審査（新規・継続）工程から、保育面を中心と

した全般的な指導監査(立入調査)、専門的労務監査、専門的財務監査の工程まで全体

の枠組みで防止するための仕組みを作ることが重要であるとし、各工程の役割分担を

検討してきた。 

・その上で、財務監査仮基準（骨子）をベースに、具体的監査の内容の充実や手続きの

明確化を図り仮基準案を策定した。 

・仮基準案には、①法人本部及び保育施設の基本的な内部統制及び内部牽制状況、②契

約に関する規定の整備状況、取引先の選定・取引条件・承認手続き、③助成金受入専

用口座・専用積立金口座による独立管理状況、④積立資産計上状況、取り崩し内容、

承認手続き、 ⑤保護者からの徴収内容の適正（保育料、その他保育にかかる便宜に

要する費用）、⑥運営費完了報告書内における収支決算書内容（決算修正、人件費、

その他経費）、⑦親族、役員、関係会社等との取引、⑧決算書類（保育施設区分経理）

を主な観点として反映している。 

・今後のスケジュールとして、12月22日に第４回の財務監査研究会を開催。年明けから

はモデル監査の実施、専門的財務監査基準策定、専門的財務監査実施事業者の公募、

財務監査研究会の定期的に開催することを予定している。 

・なお、モデル監査等実施事業者の決定については、資料に記載のとおり。 

・平成28年度に始まった当事業においては、開所施設数の増加に伴い、施設に対する助

成額のうち、運営費の比重が高くなっていることから、整備費に加え、運営費への監

査の役割も重要になってきている。 

・不正等事案について、整備費については、新規申請施設に対する審査の厳格化により

相当程度防止できるが、運営費については、審査（新規・継続）、保育面を中心とし

た全般的な指導監査（立入調査）、専門的労務監査、専門的財務監査など全体の枠組

みで防止する必要があると考えている。 
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・「不正発生防止の更なる徹底」にむけて、審査（新規・継続）、立入調査、専門的労

務監査、専門的財務監査とそれぞれの体制を整え、強化していく。 

・整備費、運営費の人件費関連経費、人件費以外経費にわけ、それぞれ想定される不正

等事案の概要をピックアップし、審査、立入調査、専門的労務監査、専門的財務監査

で何を確認するのか整理した。（資料１－２） 

・整理した内容を資料１－３の仮基準案に反映している。 

 

［質疑応答］ 

・資料１－２で、一番左の列で適切事案を示し、審査・監査の目標を明確にした上で、

審査、通常保育監査、専門的労務監査、専門的財務監査の手続きを示しているので、

監査手続きの目的が明確になった。このように手続きの実施目的を明確にすることで、

監査に従事する専門家も、自分たちの役割を十分に認識し、通常の会計監査とは異な

り、助成金の不正使用にかかわる監査として、的確に監査をおこなえるようになる。

とても分かりやすくまとめていただいた。何点か検討いただきたい項目がある。（馬

場委員） 

・１点目は、助成金収入の手続に関して、収入が専用口座に入金され、それを正しく会

計記録しているかを確認する手続となっている。入り口のところの確認として必要な

手続きだが、気になるのが入金後の預金の流用である。企業主導型保育事業以外の事

業を実施する法人においては、助成金収入を他の事業、例えば他の株式会社の事業に

流用することが考えられる。他の事業への流用が認められているのか、それとも流用

は制限されているのか。もし、期中においても他の事業への流用を制限しているので

あれば、その制限に抵触していないか確認する必要がある。流用の制限の内容にあわ

せて預金の流用を確認する手続を検討されたい。（馬場委員） 

・２点目は、役員との取引に関して、親族、役員や関係会社等との取引を確認するよう

になっているが、親族、役員が経営する会社も含まれることを明示する必要がある。 

・３点目は、積立資産に関して、想定される不適切事案に「積立資産に計上された預金

が目的外の使途に期中流用されている」とある。不適切事案として、積立資産の期中

流用が掲げられているので、監査においても、積立資産が目的外に流用されていない

か確かめる必要がある。（馬場委員） 

・最後に税務申告に関して、法令遵守の観点から、税務申告事業者に該当する場合、毎

期税務申告をおこなっているか確認するべき。資料の「決算」に関するところを見る

と、法人税申告書の入手という手続きがあるため、法人税については申告を確かめら

れると考えるが、気になるのは消費税申告。同様に法令遵守の観点から、助成先に申

告義務がある場合、消費税申告をしているか見る必要があるので、追加が必要となる。 

・全般的に、助成金収入の適正性、支出の透明性のチェックを重視した手続になってお

り、通常の会計監査とは違って助成金の不正防止目的に合致した監査手続になってい

ると評価できる。（馬場委員） 
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【協会から回答】 

・評価いただき、ありがとうございます。いただいた意見は、財務監査研究会で議論し

ていければと考えている。 

・２点、回答します。まず、本事業は補助金適正化法の対象につき、助成金は、他のも

のに流用することはできない。次に、消費税は、消費税の仕入れ控除ということで、

全事業者からの完了報告が終わった後に提出を求めて、全て確認している。 

 

・専門的財務監査ですので、委員からの要望を踏まえて検討いただきたい。（吉田座長） 

 

 ・確認です。助成金のスキームとして、事業所から法人本部のほうに資金の移動はない

という理解でよろしいか。（福嶋委員） 

【協会から回答】 

・その通り。そのあたりは、きちんと見ていく。 

 

・各自治体は、認可保育所について会計監査等を行っているが、事業所から法人本部に

移動した資金の保育関係以外の用途への支出あるいは使途不明等の不適切な事例が、

全国的に見受けられる状況。今回、基準案で示している経理区分の中で、「法人本部

と事業所との区分経理を行うための経理に関する規定を整備しているか確かめる。」

のは重要なことだが、法人本部と事業所の経理区分間の資金移動について、その内容

をチェックする仕組みが必要だと考える。資金移動できる場合でも、本部で支出でき

る対象経費を明確化するとか、場合によっては本部で支出された経費について、監査

の中で帳簿を確認できるようにするなど、お考えのことがあればお伺いしたい。 

・もう一つ、契約関係について、（４）ウのところで、「経理規程で一定の金額以上の

契約を行う場合は、原則、相見積りや競争入札を行うことを規定しているかを確認し、

実際の契約状況を検証する。」と記載があり、その下に表がある。ここの表記につい

て、「相見積り」は、誤解を招くので、「見積り合わせ」としてはどうか。 

・次に、随意契約も想定されており、見積もり合わせも少額随意契約と思うが、もし、

競争性のない随意契約を想定されているのであれば、随意契約をする理由書等の提出

を義務づけ、その内容を確認することも、不正防止という観点からは必要と考えるが

どうか。（福嶋委員） 

【協会から回答】 

・１点目については、今回のモデル監査のポイントにしている。多数の事業所を経営し

ている場合、本社一括管理をしているケースがある。こうしたケースでは、本社から

の経費負荷の理屈づけや、コンサルティングフィーとして処理している場合には金額

に見合ったコンサルティングがされているかどうかというところを、本社の管理部門

に入り確認したい。 

・また、本社で使える資金として適正化法にかかっていない部分、例えば利用者負担実
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費など、使える部分はあるが、本部における会計と事業所における会計を明確にし、

保育の質のために使っていただくということが基本である。 

・随意契約と一般競争入札の関係については、基本的には広義でとらえ、随意契約であ

っても、特別随意契約でなければならないという理由がなければ、２社以上の見積り

合わせをして、低いほうの額で適正なほうと契約していただくというのが基本である。

公費を預かっている事業であり、基本的に契約関係は、一般的に求められている競争

の原理は必要であると考えている。 

 

・業者選定理由、購入理由が明確か確認するべきではないかという点の監査上の取扱

はどうか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・業者選定において、特定の方が内部牽制のないままに発注してしまうということが

ないよう、業者選定の理由も明確にしながらやっていくべきだと考えている。具体

的に、どこまで理由を求めるかというところはいただいた意見を研究会で反映させ

ていきたい。 

 

・具体的な手続としては、稟議書の作成があるか、購入理由が明確か、さらに業者選

定理由が明確か、といったことを確かめることになる。稟議書の作成はガバナンス

にも関わるため、通常の保育監査で確認し、稟議書の内容は、法人の説明責任を確

認する観点から、専門的財務監査で確認するとか、そのようなすみ分けもできると

考える。財務監査研究会のほうで議論いただきたい。（馬場委員） 

 

・今回の専門的財務監査の対応方針に基づいて、仮基準でモデル監査を行うとしてい

る。監査する側、受ける側があまりに過剰な準備やその他労力がかからないよう、

実効性を上げながら、いかに円滑に監査をやるかがポイントになる。現時点で来年

１、２、３月中のモデル監査は、何か所ぐらい実施を想定しているのか。（吉田座

長） 

【協会から回答】 

・２月に40施設を想定している。 

 

・３つの監査法人で40施設を手分けしてやるというイメージか。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・その通り。 

 

・資料１－２の１ページ上から２つ目のボックスで「預金通帳、銀行印等は別々の者

が管理し、保管場所も適切か」を確認するとしている。これは通帳と印鑑を一人 

の者の支配下に置くと事故が起きやすいため、非常に大事な点検項目となる。そこで
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手続きを示すだけでなく、通帳の保管者氏名、保管場所、印鑑の保管者氏名、保管

場所をヒアリングして記載できるよう表を設けて事業所の相互牽制体制を確認する

ようにしていただきたい。（馬場委員） 

 

（吉田座長） 

モデル監査実施に向けた対応、不正等防止のための体制、専門的財務監査仮基準案に

ついて、委員から意見いただいた意見はこの方針（案）でおおむね読み込むことが可

能と考えられるので、本委員会としては、この方針（案）仮基準（案）で基本的にこ

れを了承することでよろしいか委員に諮り、了承。 

 

（吉田座長） 

実際にモデル監査を実施して、次回の当委員会で最終的な報告をいただき、審議いた

だくことになるので、よろしくお願いしたい。 

 

３．事業完了報告（年度末の精算）の改善策について 

【協会より説明】 

資料２に基づき説明 

・事業完了報告については、附帯条件を踏まえて、今年度から取組を行っているところ。 

・完了報告未提出事業者に対し、督促に応じないなど必要があると認めるときは、助成

決定の取消、新規利用児童の入所停止、概算払いの差し止めなどを行えるスキームを

構築し、審査体制を強化した上で、督促等を行い、整備費、運営費も含めて、4,000件

程度、事業報告がおおむね完了している。 

・今年度の取組に加え、審査の迅速化と審査の適正化に向けて改善を行いたい。 

・審査の迅速化に関しては、事業者に対して、可能な限り概算払い・月次報告を活用い

ただけるよう、協力を依頼するとともに、概算払いを活用している事業者から月次報

告がない場合には、定期的に報告を促していきたい。また、各月の月次報告の報告期

限を徹底させ、各月単位での報告内容の審査を行うことにより、年度を通じた完了報

告の審査時間を短縮したい。運営費の完了報告について、損益計算書等報告金額の根

拠となる資料を添付させることにより、報告内容と相違がないかを確認することで適

正な審査を行い、かつ事業者への確認回数を減らすことで速やかな審査を実現したい。

合わせて、現在構築中の新システムにおいて、記入漏れ等を防ぐ機能を付すなど、申

請者である事業者、及び審査を行う協会の双方の利便性向上を目指し、利用者に理解

しやすい画面構成及び仕様とし、効率的な審査につなげたい。 

・審査の適正化に関して、協会の審査レベル向上にむけて、実施要綱及び助成要領、各

種通知に関する研修・勉強会を随時実施することで、知識の蓄積及び見解の統一を図

る。また、事業者の理解向上にむけて、文章だけでなく図解等を活用したマニュアル

等を作成し周知する。 
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・完了報告は4月10日までの提出となっており、なかなか提出いただけない事業者もある

が、督促等も踏まえながら、できるだけ早くできるよう取組んでいきたい。 

 

 [質疑応答] 

・事業完了報告を迅速に出してもらい、その審査も迅速化するということにはぜひお取

組みいただきたい。ただ、資料などを拝見すると、「審査項目が多岐にわたるために

審査レベルの質を高める必要がある」とか、「入力事項が多岐にわたるために審査に

時間を要している」などとあり、これらの事情があるゆえに、人間のほうがそれに合

わせていかなければいけなくなっている状態と察する。審査項目をもう少し単純にす

るとか、入力項目をもう少し単純にするとか、そういう方向での改善は不可能なもの

なのか。（石毛委員） 

・複雑化した審査に対応するために人員を増やしたり、労働時間を増やしたりというふ

うに、人間がシステムに合わせていくというのには本当に限界がある。報告や審査の

複雑化に人間が合わせていっては際限がなくなるので、可能であれば、逆にそこを簡

素化するという方向での改善案を検討してもいいのではないか。（石毛委員） 

 【協会から回答】 

・直近では幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用給付費を導入したほか、今年度

においては新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から施設が臨時休園等を行っ

た場合の利用料の減免措置の実施等、審査事項が増加している状況。簡素化できると

ころは、簡素化していく方向で検討していきたいが、新たに審査事項も増えてきてい

る現状もご理解いただきたい。 

 

・承知した。協会側に苦労があれば、当然、保育施設側でも複雑な報告のために苦労が

増えている。本来は保育そのものに費やさなければいけないエネルギーと時間が削ら

れ、本末転倒のことにもなりかねないよう、可能なところはぜひ検討いただきたい。

（石毛委員） 

 

・精査をした上で、可能な限り簡素化できるものは簡素化だと思うが、処遇改善加算の

ように仕組み上かなり煩雑にやらざるを得ないものもある。そういうものとそうでな

いものをもう一度チェックしていただいた上で、委員の指摘のように、可能な部分に

ついてはなるべく簡素化できるものはするという方向で検討いただきたい。(吉田座

長) 

 

・運営費に関して概算払いというのは、何か月かに１回という状態で概算払いをするの

か。毎月毎月で、児童の数に応じて民間保育所で給付費が払われるような状態ではな

いので概算払いとならざるを得ないということか。（忽那委員） 

【協会から回答】 
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・本事業の運営費については、毎月単位で利用児童、職員の状況を確認しながら、月次

で払っている。各施設において運営上、支障がないように、概算払いという制度が設

けられている。 

 ・ただし、様々な加算制度があり、加算制度の審査においては、月次は基本的な児童の

年齢に応じた人数で積算しているが、加算の部分の申請が完了報告で出てきたりする

ので、その都度、事業の変更手続等をしている状況。概算の手続も早めにやりつつ、

変更がないような形で完了報告が迅速にできればと考えているところ。 

 

・認可保育所などの場合、加算というのは変更の可能性が確かにあるが、発生すること

は珍しい、資料からは、毎月毎月変更があって、それによって月次報告も遅くなって

いると読み取れるのだが、通常は決まっている状態というのが主であり、実態に即し

た格好での給付、支払いに極力近づけていく方法はないものか。（忽那委員） 

【協会から回答】 

・委員から指摘のように、各施設においてできるだけ負担をかけないように月次払いの

基本的な部分は、児童の人数で払っている。ただし、始めて１年目、２年目という事

業者においては、状況にかなり変化もあり、事業の変更というパターンの手続がある

ということをご理解いただきたい。処遇改善加算のように、取扱いが難しいものが様々

あって、現場で確認できる範囲もかなり複雑になっている。協会として労務の監査を

十分活用しながら取り組んでいきたいと考えている。 

 

・修正や後精算をするのはミスが起こりやすくなる。精算が少なくなるようなやり方を

取るようお願いしたい。(忽那委員) 

 

・提示のあった改善策の中で、新システムの開発によるところが多くあるが、新システ

ム導入後の体制を整えることによって改善されるところはどういうところか。（的場

委員） 

【協会から回答】 

・現在の申請画面は、事業者の入力時にエラー表示がされないため、申請された内容を

確認して、間違いがあればそれを戻して再度確認するという業務が発生している。新

システムの申請画面では、入力チェック機能を装備することで、事業者も協会も電話

等でのやりとりが少なくなり、大きな改善になると考えている。 

 

・システムの改善はとても重要。エラーが出たらそこから先に進めない、エラーが出た

ときにそれについての説明が出てくる等、いろいろな画面のつくり方がある。大事な

つぼをしっかりと押さえて進めていただきたい。（吉田座長） 
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（吉田座長） 

事業完了報告の改善策については、委員のからは異論がなく、幾つかの要望の点につい

て踏まえていただいて、さらにしっかり進めていただきたいということで、この方針（案）

を了承する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進捗状況について（報告事項） 

【協会より説明】 

資料３に基づき説明 

・現在、準備室を設置し、随時準備を進めているところ。年内には、事務所を選定し、

契約を行い、人選等も含めておおむね対応ができれば、年明けから、支所管内の自治

体との連携を開始したいと考えている。場所は大阪市中央区を予定している。支部長

はじめ職員の選定を進めている。立ち上げ当初は本部との連携を図ることも重要とな

るため、東京にいる職員の配置換え等も含めて、職員の配置調整もしていきたい。組

織体制としては、本部の企画部の中に関西支所ということで位置づけたい。まずは、

関西支所の業務として、新規募集の申請で内示をした各施設の現地調査に力点を置い

て進めていこうと考えている。 

 

［質疑応答］ 

・職員確保のスケジュールに関連して、所長以下８名の職員のうち、東京にある協会本

体から行かれる方はいるのか。支所長等々の重要な役職はどんな感じの方か。可能な

範囲で情報提供いただきたい。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・関西支所の役割として、自治体との連携が非常に重要なポイントになる。支所長は関

西支所でカバーするエリアにおいて造詣の深い方、副所長は指導監査を何年か経験し

た者を東京から派遣しようと考えている。それ以外の職員についても、選考している

最中で、年明けには体制が整う予定。 

 

（吉田座長） 

  粛々と進めていただき、次回の点検・評価委員会で報告をいただきたい。 

  

５ 令和２年度の巡回指導について（報告事項） 

【協会より説明】 

資料４に基づき説明 

・巡回指導の目的は、指導・監査とは別に、保育の質の向上を図るとともに児童の安全

等を確保する観点から、巡回指導員が施設を訪問し、施設における保育内容等に関す

る助言・指導を行うことにある。 

・令和２年度は、これまでの保育面を中心とした全般的な指導監査結果等の内容から、
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保育内容等に課題があると認められる施設を対象に、来年1月からスタートして、今年

度150施設を実施する。巡回指導に当たる巡回指導員の採用を進めつつ、実施していく。

12月に６名の採用を確定しており、1月、2月でそれぞれ５名、４名を確保する予定。1

月からスタートし、６名で24施設に当たるというイメージ。巡回指導員への勉強会に

ついては、巡回指導会議の中で実施していく。 

・令和２年度巡回指導実施施設の選定は、①平成29年度以降において、重大な事故（治

療に要する期間が30日以上）のあった施設の設置主体である企業等が設置した施設に

ついて、事故後の再発防止対策等の状況を確認すべき施設、②平成30年度の立入調査

の結果、保育内容等について文書指摘があった施設のうち、令和元年度においても同

一の指摘を連続で受けた施設、③平成29年度以降、地方公共団体又は地域住民等の施

設の運営状況や保育内容等に係る通報があった施設（通報を受けて特別立入調査を実

施した施設も含む）とし、対象は、150施設となる。 

・巡回指導１ケ月前を目途に月１回ペースで巡回指導会議を実施し、勉強会の開催や対

象施設の検討・決定、対象施設に対する助言・指導方針の決定などをしていく。施設

への実施日程の通知は、巡回指導の場合は施設側で特段の準備は要しないことから、

通常の立入調査の場合は１か月前ところ、２週間前までとしている。巡回指導は、巡

回指導基準を用いて実施する。 

・巡回指導員の企業主導型保育事業に関する理解を深めるため、12月3日に開催した第１

回巡回指導会議この事業の概要や指導監査の方法等について勉強会を実施している。

第２回は12月24日に実施する予定。１月分の対象施設の検討・決定を行う。 

 

[質疑応答] 

・今月中に新たに巡回指導員を６名採用するというが、現在、どのような状況か。また、

採用するのは、どのような方か。全て保育士ということか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・採用については、６名採用できている。契約は、12月1日付となる。 

現役の保育園のベテランの園長の方、専門学校や大学などの講師や学長、館長をやら

れている方等ベテランの方を採用できた。 

 

・保育の分野の指導者の方々ということですね（的場委員） 

【協会から回答】 

・主は、保育士養成校で非常勤講師をされている方々。実際に指導できるような力量も

持った方々を人選できたと考えている。 

 

・関連で確認したい。例えば保育所の第三者評価等であれば、大学の先生方と現場経験

の深い方と、２人１組でほぼ半日以上かけチェックを行う。巡回指導についてはどの

ようなイメージなのか。（吉田座長） 
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【協会から回答】 

・巡回指導は、現場で書類等を確認することはないので、巡回指導員と協会に所属して

いる保育士の２人１組で２時間程度かけて行うことを想定している。 

 

・年明けから巡回指導を進めるということだが、対象の150施設との間で具体的な日程は

詰められているか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・現在、巡回指導員のスケジュールも含めて調整を行っているところ。具体的な日程は

これからだが、２週間前までには決めていく。スタートは、1月中旬以降になると考え

ている。 

 

・法人との訪問日程は、抜き打ちチェックを除けばもっと前に詰めておくべきこと。1月

になってから日程を協議するということだが、1月・2月・3月は、暦的に日数が限られ

る。件数として150施設あり、法人の都合等も考えると、スケジューリングはもっと早

くやるべきではなかったのではないか。これで間に合うのか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・巡回指導については、基本的に施設側が関係書類を準備する必要がないため、通常の

立入調査等とは、要する時間は異なる。そうは言っても、年度末で忙しい時期であり、

施設側の理解を得つつ実施する必要がある。協会としては、巡回指導員の都合を勘案

しながら、できるだけ早く日程を決定したい。事業者の方にできるだけ迷惑をかけな

いように、巡回指導は意味があるということで評価いただけるように、できるだけ努

力していきたい。 

 

・この150施設は、選定の基準を見ると、重大な事故があった施設、立入調査の結果、連

続で指摘を受けている施設であり、通常の施設よりも問題を抱えている施設。ゆえに、

この巡回指導の意義というのは非常に高い、予定した150か所全て実施されるよう、対

象法人ともよくよくスケジュールを調整しすすめていただきたい。（馬場委員） 

 

・確認です。大学等で教えている方の巡回指導員と現場経験のある協会の方が同行して、

教育・保育内容等の確認をするということでよろしいか。（忽那委員） 

【協会から回答】 

・企業主導型保育施設等での現場経験がない巡回指導員からの要望もあり、現場経験の

ある協会指導監査部の保育士と合同の形にしたところ。 

 

・協会の方も一般事務の方ではなくて、保育士等の現場経験を持った方という理解でよ

ろしいか（吉田座長） 
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【協会から回答】 

・保育士兼指導監査員という立場の職員になる。現在６名います。 

 

・ぜひとも理論から見る指導と、現場に即した指導とを、併せ持った指導をしていただ

けるとありがたい。よろしくお願いしたい。（忽那委員） 

 

（吉田座長） 

幾つか要望もありましたので、それもしっかり踏まえていただきながら、１月以降、着

実な実施に向けて取り組んでいただきたい。 

 

６．協会の体制及び各事業の実施状況（報告事項） 

【協会より説明】 

資料５に基づき説明 

＜企業主導型保育事業本部概況＞ 

・企画部、審査部、指導監査部の３部体制で事業に取り組んでいるところ。企画部企画

課は、PDCAサイクル、研修等を担っており、情報管理課は、現在、新システムの稼働

に向けて準備を進めている。審査部審査一課は、新規募集の審査。審査二課は、月次

報告、毎月各事業所の施設を運営されている事業者の方々に助成するための手続が主

な業務。相談支援室は、事業者との直接の窓口として大変重要で、協会の顔的な存在

になっていると考えており、ここの充実を進めていきたいと考えている。相談件数も

大変多くあり、できるだけ的確に指導、助言できるようにしていきたい。債権管理、

通報が来た場合の調査は、調査課、指導監査部が担っている。事業の受託以降、施設

数も増えてきており、迅速に、そして的確に業務を推進するため、職員体制も常に充

実させる意向で取り組んでいるところ。具体的な人員数の推移は、資料に記載のとお

りですが、新規募集の審査関係もあり、保育士、建築士、社労士、公認会計士の採用

をし、体制を強化にむけて、引き続き努力しているという状況。 

＜令和２年度企業主導型保育事業新規申請施設の審査状況＞ 

 ・応募は1,362施設。うち、一次審査を通過した1,130施設について随時２次審査を行い、

内示が561施設、不採択が192施設となった。残り分については、今月中には完了する

見込み。 

＜指導・監査の実施状況及び方針＞ 

・全ての施設において立入調査を実施するということで、鋭意進めているところ。立入

調査の12月13日現在の実施実績は、資料に記載のとおり。協会として監査員を随時採

用しており、委託事業者に対する指導、合同調査を含めて、委託先の実施状況も管理

しながら、今年度中に全ての施設へ実施するべく取り組んでいるところ。現在、新型

コロナウイルス感染拡大の影響もあり、全てをオンサイトで実施するのは、かなり厳

しい状況に直面しているところ。これまでも、できるだけ現場への入り方には配慮し
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ながらも、施設に行くこと自体がどうなのかという議論もあり、協会と委託先とで、

どういう形でオフサイトの監査ができるのか、再度検討しているところ。 

・令和３年度は、保育面を中心とした全般的な指導・監査に加え、専門的な指導・監査

を本格的に実施することとなるため、利用者の利便性の確保、監査の質の向上及び効

率的・効果的な実施の観点から、各監査における立入調査結果の集約及び評価・対応

の一元化を推進する。指導監査結果の公表イメージは、資料に記載のとおり。 

・資料のデータ活用イメージのとおり、保育面を中心とした全般的な指導監査（立入調

査）・財務・労務面の立入調査結果については、財務・労務面の立入調査結果を保育

面を中心とした全般的な指導監査（立入調査）結果へ集約する形で協会において一元

的に管理することとし、立入調査を実施する際には、他の立入調査結果について協会

内で相互に活用する。現在、構築中の新システムを用いて、協会内で調査結果の相互

利用を可能とする予定。 

＜企業主導型保育事業における研修の実施状況について＞ 

 ・企業主導型保育施設に対する研修は、施設長研修、保育士のキャリアアップ研修、保

育安全研修、子育て支援員研修、に加えて、協会職員に対する研修を実施している。 

 ・当初、ｅラーニングと併せて集合研修も重要だということで、集合研修も踏まえた形

の提案をした事業者に委託し進めていたが、新型コロナウイルス感染拡大により、集

合研修についてはかなり難しい状況にあり、ｅラーニングを加えたグループ討議がで

きる環境を整備して、Zoomを使ったグループ討議、グループでまとめた形での資料提

出といった様々な工夫をしながら、実施したいと考えているところ。 

 ・なお、各研修の委託先選定にあたっては、おおむね半分は外部の専門家を委員とする

評価委員会を設置し、企画内容に重点を置いた評価を行い、当該事業者を決定した。 

 ・協会の職員に対する研修については、実施機関として、職員の資質の向上が重要だと

考え、取り組んでいる。急激に職員を確保してきた状況もあり、初期研修においては、

現在、カリキュラム作成中のものもあるが、個人情報の管理や情報セキュリティー等々、

コンプラアンスも含めたところを十分にやっていく必要があると考えている。 

・職員に対する継続研修として、初期研修で学んだ業務知識の理解を深めるべく、個人

情報管理とか情報セキュリティー等々、を設けるとともに、不正受給の案件について

は、協会の弁護士にもアドバイスを受けながら、研修内容に反映していければと考え

ている。 

＜児童育成協会における相談支援業務の実施状況＞ 

・電話とメールによる問合せに対応。前年度と比較し、令和２年度の新規募集や新型コ

ロナウイルス感染症の影響があったため、問い合わせが大幅に増加した。問い合せが

多い内容であればFAQを作成し、重要であるものについては、各施設の施設長をはじめ

とした関係者に研修の機会に伝えていければと考えているところ。 

・新型コロナウイルス感染症に関する問い合せについては、2月22日より、緊急事態宣言

解除の5月25日までの間、「新型コロナウイルス感染症緊急問い合わせ窓口」を設置。
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土曜・日曜を含んだ２４時間体制での受電が可能なように、携帯電話による問い合わ

せ体制を設けた。相談支援室の受付時間終了後の夜間や休日に受電することもあり、

実際に土曜・日曜及び平日の夜間の問い合わせについて対応した。具体的に、陽性者、

濃厚接触者が発生している施設もあり、どういう対応をすればいいのかということで、

照会があれば、適宜地方自治体の方にも情報提供しながら対応してきた。 

・電話での問い合わせが多く、電話がつながらないことがあり、対応率向上に向けた取

り組みとして、電話回線を4月に５回線から８回線に、9月には14回線に増設した。7月

からは、委託方式による相談支援業務も開始し、体制強化を図った。 

・専門知識の向上及び品質管理の改善にむけ、対応する職員に対し、座学やロールプレ

イ、ケーススタディを取り入れた電話応対研修やメール応対研修を実施した。電話応

対システムを活用したFAQデータベースを構築することで、相談担当職員の統一的な対

応を一層向上させるなど、品質管理の改善に取組んでいることころ。 

・その他、事業者が電話やメールで問い合わせる手間を軽減するため、適宜ポータルサ

イトのFAQを更新し、内容の充実を図った。各種事務連絡を迅速に周知するとともに、

問い合わせの多い新型コロナウイルス感染症に関する助成金については、事務連絡の

情報を集約し平易な表現を用いて事業者向けに周知した。利用者及び職員からの、企

業主導型保育施設の不適切な運営等に関する相談案件について適宜、調査課と連携し、

企業主導型保育施設に対する助言・指導や必要な措置を講じた。休園している施設に

対し、休園理由の聞き取りを行い、再開に向けた計画の作成などの助言・指導を行っ

た。 

・マッチング支援として、共同利用希望企業を対象とした「保育施設活用セミナー」や

「保育施設との交流会」などのマッチング支援を実施した。現在、インターネットを

活用したマッチング支援も検討しているところ。資料としてイメージ図を示している

が、仕様の詳細については、これから議論を踏まえて進めていくということで考えて

いる。 

 

 [質疑応答] 

・何回か前の委員会の場で、協会職員の労働環境に関して話が出た。当時は主に新規審

査の関係で、業務が多岐にわたり、量も多いため、職員の時間外労働が労働基準法で

定める上限に達しているという状況があった。現在は、職員も増えているようだが、

他方で、今の報告によれば、システム周りの業務もあり、新規審査もあり、月次の審

査もあり、相談は非常に増えていて、研修がどんどん入ってきていて、巡回指導も始

まるということで、当時よりもますます、仕事の幅は多岐にわたり、量も増えている

ようである。こうした状況で、職員の労働環境について、改善は図られているという

理解でよろしいか。（石毛委員） 

【協会から回答】 

・労働環境に関しては、対策として新たに産業医を選定した上で、その方を中心に定期
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的に委員会で議論しており、状況も確認しているところ。また、審査部の中にコンサ

ルティングを入れ、月次のチェック業務について、かなり改善ができた。現状では、

業務量はおおむね平準化されている。事業特性として、ピーク時対応のコントロール

が難しいところもがあるが、今後、職員のスキルを多能化し、繁閑の度合いを見なが

ら、いろいろな部署が応援体制を取れるようにしていきたい。 

 ・現在、一部試行しており、審査部における外部へのヒアリングに、指導監査部のベテ

ランの監査員が対応するなど、人繰りについても管理職を中心に目配りをしていると

ころ。いろいろなものを取り入れながら、適正な労働環境を構築していきたい。 

 

・結果としての労働時間なども含めて、適正な範囲に収まっていることを確認しながら

進めているということであれば問題はないと思うが、今後も留意をいただきたい。 

（石毛委員） 

【協会から回答】 

・当時、審査業務に関しては、職員の増員だけでなく業務委託も行っており、そのうち

月次事業担当が厳しい環境にあったのではないかという話であった。現在は27名体制

で、さらに軽減化すべく外部委託も行い、取り組みを進めている最中につき、ご理解

いただきたい。 

 

・関連して、コンプライアンス上の問題があった場合に、職員がそれを通報できるチャ

ンネルがあるかということと、メンタルヘルス的な面のサポートがあるかどうか。そ

の辺はいかがか。（吉田座長） 

【協会から回答】 

・ハラスメント対応も含めて、通報の体制は整えた。 

 

・来年度に向けて業務が平準化するようなスケジューリングが一番大事だ。例えば、指

導監査について、今年度は協会が行う分を8月に着手し、外部委託先を含めると10月以

降になって監査が本格化している。これをいかに8月から本格的に始めるように見直す

かがテーマだ。スケジュールの前倒しを考え、業務の繁閑が起きないように工夫する

必要がある。放置しておくと後ろにズレ、下期、12月以降に業務が集中してしまうの

で、見直しが必要である。研修についても、12月以降に実施期間が設けられているが、

もっと前であってもいいのではないか。来年以降、実施時期の見直しが必要と考える。

（馬場委員） 

・相談支援業務の実施状況について、問合せ件数が増えているが、メールについては４

月から11月にかけて、月を追うごとに減っている。分析できているか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・来年度のスケジューリングに関して、完了報告に関する業務をいかに効率的に、前倒

しでできるかというのが全ての始まりだと考えている。資料においては、上半期にか
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かるようになっているが、現実的には、第１四半期あたりで、ほぼ完了させようかと

考えている。そうすることで、指導監査のスタートが早まり、7月あたりから徐々に指

導監査に入るということができれば、現在、100人近くの監査員がいることから、ある

程度、前倒しすることで、年度内に十分な指導監査もやれることになり、監査のエビ

デンスとしての完了報告が生きてくるという循環をできるだけ固めていくことができ

ると考えている。 

・メール件数に関して、4月、5月は、新型コロナと新規募集の関係で、入電が多く、電

話がつながりづらいということの反動としてメールが多かった。その後、電話のオペ

レーターを増やしながら、業務の委託も入れ、回線も増やしてきたので、その結果、

電話がつながるようになり、メールが少なくなってきたと考えている。 

 

・メールの件数が減っていっている点について、返信が遅いからメールではなく電話で

相談しようと思われているのではないかと懸念していたのだが、返信についてはタイ

ムリーにできているのか。（馬場委員） 

【協会から回答】 

・メールの内容にもよるが、基本的には担当を決めながら、メールの内容も、相談窓口

だけで答えられる部分と答えられない部分があるので、審査業務の担当部署と確認し

ながら、メールで返している状況である。 

 

・いろいろな事業者から耳に入ってくるが、２週間返事が来ないので、待っていられな

いので電話すると。想像するにメールのほうが相対的な時間がかかるのではないか。

言葉でやり取りをするので、電話でやれば何らかの答えができるが、メールだと中途

半端な回答ができないので、審査するという、それもあるかと考える。電話回線を増

やすことによって、カバーできるということもあるので、さらなる運用改善を考えて

いただきたい。（吉田座長） 

 

・指導監査については、外部委託２社で東日本エリアと西日本エリアで監査員等も増や

しながら行うということだった。その時点で、保育資格を持った方を充てる人数が東

西でかなりアンバランスであったということを指摘したが、改善状況はいかがか。（吉

田座長） 

【協会から回答】 

・当初、協会から委託先に対して、本部サイドで５名程度の単位で管理していくような

指導の仕方をしていた。西日本を担当するパーソルは自主的に地域ごとに張り付けて

いて、東日本を担当するアデコは指示どおりやっていた。その後、アデコに対して、

協会から話をし、エリアごとに２名ずつ採用してやっていくことになった。現在は、

アデコが10名、パーソルが29名と人数差はあるが、体制についてはほぼ地域ごとに２

名以上の配置ということで進めている。採用は苦戦しておるようだが、アデコの場合
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は地域ごとにはばらつきが出ているので、是正するように動いてもらっており、是正

されつつあるということでご理解いただきたい。 

 

・相談支援体制を重視するという考え方は共感できる。通常の運営支援に並んで、企業

主導型保育事業の社会的な意義を訴えることができ、相談支援はとても重要と考える。

通常相談以外の相談支援体制にマッチング支援とあるが、このマッチング支援もとて

も大事だ。これは各自治体と利用者と企業をつなぐ役割と考えてよいか。これをイン

ターネットで実施するということだが、直接電話やメールのやり取りなどでマッチン

グ支援をするということも考えられないか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・マッチング支援については、様々な手法があると考えている。１つは情報公開という

観点から、新しいシステムにおいては、事業者の月次報告から、乳児から５歳児まで

の定員枠がどれくらい空いているかということも、リアルタイムで出すことを考えて

いる。まずは空き情報が分からないとマッチングしようがないのではと考えており、

まずは環境を整備して、情報をいろいろなところへ発信していければと考えている。

ある地方自治体の方との話すなかで、企業主導型保育事業の設置場所、定員枠がどれ

くらいあるかというのは、実際にチラシを作って、各市町村に配っていただいている

とのことだった。その際の要望として、施設の空き状況をリアルタイムで教えてほし

い、そういうシステムができないかということがあった。マッチング支援で利用者が

できるだけ情報にアクセスして使えるかどうかも含めて確認するという体制を、まず

は新システムを構築していくなかで、マッチング支援の環境を、併せてつくっていこ

うと考えている。 

 

・その上で、電話相談などの相談支援の中でマッチングをするという考え方になるのだ

が、将来的に実行する考えはあるのか。（的場委員） 

【協会から回答】 

・マッチング支援のやり方も様々あり、そのアプローチの仕方も様々あると考えている

ので、今後、状況を見ながら検討していくべきと考えている。 

 

・今回のコロナによって、事業者が経済的なダメージを受けて、事業を縮小または再編

することによって、保育事業の見直しをするようになる可能性があると感じている。

実際のところコロナによる保育事業への影響みたいなものが出ているかどうか教えて

いただきたい。（的場委員） 

【協会から回答】 

・既にコロナの影響で休園している施設がある。濃厚接触者、陽性者等が出ると休園と

なる。新型コロナの影響だとして、職員と児童が集まらなくなったということで、休

園したいという事業者も報告が来ている。 
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・また、ホテル業をやっている事業者もあり、収入がないのでどうしようかという相談

もある。事業者の施設に入っている保育施設だと使いづらい部分があるが、本事業で

助成した整備費が無駄にならないように、他の事業者がそこを使うという事業譲渡に

ついて案内もしている。事業譲渡のスキームにおいては、新規募集と同様な審査をす

るということになっており、四半期ごとに、そういう案件の相談があれば、適宜、相

談に対応し、進めているという状況。 

 

・これからコロナによる様々な影響が出てくる。また逐次報告いただきたい。（的場委

員） 

 

・まず、以前、新規申請施設の早期の情報提供を本委員会でお願いしたところ、内示状

況について、該当する自治体に対し、ある程度まとまったタイミングで提供いただい

ており、感謝申し上げる。また、自治体からの問合せ等の電話対応に関しても、本市

の担当職員から、以前に比べてつながりやすくなった、答えも早いタイミングでもら

えるという声を聞いている。重ねて、感謝申し上げる。大変な状況下ではあるが、引

き続きよろしくお願いしたい。（福嶋委員） 

・研修の実施状況について、以前の本委員会の中で、ｅラーニングが中心になるという

説明があり、実際もそうなっているが、先行きがなかなか見えない中で、来年度以降

もｅラーニングが中心になってくると推測している。以前の本委員会において、ｅラ

ーニング効果検証はなかなか見えにくいのではないかという指摘をした際、アンケー

ト調査等々について検討するということだった。今年度の研修は日程的に始まったば

かりではあるが、来年度に向けて、どのように取り組んでいくのか。（福嶋委員） 

・相談支援業務について、休園や事業譲渡という話があった。実際、事業譲渡に至る前

の段階でカウンセリングのような、事業継続に関するアドバイスのような相談対応も

しているのか。自治体も認可保育所等において同じような状況はあるが、事業譲渡は

最終手段であり、できれば立て直しができるように進めているが、本事業ではどのよ

うに対応されているのか。（福嶋委員） 

【協会から回答】 

・ｅラーニングに関して、その効果を上げるため、小テストを実施する等といった具体

的な手法について、どういう効果を期待してできるのかということを委託先の選定に

あたり確認し、当該事業者に決めたところ。来年以降、結果がどうなるか、また状況

を見ながら対応していくこととなる。 

・事業譲渡に至るまでの経緯で、協会として何か助言ができるかということについて、

現時点では、施設長研修をｅラーニングで行うなかで、何が発信できるかというのは

検討の必要があると考えている。事業譲渡を奨励しているととらえられないよう、で

きる範囲で慎重に考えながら、実施していきたい。事業者がいろいろ苦労されている

最中でもあり、協会として助言できる部分は、今後検討していきたい。ただ、あまり
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出過ぎたこともできないし、かといって事業譲渡を奨励しているととらえられること

も避けたい、何か具体的な案を求められても、なかなか対応が厳しい状況があると考

える。 

 

（吉田座長） 

協会の職員等の体制の整備、それから各事業の実施状況について、まだ年度途中ではあ

るが、現在の進捗状況について協会から御説明、御報告があった。これに対し、それぞ

れ委員からいろいろな御意見、御要望もいただいたところであるが、協会におかれては

粛々と進めていただければと思う。委員のみなさまよろしいか。 

 

（委員首肯） 

 

７．閉会 


