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○西川参事官 時間が10時半からということですけれども、皆さん、お集まりいただ

いているようでございますので、ちょっと早いですが、開会をしたいと思います。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 私、内閣府の西川でございます。よろしくお願いいたします。 

 初めに「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会」第１回の会議の開催に

当たりまして、宮腰光寛少子化対策担当大臣より、御挨拶がございます。 

○宮腰大臣 おはようございます。少子化対策を担当しております、宮腰でございます。 

 検討委員会の皆様におかれましては、お忙しい中、委員をお引き受けいただき、御出席

いただいたことに、まず感謝を申し上げたいと思います。 

 企業主導型保育事業につきましては、制度開始から３年目を迎える中で、国会の場やメ

ディアなどからさまざまな問題点が指摘されております。こうした状況を招いたことはま

ことに遺憾であり、担当大臣として真摯に受けとめております。 

 企業主導型保育事業は、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援す

るとともに、待機児童解消に貢献する大変重要な事業であります。企業の方々や経済団体

からも高く評価されており、また、多くの保育施設は高い志と理念を持って運営されてお

ります。 

 ただ、この２年半余り、内閣府が事業を進めてきた中で、量の整備に重点が置かれ過ぎ、

質の確保への意識が必ずしも十分ではなかったのではないか。ここは一度立ちどまり、こ

れまでの取り組みを検証し、反省すべきは反省し、しっかりと改善を図っていくべきでは

ないか。私としてはそういう厳しい認識のもとに、今般、この検討委員会を立ち上げさせ

ていただいたところであります。 

 親御さんにとりまして、そして、社会にとってかけがえのない子供たちの生活や命にも

かかわる問題であります。質の確保が何よりも大切であるということは言うまでもありま

せん。委員の皆様におかれましても、こうした問題意識を共有していただき、国として何

を改善していくべきか、忌憚のない御議論を賜りたく思います。 

 この検討委員会での検討結果を踏まえ、内閣府としてしっかりと改善を図ってまいりた

いと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 きょうはありがとうございます。 

○西川参事官 なお、宮腰大臣におかれましては、本日は次の用務の関係から、11時半ご

ろに途中退席させていただくことをあらかじめ御承知おきください。 

 続きまして、本日御出席の構成員の皆様方を御紹介させていただきます。 

 構成員の名簿につきましては、資料１の別紙としてお手元にお配りしているところでご

ざいます。 

 座長につきましては、甲南大学教授の前田正子先生にお願いしております。 

 前田先生、一言御挨拶をお願いいたします。 

○前田座長 皆様、おはようございます。僭越ながら座長を拝命いたしました、甲南大学



4 

 

の前田でございます。 

 皆様御存じのとおり、企業主導型保育園は、待機児童問題の解消の切り札として平成28

年から当初目標定員５万人ということでスタートいたしました。さらに、今年度から大幅

に施設数も拡大しております。 

 ですが、大臣のお話にもございましたとおり、ふえ続ける開所施設の開所後の監査、ま

た、新規募集の審査の面で課題が見えてきており、本年度内をめどにこの委員会で国とし

ての改善方向の方向性をまとめること、改善方策をまとめることが、私ども委員会が宮腰

大臣から与えられたミッションでございます。 

 この事業につきましては、事業の名称どおり、雇用主の企業があり、そして、企業の委

託を受ける保育サービスを提供する機関、そこにお子さんを預けられる保護者の方やお子

さん、自治体、そして、地域の住民の方々と、さまざまな関係者がおられて成り立ってい

る事業でございます。あるべき方向性を議論する際にしましては、まずは現状についてさ

まざまな立場の方から、多様な角度からしっかりと御意見をいただく必要がございます。

早速、本日はそれぞれの関係者の方々にお出ましいただき、お話を伺うことになっており

ます。 

 年度内にまとめるということで大変時間的には限られておりますが、私どもの委員で議

論を尽くしながら、また、事務局の的確な情報提供やいろいろな御協力を得ながら、一定

の結論を見出していきたいと思います。 

 委員の方々には御迷惑をおかけすることもございますが、何とぞ御協力をお願い申し上

げます。 

 それでは、挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 

○西川参事官 引き続きまして、この名簿に沿いまして、構成員の皆様方を五十音順にて

御紹介させていただきます。 

 公認会計士・税理士、株式会社軽子坂パートナーズの嶋方拓郎様でございます。 

 東京都福祉保健局少子社会対策部認証・認可外保育施設担当課長の多田博史様でござい

ます。 

 独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンターチームリーダーの本地央明様でござい

ます。 

 全国社会福祉法人経営者協議会保育事業経営委員会専門委員の吉田久様でございます。 

 また、オブザーバーとして、日本経済団体連合会経済政策本部の佐藤正弥上席主幹でご

ざいます。 

 日本商工会議所産業政策第二部の杉崎友則副部長でございます。 

 続いて、政府側の出席者を御紹介します。 

 内閣府の子ども・子育て本部統括官、小野田でございます。 

 審議官の川又でございます。 

 オブザーバーとして、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室室長の森田でご
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ざいます。 

 なお、カメラ撮りの方々におかれては、ここで退出をよろしくお願いいたします。 

（カメラ退室） 

○西川参事官 続いて、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 資料１から資料７、それから、参考資料として内閣府で用意いたしましたこの事業の概

要ということでございます。 

 なお、後でヒアリングということで、資料５のニチイ学館さんの資料に一部乱丁がござ

いまして、資料５の後ろのほうのページに日本商工会議所の資料６がくっついて御用意さ

れております。プレゼンには支障がないと思いますけれども、その点は御容赦願いたいと

思います。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 議事進行につきましては、前田座長にお願いいたします。 

○前田座長 それでは、議事次第に沿って議事を進めます。 

 まずは事務局より、本検討委員会の開催要綱と、立ち上げの趣旨・目的について、御説

明をお願いいたします。 

○西川参事官 では、資料１をごらんいただきまして、この検討委員会の開催についてと

いうことでございます。 

 目的といたしましては、平成28年４月、子ども・子育て支援法という法律の改正を受け

まして、企業主導型保育事業が創設されまして、３年余りが経過しております。さまざま

な課題が明らかになっているということで、これまでの過去を振り返りながら検証し、そ

して、今後のより円滑な事業実施のための改善策を検討していくということで、有識者か

ら成る委員会を開催いたすということでございます。 

 検討課題につきましては、３の（１）から（５）まで記載してございます。大臣から御

下命がございましたように、年度内に一定の取りまとめを行うということで進めてまいり

たいと思います。 

 検討課題を少しブレークダウンしたような形で、資料２の別紙をごらんいただきます。 

 企業主導型保育事業に対する国会あるいはプレス等々で指摘されている指摘事項という

ことで、まずは１番で質の確保、事業の継続性の確保というところでございます。例えば

３つ目のポツのところを見ていただきますと、制度を開始して２年という中で、早速取り

消しや休止施設が生じているということで、新規募集に際しての審査の基準、審査の実際

の当てはめ、運用といったところで検証が必要なのではないかという点が述べられており

ます。 

 その上のところで、定員割れ、早速定員と実員に乖離があるのではないかというところ

についての調査、検証が必要なのではないかということでございます。 

 ２番目で、自治体との連携ということでございます。自治体との関係でいえば、１つ目

は地域の保育事業、各市町村においては保育の需要、供給というものを踏まえて認可施設
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の認可をしているわけですけれども、この企業主導型保育事業というものも保育の供給面

ということで影響するわけなので、地域の保育の需給、それから、仮に施設が万一休止し

た際には受け皿確保といった点でも自治体にもかかわってまいります。ですので、設置及

び運営に当たっては自治体が関与していく。そうした自治体の関与を強化していく必要が

あるのではないかという御指摘であります。 

 ３番目ですけれども、開所した後の指導監査のあり方、それから、相談支援のあり方と

いうことであります。１つ目のところでは実施機関、これが監査業務を民間企業へ委託す

るということの是非について検証が必要ではないか。 

 保育内容の監査結果を踏まえて、施設に対してアドバイスといいますか、相談支援みた

いな事後的なフォローも必要なのではないか。 

 保育内容、保育の事故の防止ということが非常に重要ではございますけれども、それだ

けではなくて、財務面での監査も強化していくことが必要ではないかという指摘がありま

す。 

 最後に、こういった点を国、国と園をつなぐ実施機関、今年度は児童育成協会に担って

いただいております。実施体制のあり方ということでございますけれども、今言ったよう

な指導監査だとか、あるいは支払いだとか、そういったことを適切に行うためには一定の

体制が必要ではないかと。そういった御指摘をいただいております。 

 というところで、この資料１、資料２の説明は終わらせていただきますけれども、ヒア

リングにつきましては、机が前にございますので、それぞれのヒアリングの方におかれて

はこちらのほうに席を移動していただいて、御発表していただいて、そして、質疑が終わ

られたら、また次の方と交代をしていくということでよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日は宮腰大臣にもお越しいただいておりますので、早速ですが、ヒアリン

グに移りたいと思います。 

 本日は、児童育成協会様、日本こども育成協議会様、ニチイ学館様、日本商工会議所様、

東京都の皆様にお越しいただいております。 

 初めに、児童育成協会様からヒアリングを行いたいと存じます。児童育成協会様より本

事業における審査や監査の状況につきまして、10分程度で御説明をお願いしたいと思いま

す。その後、引き続き質疑応答の時間を10分程度設けたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

（児童育成協会着席） 

○前田座長 それでは、よろしくお願いします。 

○児童育成協会 公益財団法人児童育成協会の理事長の藤田でございます。本日はこのよ

うな機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 お手元に添付資料がございますので、ごらんいただきながらお聞きいただければと思い
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ます。 

 それでは、事業実施団体といたしまして、企業主導型保育事業の審査並びに監査を中心

に御報告させていただきます。 

 私どもは昭和53年に設立されました、子育て支援、子供たちの健全な育成を役割とする

公益財団法人でございます。これまでに国の事業所内保育施設の整備費助成制度の実施団

体としての実務経験がございましたので、企業内の保育施設が企業にも社員にも働きやす

く効果があるということを体験いたしておりました。そこで、平成28年４月の企業主導型

保育事業の応募の際、ぜひお役に立ちたいと考えまして、事業実施団体に応募させていた

だきました。 

 企業主導型保育事業の取り組みは法人全体で行っておりますが、専門体制といたしまし

ては、事業主様からの相談及び審査を担当する両立支援事業部と、指導監査を担当する指

導監査部の２つの部署を設けております。 

 職員体制でございますが、平成28年度の事業実施団体に選定されまして以降、量の拡大、

内容の充実に合わせまして、順次拡大しております。現在、両立支援事業部は62名、指導

監査部は18名、別に指導監査の委託事業者がございますが、こちらに97名の職員を配置い

たしております。 

 次に、審査の手順につきまして御報告させていただきます。審査に臨む基本姿勢といた

しましては、年度の要綱、要領に確実に沿うということと、子供たちのためのよい保育施

設を早くつくるということでございます。 

 申請につきましては、当初は紙による書類の申請でございましたが、平成28年11月以降

は全て電子申請とさせていただきました。これによりまして、事業者の方々の申請事務の

負担軽減を図るとともに、当法人におきましても、助成決定から支払いまでの管理をスム

ーズに行える仕組みといたしました。 

 審査実務につきまして、御説明申し上げます。 

 まず、審査の担当が申請書の記載漏れがないか、添付書類がそろっているかの確認を行

います。不備がある場合は重ねて要請をいたします。 

 次に、図面の審査を行います。１級建築士の方々によりまして、添付の図面等により、

関係法令の遵守、保育の安全、質の確保などについて確認を行います。これを通過した申

請について、詳細の確認を行います。ここでは申請書及び添付資料に不整合がないか、必

要な面積が確保されているか、積算の内訳に対象外の経費がないかなど、審査チェックシ

ートに基づきまして、細かく見ております。不明な点や基準を満たしていない点がある場

合には、電子申請システムを通じまして、何度も確認、修正手続を行います。担当レベル

で確認が終わったものにつきましては、責任者が複数回にわたり確認を行った上で、助成

決定まで進めさせていただいております。 

 なお、審査担当者の審査技術につきましては、着任後の研修、日々のマン・ツー・マン

指導、勉強会等を通じまして、常に知識、技術の向上に努めております。このような基本
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的な審査手続につきましては、事業開始当初から変わっておりませんが、この３年間の審

査を振り返りますと、まず、平成28年の審査におきましては、初年度ということもござい

まして、要綱、要領等に定められた基準に沿っているかを慎重に確認しながら、特に図面

における避難路ですね。安全にかかわる基準を満たしているかなど、安心・安全にかかわ

る事項を重点に確認をいたしました。 

 平成29年度におきましても、要綱、要領に定められた基準を遵守するという基本的な審

査方針は変わっておりませんが、初年度の審査において確認、修正の多かった建築の見積

書や子供たちの食事を準備する調理業務などにつきまして、より注意を図るなど、審査方

法の改善に努めてまいりました。 

 さらに、平成30年度におきましては、地方公共団体への確認状況など、申請項目や添付

資料を大幅にふやしました。さらに有識者によります審査会を設けまして、待機児童対策

への貢献、多様な働き方に応じた保育の提供、事業に要する費用、事業の持続可能性、保

育の質、保育事業の実績などを考慮して内示を行うなどの見直しを図っております。 

 助成決定後の運営費の支払いにつきましては、利用児童の見込みに応じた概算払いと、

実績に応じました精算払いがございます。この運営費の支払いにつきましても見直しを図

っております。当初は助成決定後に概算払い申請書を御提出いただきまして、その支払い

は翌月末、精算払いは翌々月末といたしましたが、本年度におきましては、前年度に助成

決定を受けている事業者の方々につきましては、暫定助成決定を行うことで、本助成決定

を待たずに運営費の支払いを行えるようにするとともに、本決定後の概算払いについて、

翌月末払いから当月末払いに前倒しを図っております。 

 以上、そのような結果、28年度から30年度までの内示までの総計は約4,000施設、定員枠

は９万5000人となっております。 

 次に、指導監査について触れさせていただきます。指導監査につきましては、当法人本

部の監査員と公募により選定されました委託事業者の監査員により実施いたしております。

本部の担当につきましては、多数の保育施設を設置されている法人、それから、前回の監

査結果で特に確認を要する必要がある施設を選定いたしまして指導監査を行うなど、委託

事業者との業務分担を行った監査体制といたしております。 

 指導監査の方法は、立入調査、午睡時抜き打ち調査、特別立入調査の３つございまして、

それぞれの方法により関係法令、通知等に照らし、適正な事業運営と利用児童が安心して

保育サービスが受けられるよう確認を行っております。 

 立入調査は指導監査基準に基づきまして、職員配置、設備、衛生など、保育施設運営に

かかわる項目、そして、経理帳簿の整備や法人本部との会計区分など、経理関係の項目に

つきまして、２名の監査員が１施設に１日かけて確認を行っております。この調査は１年

に１回以上実施することにしておりまして、平成29年度の実施件数は800件、平成30年度11

月末現在1,766件となっております。なお、29年度の立入調査の結果につきましては、９月

29日に結果を公表させていただいております。 
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 また、この結果を踏まえまして、10月25日「平成29年度の立入調査結果を踏まえた適正

な事業運営について」と題しまして、全事業者に通知を発出いたしました。より一層保育

の質の確保や保育事故防止について留意していただくようお願いをいたしております。 

 保育の質の確保につきましては、当法人といたしまして、施設長の研修会、保育安全研

修会、子育て支援員研修会を開催いたしておりますが、施設の職員に参加を呼びかけまし

たところ、これまでに4,000名を超える方々に受講していただいております。全施設に対し

まして、保育の安全の冊子の送付なども行っています。 

 業務評価について触れさせていただきますと、平成28年度に事業実施団体として選定さ

れまして以来、毎年度、国の評価検討委員会におきまして、本事業への取り組み状況を御

報告させていただき、その結果、当法人での事業の実施について御承認をいただいてまい

りました。 

 このように、本事業の事業実施団体は単年度更新でございまして、私どもといたしまし

ても、一気に大きな体制を整えるということに逡巡がございまして、段階的な体制づくり

となりました。そのために、特に常勤職員一人一人の業務負担が大きくなり、結果として

審査全体の進行に少なからず影響を生じていたのではないかということも考えております。 

 最後になりましたが、本委員会におきまして、先生方の御意見を賜りながら、本事業を

よりよい制度となるよう、組織体制の強化も含めまして、より一層の努力をしてまいりた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、構成員の皆様から何か御質問などがござい

ましたらお願い申し上げます。 

 どうぞ。 

○本地構成員 御説明ありがとうございました。 

 現在、協会において指導監査基準を策定されて監査に当たられているということなので

すけれども、現状において課題とか改善すべき点みたいなものがもしございましたら、お

教えいただければと思います。 

○児童育成協会 まず、先ほども申し上げましたが、単年度の会計でございますので、例

えば人員の体制、採用ですね。それから、事務所は小さいところから４回ほどかわってお

りますけれども、事務所の体制。それから、設備でございます。一番大きいのは電子シス

テムの規模、容量でございます。こういったものについてまだ十分と言えないとは思って

おります。これは大枠でございまして、それにまつわるいろいろな課題がございます。た

だ、今回このようないろいろな問題が起こったということについては、大変重く受けとめ

ております。 

 以上でよろしゅうございましょうか。 

○前田座長 ほかに御質問がございましたら、どうぞお願いします。いかがでしょうか。 
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 嶋方構成員、どうぞ。 

○嶋方構成員 ありがとうございました。 

 先ほど建築士の方のお話が出たと思うのですけれども、申請があった後に全ての建築の

見積もりが妥当かどうかというのはなかなか難しいと思うのです。その前の事前の建築の

見積もりが妥当かどうかということの御法人での検討はどういった状況でしょうか。 

○児童育成協会 お答えさせていただきます。 

 今年度の募集に当たってという形で、一番近いところでお答えさせていただきます。 

 私ども、２年間この事業を行ってきまして、今御質問いただきました見積もりの状況な

ども経験を踏まえ、見積書のモデルケースというものを事前にそろえまして、創設のケー

スはどのぐらいの費用がかかるのか、どういう内容になるのか、改修の場合についてはど

ういう費用がかかってどういう内容になるのかモデルケースを示しまして、そのモデルケ

ースを参考に設置に当たっての事業主様、あと、建築の専門の方、それぞれ見ていただい

て、それを参考に見積もりを出していただけますかという形で御案内をさせていただいて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋方構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○宮腰大臣 ことしから自治体との連携ということで、それを一定の要件化しているとい

うことだと思うのですが、そのあたりはしっかりと申請が上がってきたときに、所在自治

体とやりとりをして確認しておられるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○児童育成協会 ありがとうございます。 

 今年度の募集に当たりましては、自治体に状況を確認していただいて、その状況を事業

者様から御報告いただくという形をとっております。ただ、自治体さんとも私どもは連携

をとる必要がございますので、全ての助成申請の情報につきまして、都道府県を通じて各

市町村にこういう申請が来ていますということを御報告させていただいております。それ

に基づきまして、この申請の内容、私どもはこう考えているですとか、そういった内容は

個別に自治体さんからいただいておりまして、必要に応じてこちらから問い合わせをさせ

ていただいて、こういう申請をいただいていますけれどもどうですかというのは、自治体

さんともやりとりをさせていただくような形をとらせていただいているところでございま

す。 

○宮腰大臣 自治体からはしっかりと返事が来ますか。 

○児童育成協会 十分かと言われれば量的な基準は難しいのですが、自治体の母数に比べ

ればそんなに多くはないのですが、確実に気になるような自治体、関心を持っていただい

ている自治体からはいろいろな御意見をいただいているところでございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 
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 ほかに皆様方から御質問はございますでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

（児童育成協会退席） 

○前田座長 続きまして、日本こども育成協議会様、その後、質疑の時間を挟まずニチイ

学館様からそれぞれ10分程度で現状や課題などについて御説明をいただきまして、このお

二方からの御説明が終わりましてから、10分ほど構成員の皆様方との質疑応答をさせてい

ただきたいと存じます。 

 それでは、初めに日本こども育成協議会様、よろしくお願い申し上げます。 

（日本こども育成協議会着席） 

○日本こども育成協議会 ただいま御紹介いただきました、日本こども育成協議会の廣島

でございます。このような検討委員会にお招きいただきまして、心から感謝申し上げたい

と思います。 

 私ども日本こども育成協議会、そもそもが東京都の認証保育所を母体とした事業者の集

まりということで、現在165の事業者で、全国に約2,200の事業所数を持っております。そ

の中で企業主導型の事業者さんも多数含まれているということは、きょう、意見書の中で

触れさせていただきました。 

 私、冒頭に挨拶だけということでございますが、そもそも企業主導型のお話をいただい

た３年前に、私ども協議会のほうといろいろお話を頂戴しまして、待機児童という問題も

そうですが、雇用の面からも非常に有用な制度だということで、私ども協議会として関与

させていただくことになりました。 

 この制度が今、巷間ではさまざまなことが意見として上がっておりますが、制度の持つ

本来の目的、このことをぜひ先生方におかれましては御議論いただきまして、本当にこれ

からの日本の社会にとってどれほど大事な視点か、非常に有用なものであるということに

ついて御議論を頂戴できればありがたいと思っております。 

 具体的には、私どもの担当から意見を述べさせていただきたいと思います。 

○日本こども育成協議会 日本こども育成協議会の副会長の横田と申します。本日はどう

もありがとうございます。 

 私ども、今、会長が申し上げたとおり、日本こども育成協議会は企業主導の事業者数が

約41社、施設数で141が現在の会員数になります。 

 その中から昨年度ぐらいから企業主導に特化して多数会員さんから御意見をいただきま

して、これはぜひ意見交換会を開催しようということで、昨年度は２回、今年度は５回開

催、東京はまだあと１回あるのですけれども、今４回開催が終わっているところでござい

ます。今回、会員数は施設数として141ということで少ないので、それでもたくさんの非会

員の方からもお声をいただいたという経緯もございまして、会員以外の企業主導をやられ

ている事業者さんにもお声をかけさせていただきまして、開催をしてまいりました。 

 今年度は８月に大阪67名、９月に東京で63名、10月に福岡で38名、この日は台風の日だ
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ったので少ないです。それから、12月には、ついこの前ですが、大阪で61名の参加で開催

をしております。 

 この中で、意見の交換ももちろんなのですが、皆さんが困っている中で、研修がなかな

か少ないということもございまして、当協議会で研修と抱き合わせで意見交換会を開催し

てまいりました。研修は保育の保育指針に基づいた改定もございましたので、それも絡め

て保育の指針の研修であったりですとか、先日の大阪の研修では処遇改善費ですね。かな

り複雑な計算方法になっておりますので、これの処遇改善費の計算方法の研修を、社労士

さんを入れて開催しております。それから、大阪だけの研修ですけれども、アレルギー児

の対応の研修等も今後予定しているということでございます。 

 私ども、企業主導型保育事業につきましては、子育てと仕事の両立を支援して、かつ待

機児童の解消に資する制度として、非常にメリットのある制度として考えております。当

協議会、今年度から企業主導型保育部会というものを立ち上げまして、先ほど申し上げた

とおり意見交換会を開催しているというところでございます。その意見交換会で出てきた

意見の中で、細かいところを含みますとたくさんございますけれども、本日は３点に絞っ

てお話をさせていただければと存じます。 

 まず１番、相談支援体制の整備というところです。企業主導型保育事業を行っている事

業者は、大手の企業もたくさんいらっしゃいますけれども、中小企業、本当に初めて保育

の事業に取り組むという事業者も多く、皆さん非常に熱意はあるのですが、ノウハウが足

りなくて、運営がうまくいっていない事例も多数見受けられております。 

 相談したくても相談先がなかなかなくて、まだ横のつながりも余りないですから、相談

し合う仲間もいない、児童育成協会は電話がなかなかつながらないなど、相談支援体制の

不十分な状況にあると。これは制度の改正ですとか要綱の改正があった場合は、例えば説

明会などの実施を行っていただくなど、少し対面の相談窓口をつくっていただくことで、

企業主導型保育事業を行っている事業者の不安が少しでも解消されていくのではないかと

考えておりますので、今後適切な相談支援の体制というのは不可欠であるのではないかと

考えております。その体制を整備していただければと御提案いたします。 

 次に、監査体制の整備と適切な指導の確保という点でございます。監査については、児

童育成協会、それから、児童福祉法59条に基づく認可外保育施設を所管する自治体により

実施をされております。児童育成協会と自治体とで異なる指摘を受けた場合、どのような

対応をしたらよいのか困惑しているという意見もございます。また、監査を行う人によっ

て異なる指摘を受けることがあり、複数の企業主導型保育施設を運営している場合は、こ

ちらの施設ではこれをこう言われたけれども、こちらの施設では違うことを言われてしま

うというような問題が出てきておりますので、この辺も一貫したものになっていけばいい

のかなと思っております。 

 細かく監査の項目のカテゴリーに分けると、職員の休憩時間の確保の問題であるとか、

園児の午睡中のときの職員配置ですね。こちらの考え方。それから、保護者への実費徴収
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の考え方、学校保健法に準ずる健診や保健衛生の考え方、午睡チェックの方法、企業会計

と社福会計の違いの取り扱いなど、カテゴリー別に分かれると思うのですが、こちらをよ

り精査して、なぜだめと言われてしまったのか、どのように改善すればいいのか、十分に

理解ができなくて困惑が生じているということが起こっております。 

 これまでの２年間の監査結果で、恐らく問題点は浮き彫りになっているのかもしれませ

んが、施設の運営実態に基づく検証を行い、自治体との共同実施や監査項目の共通化など、

自治体との連携強化を図りつつ、単に基準が守られているかどうかだけでなく、相談指導

的側面を備えた監査となるとよろしいのかなと思っております。 

 続きまして、３番で制度の見直しです。制度実施後２年がたちまして、３年目が経過し

ようとしている中で、さまざまな課題が浮き彫りになってきたと思います。 

 例えば、これは具体的なところで記載させていただきますと、週７日開所と週６日開所

の場合、運営費基準単価に相当の差があるにもかかわらず、１日でも閉所した日があれば、

年間を通じて週７日開所の基準単価が適用されないため、事業運営に大きな支障が生じて

おります。 

 また、今年度から弾力措置ですね。地域枠の児童が企業枠で入所するということが可能

になりましたけれども、自治体の保留通知が必要となりますが、この通知書が更新されな

いときは、退所しなければならないため、引き続き入所したいという御希望があった場合

は、改めて認可保育所に入所申請をし、保留通知書を再度発行してもらわなければいけな

いという、利用者にとっては非常に使いづらい制度になっている部分がございます。 

 さらに、企業主導型保育事業に対しては、自治体の認識、対応に、自治体によって相当

の温度差が生じておりまして、保育認定を初め、利用状況の把握、研修事業の案内など、

対応がさまざまになっております。 

 本検討委員会におきましては、見直しが行われていくのではないかとは思われますが、

本制度は認可保育所にはないさまざまなメリットもあります。 

 利用者、事業者を初め、自治体、保育団体等の意見に耳を傾けていただきまして、多様

な角度から課題を抽出の上、利用者、事業者、自治体にとって望ましい制度になるよう再

構築をし、真に、一億総活躍社会の一翼を担う制度としていただきたくお願い申し上げる

次第でございます。 

 以上になります。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 質疑の時間は後にとらせていただきまして、続きまして、株式会社ニチイ学館様、よろ

しくお願いいたします。お席の移動でお手間をとらせます。申しわけございません。 

（日本こども育成協議会退席） 

（ニチイ学館着席） 

○ニチイ学館 ニチイ学館でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 私は今、ニチイ学館で保育事業部門の責任者を務めております、鈴木でございます。 
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 本日はこのような場に参加の機会を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。

また、日ごろ関連機関からさまざまな御指導等を賜りまして、重ねて御礼申し上げる次第

でございます。 

 本日、私どもがこの場に臨ませていただきました役割というのは、今、協議会からもお

話がございましたが、この企業主導型保育事業に携わっている多くの事業者がさまざまな

課題には直面しつつも、それぞれの法人の工夫ですとか努力、そういったところでこの事

業にある意味正面から向き合って推進しているのだというところのごく一部にすぎません

が、実例としてお話をお伝えする。それが私どもの立場、役割かなと思いまして、この場

に臨ませていただきました。 

 では、以降は資料に沿いまして御説明さしあげたいと思います。 

 まず、表紙をめくっていただきまして１ページ、こちらはおまけのお話ですので簡単に

触れますが、商号はニチイ学館でございます。現在はこの保育事業のほかに主要事業とい

たしましては、医療関連、介護、教育事業ということで、主に社会保障関連の事業をなり

わいとさせていただいております。 

 保育事業につきましては、この１ページの最下段にございますが、現在、全国で258の拠

点の運営をさせていただいております。内訳がその下にございますが、認可・小規模が112

カ所、そして、今回テーマになっております企業主導型保育所が70カ所、そして、その他

事業所の請負ですとか、そういったことを含めますと76拠点、都合258の保育園の運営をさ

せていただいているのが現状でございます。 

 ２ページ、こちらはその中でも企業主導型を少し取り上げまして、地域的な展開を御案

内しているページでございますが、ごらんいただいてわかるとおり、まさに北海道から沖

縄、北から南まで各都道府県に最低でも１カ所の保育園の整備をさせていただきまして、

今、都合70カ所の運営をさせていただいておりまして、現在、申請中として15カ所、来年

度のオープンの審査を受けている状況でございます。 

 ３ページ、各保育園の基本的なスペックの御案内になります。定員は18名で、０歳から

２歳、０～２歳型の保育園の運営をさせていただいておりまして、18名定員が標準的なス

ペックでございます。開所時間は11時間開所、月曜日から土曜日というのが標準的な運営

体系になっております。 

 その中で、延べ床として110から130と、面積がなぜあるのかということでありますが、

少し大き目の小規模保育所といったイメージを持っていただければと思っております。こ

れは後々の質のお話にもつながっていく部分でありますが、やはりいわゆるソフト面の質

というのももちろんこれが一番大事ではあるのですけれども、保育所は子供たちが集う場

所でありますので、ハードとしてのスペックも非常に欠かせない部分でありますので、そ

ういう意味では少し面積的にも余裕を持ったつくりをしていこうということで、これを標

準スペックとさせていただいているということになります。 

 ３ページ、中ほどから下段が私どもの運営の特徴でございます。 
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 １つ目が、私どもが設置主体となりまして、さまざまな法人様との利用契約を結ばせて

いただくという「保育事業者型事業」、いわゆる共同利用型という形で運営をさせていた

だいております。 

 ２つ目が、先ほど御案内のとおり各都道府県に展開をすることで、広域なニーズにお応

えしようというものでございます。 

 ３つ目が、これは地域のニーズに応じてでございますけれども、基本的には地域枠を設

けまして、法人利用だけではなく、その地域の皆様にも御利用いただける、そういった形

での受け入れをさせていただいているということでございます。 

 続きまして、４ページをごらんください。こちらが本日の主題になるかと思います。大

きくは従業員枠の利用者確保、いわゆる稼働状況について、それが１つ目。また、２つ目

が保育の質の確保ということで、昨今、メディア等でもさまざま話題になっております重

立ったところにつきまして、私どもがどのような運営をしているのかというところに触れ

たいと思います。 

 まず１つ目の利用者確保についてでございますけれども、下向きの三角の上の段に２行

ほどございます。従業員枠の利用者確保に当たりましては、それぞれの利用者の方が御勤

務されている企業様との契約を締結することが制度上求められておりますので、そういう

意味では認可保育園、他の保育園とは異なる利用フローといいましょうか、少しハードル

となるようなものが、利用者にとっても、そして、私ども運営者にとっても多少存在する

ということが言えます。 

 それに対して私どもがどのような取り組みをしているかと申しますのが、「弊社取組み」

から下のところでございます。先ほど全国に保育園を展開しているということに触れまし

たが、これの狙いといたしましては、全国広域に事業を展開している企業様にとりまして

は、従業員間の公平性というのでしょうか、そういったものを非常に気にされるといいま

すか、重要視される部分がございます。そういう意味では、少なくとも各都道府県に１カ

所あるということで、従業員間の不公平感をなくした福利厚生事業を行うということで、

広域に展開している事業者様にお応えする仕組みを整えているというのが一点でございま

す。 

 もう一つが、私ども、各都道府県に最低１カ所の支店という組織を持っております。こ

の支店が今度は地場で展開している、営みをされている企業様、法人様へのアプローチを、

お取引をするセクションとなっておりまして、広域展開の一方で、本当に地域地域でロー

カルに展開されている法人様とも密な関係づくりができるようにということで、支店が営

業活動ですとか保育園の御案内の活動をさせていただいております。そういうことでは広

域、マクロとミクロというのでしょうか、両面での保育園の御案内、運営に取り組みをさ

せていただくことで、この稼働率というものは地域によってもちろん差はございますが、

今いろいろ話題になっているほどの大きな稼働の問題は生じていないというのが私どもの

現状の実態かと思っております。 
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 ２点目、保育の質の確保についてでございますけれども、これも下三角の上に２行ほど

ございます。企業主導型保育事業は、認可外保育施設の位置づけではございますけれども、

そもそも保育園の持つ使命ということから考えましても、私どもは認可保育園と同等の運

営をしなければならないと思っております。また、いわゆる制度上もそれに準ずる報酬等

を頂戴するという格好にもなっておりますので、この水準は認可レベルにあるべきである

という考え方を持ってございます。 

 世の中もそれを求めているということから、私どもはどのような取り組みをしているの

かというのが「弊社取組み」の下になっております。まずは今お話ししたような考え方の

もと、保育士の採用の段階ですね。この時点から近隣にございます、先ほどお話ししまし

た百数十拠点の認可・小規模と同等の採用基準でこの保育士の採用に取り組んでございま

す。 

 また、採用するだけではなく、採用後ですけれども、かれこれ15年、20年弱ほど保育事

業の運営に携わらせていただいている中のノウハウを、今回この企業主導型保育事業にも

かなり注ぎ込みまして、研修体系の構築等に取り組んでおりまして、その研修の実施を行

うということで、採用時の基準を緩めることなく、また、入社後の採用後の教育にも取り

組んでいるということでございます。 

 その教育の取り組みの一例といたしまして、下段の終わり、３行ほどになりますけれど

も、研修実施に加えてタイムリーなノウハウの共有を行うことを目的として、これは何を

指しているかといいますと、当然、先ほど協議会のお話もありましたが、児童育成協会の

監査ですとか、そういったところからいただく御指導等も当然そうなのですが、私ども、

全国で約4,000名を超える園児、児童のお預かりをさせていただいておりますので、そこに

は生きた保育事例がございます。これをまず、よき事例も、また、残念ながら時にはイン

シデントのような事例もございますので、そういった両面をタイムリーに共有すること。

毎月毎月決まった時期に定期的に繰り返し繰り返しその事例の共有を行うということで、

ある意味、教科書を学ぶではなく、生きた保育の事例を学んでいただくという取り組みを

もって保育の質の確保、向上に当たっているというのが私どもの現状の取り組みでござい

ます。 

 お話しいたしましたのは本当にごく一例にすぎませんが、弊社といたしましては、この

約２年弱になりますけれども、この事業に取り組ませていただきまして、改めてこの事業

の社会的意義ですとか、保育インフラ、そして、就労支援インフラとしての非常に重要な

責務を感じつつ、この事業に当たらせていただいています。ですので、今後も関係機関の

御指導を賜りながら、また、国、自治体、そして、地域の皆様、関係団体の皆様と連携を

深めまして、よりよいインフラの一つになれるように努力してまいりたいと思っておりま

す。 

 今後どうぞ御指導を賜りますようお願い申し上げます。本日はありがとうございます。 

○前田座長 それでは、ありがとうございました。 
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 せっかくの機会ですので、先ほど御説明をいただきました日本こども育成協議会様、続

きまして、ニチイ学館様のただいまの御説明にございまして、何か御質問がございました

ら構成員の皆様からお願い申し上げます。 

（日本こども育成協議会着席） 

○前田座長 どちらも実際に保育を運営なさっている事業者の方々からの御説明ですので、

皆様からぜひ御質問をお願い申し上げます。 

 どうぞ。 

○本地構成員 御説明ありがとうございました。 

 やはりこの業界において、今、人材、保育士さんの確保というのは非常に課題だと思っ

ておりまして、企業主導型保育においても当然同様なのかなと。その点において、何か苦

労されている点とか、こういった支援があれば楽になるだとか、あとは改善すべき点みた

いなものがあれば教えていただければと思います。 

○ニチイ学館 御質問を頂戴しまして、まことにありがとうございます。 

 人材確保に当たりまして、弊社としましては、先ほど申し上げました現場の支店という

ものがございます。なので、地域の一番有効な求人媒体等を見きわめて、支店が求人を出

稿しつつ、私ども本社部門といたしましても、全国的なネットで見られるような求人等々

を積極的に打っていくことによって、露出の機会をふやしていきまして、そちらで保育士

の確保に努めているところとなっております。 

 現在のところで、喫緊で私どもとして取り組みの中で一番差が出てきておりますのが、

認可保育所であったりとか小規模保育所というところで行きますと、自治体からもプラス

アルファの処遇改善に関するものが出てくるケースが多くあります。今回の企業主導型に

つきましては、児童育成協会から出てくるものが中心となっておりまして、そこの部分で、

同じ仕事をしていただく中でも賃金の中で格差といいますか、原資に当たるものの差が出

てきてしまっているというのが、一つ私どもとして一番課題といいますか、ハードルと感

じているところとなっております。 

○日本こども育成協議会 私どものほうは職員確保というところですけれども、全体的に

それは全ての保育事業で保育士不足というものが言われておりますが、今、処遇改善の部

分では、さまざまな部分で改善が図られているものの、先ほどニチイさんがおっしゃった

ように、自治体によってのプラスアルファの差は正直あるというのが現状ではございます。 

 国のほうで、宿舎借り上げ制度というものもございまして、職員の家賃の部分の制度が

ございますけれども、こちらも自治体によって企業主導型を採択している自治体さんと採

択していない自治体さんとがございまして、ここはかなり大きな差が出ている状況ではご

ざいます。 

 ただ、企業主導型保育事業もたくさんの形態があるとは思いますけれども、保育士の中

では、大きな認可保育園で働いているよりも、企業主導は小さな保育園が多いもので、小

さなところで保育をしたいという職員も中にはおりますので、そういった意味では、全く
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デメリットばかりという形ではないかなというのは感じてはおります。依然として厳しい

状況にあることには変わりはないかなという印象はあります。 

○本地構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問は。 

 吉田構成員、お願いします。 

○吉田構成員 御説明ありがとうございました。 

 ニチイ学館さんに２点お伺いしたいのですけれども、保育の質の確保ということで、保

育士の資格を持たれている方の比率ですね。企業主導型保育事業に関してなのですけれど

も、100％なのか、どのくらいの割合なのか。 

 もう一つが、利用者の確保ということなのですけれども、年度の途中で育休から復帰さ

れる方などがいると思うのですが、そういう方が大体保育園に入れているのか、それとも

待機としてカウントされているのか、その２点を教えていただければと思います。 

○ニチイ学館 まず１点目に御質問を頂戴しました質の確保の部分につきましてお答えを

させていただきます。 

 私ども、企業主導型の事業を展開していく中に当たりましては、原則としては保育士比

率100％のものを使って実施させていただいております。プラスアルファ、各種加算で、無

資格の方等々を採用していただける加算等もありますので、保育士の負担軽減というとこ

ろを目的としまして、そういった加算の活用をして、無資格の方を採用している拠点も一

定数ございます。 

 そういった方についても、やはり保育士と同等の研修等を受けていただく。それで、入

社した後につきましては、OJT等々を活用しまして、保育士と同等の保育サービスといいま

すか、かかわりを持てるようにというところで、質の向上には努めているというところが

ございます。 

○ニチイ学館 ニチイ学館の宮田と申します。よろしくお願いいたします。 

 ２点目に御質問いただきました期中で産休ですとか育休の復帰の方がいらっしゃるかど

うかという御質問だったかと思いますけれども、こちらはかなり多数いらっしゃいまして、

全体としては認可保育園と若干集客が違う傾向がございまして、４月で認可保育園に申し

込む方が一番多いと思うのですけれども、認可保育園が埋まり出してから徐々に認可外の

カテゴリーに入っている企業主導型に応募をしていただく方がいらっしゃいまして、期中

からの伸びを比較しますと、認可保育園よりこの企業主導型のほうがかなりいらっしゃる

ような傾向がございます。 

 ただ、先ほど少し御紹介させていただきました従業員枠をいかに埋めていくかというと

ころが非常に重要かなと考えておりまして、そうしますと、法人間の契約ですとか、いか

に裾野を広げていくかということが重要かと考えております。そちらの営業活動に力を入

れているところでもございます。そういった企業と契約が組めれば、企業さんに対して、
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社員に対してそういった通知をこちらから促していったりですとか、そういった周知方法

を駆使しながら、期中の入園希望の方も受け付けをしている状況でございます。 

○宮腰大臣 余り時間がないので先に質問させていただきたいと思います。 

 ニチイ学館さんにお聞きしたいのですが、まず現状、既に70施設の事業をやっておられ

るわけですが、定員の充足率は今どのようになっているのか。 

 もう一つが、国会でもよく取り上げられるのですが、共同利用型の場合の責任の所在が

曖昧ではないかという御指摘があります。企業さんとは契約をしておいでになる。あるい

は、もう一つは地域枠といった場合に、現に休園をして、自治体と連携を図って、子供た

ちには迷惑をかけないということにはなっているわけですけれども、共同利用型の責任の

所在、何かあったときにどのようにするのか。仮に定員割れがずっと続いた場合には、な

かなか事業が継続できないケースもあり得るのではないかと思っておりまして、そういっ

たときの責任の所在、こういう点についてどうお考えなのか伺いたいと思います。 

○ニチイ学館 １点目の充足についての御質問なのですけれども、今、手前どもは70カ所

の保育園を運営しておりまして、かなり開きはありますけれども、平均すると８割後半ぐ

らいの充足率になっているというのが現状でございます。先ほどの期中で入園されている

方がかなりいらっしゃいますので、恐らく年度内には９割を超えるような形の充足率にな

っていくかなと考えております。 

 ２点目の責任の所在についてなのですけれども、手前どもが展開している形態に関して

は、ニチイ学館が設置する、申請して児童育成協会、内閣府さんから承認をいただく形で

して、あくまでも主体的にやっているのは我々ニチイ学館という形になっております。そ

こに御契約を頂戴している企業さんの従業員の方々、お子様をお預かりするという契約に

なっておりまして、この契約自体も単年契約で随時更新していく形になっておりますので、

あくまでも責任に関しては我々ニチイ学館という体制で運営させていただいております。 

 地域枠に関しては、基本的には50％申請をしておりまして、ただ、従業員枠のほうが多

い場合に関しては50％まで受け入れできないというケースもございますけれども、中には

50％満員になって、さらにことしから始まりました定員の弾力として、保留児童の通知を

いただきながら50％以上の枠で入園いただいているケースもございます。従業員の方々も

もちろんですけれども、地域の方々に御利用いただける施設を目指しております。 

○前田座長 ここで、宮腰大臣は次の御公務のため御退席されます。 

 大臣におかれましては、お忙しい中御出席いただき、どうもありがとうございました。 

○宮腰大臣 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

（宮腰大臣退室） 

○前田座長 それでは、構成員の皆様方から引き続き御質問がございましたら、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 多田構成員、どうぞ。 

○多田構成員 御説明ありがとうございます。 



20 

 

 こども育成協議会さんの資料の相談支援体制の整備のところについて、もう少し詳しく

教えていただきたいと思います。相談支援の体制が不可欠だということなのですけれども、

現状としてどのような事業者からどのような問題というか、相談支援の必要性というもの

が上がっているのでしょうか。 

 事業者さんとしても、大規模な事業者さんもあれば小規模な事業者さん、また、ノウハ

ウが既にあるような、既に運営されている事業者さんもあれば、そうではない事業者さん

もあるでしょうし、質問内容としても、経営面とか会計面とか、そういう事務的な面もあ

れば保育内容、保育内容でも安全対策とか児童の発達とか、さまざまあると思うのですけ

れども、どういった相談支援の体制がより重大というか、必要性があるというのか、教え

ていただけますでしょうか。 

○日本こども育成協議会 相談支援体制ですね。実は、当協議会にもこれから企業主導保

育事業を始めるですとか、申請中だとかというところの問い合わせが非常に多い状態でご

ざいます。もう保育事業をやっていらっしゃる事業者さんですとか、大手さんに関しては、

特にそういった大きな問題というよりは、いつもと違うところの指摘みたいな話、いつも

とというのは運営されている保育所と違うところについての御指摘とか御相談をいただく

ことはございますけれども、多くは新たに参入するですとか、無認可保育所を運営してい

て、今回初めてこういった助成金をいただくというところが多いと思います。 

 これはたくさんのカテゴリーに分かれるのですけれども、まず申請業務のやり方であっ

たり、例えば時期的な問題の問い合わせがあったり、始まる前はとにかく申請のお問い合

わせが多いのが現状で、始まってからは、監査で指摘された事項に関して、どういった対

策を皆さんしているのかですとか、具体的にどういう工夫をしているかというようなこと

が知りたいということが多いです。ですので、私どもの意見交換会でも、できれば自分た

ちの園で工夫していること、自分たちでこういう取り組みをしているということをなるべ

く多く意見交換していきたいと今後は考えております。 

 保育の部分に関しても、監査の指摘事項に関するものが多いですので、午睡時のチェッ

クのあり方であったりとか、明るさは本来どれぐらい必要なのかですとか、本当に実務的

なところで、職員の休憩体制はどのように回しているのか、シフトをどう回しているのか、

調理員が週７日開所している場合は何人雇っているかとか、そういった本当に運営面の細

かい御相談が多いのが現状でございます。なので、それはノウハウを持った事業者と意見

交換することによって多少改善されていく部分もあるのでしょうけれども、制度の申請の

あり方などは、もう少し違ったところで窓口があるといいかとは考えております。 

○多田構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ニチイ学館様、育成協議会様、本当にどうもありがとうございました。 

（日本こども育成協議会、ニチイ学館退席） 

○前田座長 それでは、次に、日本商工会議所様より、大変申しわけないのですけれども、
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５分程度で御発言をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○日本商工会議所 お手元、資料６というカラー刷りの資料があるかと思います。簡単に

説明いたします。 

 まず１ページ目、女性の活躍推進に向けた取り組み状況、これは企業主導型とも関連が

深いデータだと思います。日商が全国に実施したアンケートで８割の中小企業が女性活躍

を推進しているということなのですけれども、その推進している企業の６割が何らかの課

題を抱えているというのが現状です。 

 ２ページ目、どういった課題があるのかというところが、例えば上から３つ目の「出産・

育児を機に女性社員が辞めてしまう」、32.7％とありますが、それ以外にもさまざま挙げ

られている状況になっています。 

 ３ページ目、企業主導型保育事業の認知度、設置の意向というところなのですが、左側

のグラフ、認知度について、「事業内容をよく知っている」と答えた企業が6.1％というこ

となものですから、財源自体は各企業が拠出している拠出金という事実がある一方で、認

知度については非常に課題があるというところが指摘されるかと思います。 

 設置の意向についてなのですけれども、「検討中」というところが13.3％ございますの

で、企業サイドからしてみると、この企業主導型については一定のニーズがあるというこ

とがうかがえるかと思います。 

 その下なのですけれども、設置または設置を検討する際の課題というところなのですが、

人材の採用ですとか確保、運営のノウハウ、費用面といったところが挙げられています。

また「無回答」と回答した企業が47.3％ありますので、何が課題なのか自体が十分認識さ

れていない、できていないという様子もうかがえますので、先ほどの例えばコンサルです

とか相談機能といったところも求められるかと思います。 

 最後に５ページ目、商工会議所の取り組み例ということで、この企業主導型に関する説

明会でございますとか、積極的にやっているのが大阪の会議所さんなのですけれども、マ

ッチング交流会なども実施しておるということで、その他の商工会議所においてもいろい

ろ情報提供などに取り組んでいるというところでございます。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 構成員の皆様から日本商工会議所様に御質問がございましたら、ぜひよろしくお願い申

し上げます。 

 どうぞ。 

○本地構成員 企業主導型保育施設を設置する際の課題というところで、保育の人材の採

用が31％というデータがある資料があると思うのですけれども、47.3％の「無回答」とい

うところが結構ポイントなのかなと思っています。企業主導型保育所が自らどういうふう

に課題を解決するかをわかってもらう仕組みというのがあればよいと思います。あげられ

ているもの以外に何かこういう制度が世の中にあればいいなみたいなものがあればお教え
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いただければと思います。仕組みとして国がつくったりとか、こうした制度があれば、こ

うした取り組みを推進してくれるようなものがあれば教えてほしいと思います。 

○日本商工会議所 これは企業主導型保育施設を設置済み、設置予定、また、検討中とい

う企業が答えた結果で「無回答」が47.3ということなものですから、ここにも書いたので

すけれども、何が課題なのか自体が十分に認識できていない。そのほかを含めて、先ほど

の申請方法ですとか、設置済みの企業においては設置した後の先ほど来お話が出ていたい

ろいろな課題ですとか、御疑問があるかと思います。先ほど来出ていました相談機能です

とかコンサルといった機能が求められるのではないかと分析してございます。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。御質問はございませんでしょうか。よろしいです

か。 

 では、日本商工会議所様、ありがとうございました。引き続きオブザーバーとして御参

加をよろしくお願い申し上げます。 

 本日、最後になりますが、東京都様より御説明を10分程度でお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○多田構成員 東京都の認証・認可保育施設担当課長の多田です。 

 私から「東京都の保育施策について」ということで説明させていただきます。資料７に

なります。 

 流れとしては３点、東京都の保育の状況、また、保育施設に対する指導監督、企業主導

型保育事業に関する取り組みということで、この３点で御説明させていただきます。 

 １点目の東京都の保育の状況です。保育サービス利用児童数と待機児童数の状況を見て

いただきたいのですけれども、今年度４月の保育サービス利用児童数は29万3767人、利用

率が45.8％で、待機児童数が5,414人となっております。今の東京の状況なのですけれども、

人口流入による就学前児童数が増加しております。また、女性の社会進出による保育ニー

ズの増大ということで、これが保育所等利用率の増加につながっているのではないかと思

っております。 

 過去の推移を見ていただきたいのですけれども、保育サービス利用児童数等推移という

グラフのほうなのですが、保育サービス利用率は５年前の36％から45.8％ということで、

毎年２ポイントずつ上がっております。また、就学前児童人口も61万9557人から64万1920

人ということで、これも毎年増加しております。そうした中、保育サービス利用児童数に

つきましても、５年前の22万3334人から29万3767人ということで、約７万人、率にして30％

以上の増加をしている状況にあります。 

 こうした状況につきまして、待機児童数としては、これまで8,000人程度で推移していっ

たところですけれども、今年度４月には5,414人ということで、3,000人ほど減少している

という状況にあります。 

 ５ページ、保育サービス利用児童の状況ということで、今年度の４月ですけれども、全

体としては29万3千人ほどですが、その内訳ですけれども、認可保育所が25万4千人という
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ことで、９割弱が認可保育所を利用されている児童となっております。 

 続きまして、保育所等の設置状況です。過去の推移を見ていただきたいのですけれども、

認可保育所の施設数は25年が1,915から平成30年は2,811ということで、約900カ所増加して

おります。定員につきましても19万3千人から26万6千人ということで、約７万人の増加と

いうことです。認証保育所は多少減少傾向、これは認可保育所ですとか小規模保育事業に

移行しているということもあり、減少しているわけですけれども、総体としては施設数、

また、定員等はともに急拡大しているというのが東京都の状況であります。 

 続きまして、認可外保育施設の現況です。平成26年が1,095で平成30年が1,171というこ

とで、この間、多少の制度変更があり、子ども・子育て支援新制度ですとか八王子が中核

市に移行ということで、多少減少する要因はありましたが、おおむね横ばいで推移してき

たわけですけれども、平成28年度以降、少し傾向が変わっております。それが平成28年度

に創設された企業主導型保育事業になります。 

 事業所内保育施設の数字を見ていただきたいのですけれども、26年度で193、29が199、

平成30年が298ということで、大幅な増加を示しております。全体の施設数も今年の４月時

点では1,171でしたけれども、現在の12月では約1,270と、100ぐらいふえています。その増

えた要因というものの大部分が企業主導型保育事業になります。 

 そうした状況に対しまして、どのような指導監督をしているかということで、立入調査

と巡回指導、この２点について説明させていただきます。 

 まず、立入調査ですけれども、枠の中を見ていただきたいのですが、何を見ているかと

いいますと、指導監督基準、また、評価基準に定められた調査項目全般ですね。大体160

項目になりますけれども、この全般を見ています。これを施設職員へのヒアリング、また、

書類の確認により、基準への適合状況を確認するということで、基準に合っているか合っ

ていないか。マル、バツですね。それを確認するというのが立入調査になります。 

 その立入調査等の状況が次のページになりますけれども、対象の施設数、認可、認可外、

全て合わせて4,209施設ありまして、そのうち立入調査したのが597で、実施率としては

14.2％ということになります。今まで説明してきましたとおり、認可保育所また、認可外

ともに施設数が増加する中、立入調査の実施率というものが少し低下する傾向にあること

から、立入調査を適切にやっていくために効果的な指導監督が必要なのが東京都の状況に

なっております。 

 そうした中、11ページになりますけれども、東京都の取り組みとして巡回指導をやって

おります。これは認可外保育施設を対象としたものになりますけれども、平成28年度の待

機児童解消に向けた緊急対策の一つとして取り組んでいるものです。巡回指導チームとい

うものを編成して、指導体制を強化するというものです。 

 これにより、全ての施設に対して年１回確認するということと、食事時間や午睡時間等

を中心に１時間から１時間半程度の短時間で指導すること、また、事前に通告しない訪問

というものを約３割行っております。 



24 

 

 具体的に何を指導しているかは次のページになりますけれども、巡回指導の状況です。

職員配置、食事や午睡時の保育、衛生面等を中心に指導・助言ということで、立入調査は

全項目160項目でしたけれども、巡回指導のほうでおおむね30項目程度ということで、項目

数を絞っております。 

 これは時間を短縮するという効果もあるのですけれども、その効果のほかに事前通告が

不要となるため、ふだんの保育の確認が可能となるということがあります。それはどうい

うことかといいますと、立入調査は全項目に対して書類確認等もしますので、書類の準備

をしてくださいということで事前の通知が必要になってくるわけです。一方、巡回指導は

保育内容中心ですので、事前の通知は必ずしも必要ではないということです。 

 それで、実際の保育の日々の状況が確認できるというのと、指導・助言のところに効果

があります。立入調査は基準に適しているか適していないかの主に２択で見るわけですけ

れども、それですと、調査を受ける側は構えてしまうところがあるのかなというのがあり

ます。ですので、巡回指導のほうでは単純にマルかバツかではなく、できていないという

状況があったとして、それがなぜできていないかを確認するというところも含めてやって

います。 

 といいますのも、基準を守っていないときにもいろいろな状況がありまして、基準その

ものを知らない、理解していないというのもあれば、基準はわかっているけれどもどうや

れば改善できるのかわからないというのもありますし、また、基準はわかっていて意図的

に守っていない、いろいろあると思います。その状況に合わせた指導・支援をしていかな

いと改善はしていかないというところがありますので、そうした状況に対応することに巡

回指導の効果というものがあります。さらに、この巡回指導の結果を立入調査等に活用し

ているというのが東京都のやり方です。 

 それが13ページの立入調査と巡回指導の連携になります。巡回指導で全ての施設の運営

状況を把握できます。その上で、巡回指導と立入調査を連携させることで、指導監督を機

動的に実施していくというもの。具体的には、巡回指導で重大な問題が認められた施設に

早期に立入調査をする。また、立入調査をして、何らかの指摘をしたというときに、改善

状況報告が提出されます。その改善状況を巡回指導において確認するということで、立入

調査の前後に巡回指導を入れるということで、効果的に課題のある施設に対して改善指導

ができるというやり方をしております。 

 続きまして、立入調査結果です。これについてはホームページで公表しています。画面

としてはこの資料のとおり、施設名と所在地により検索可能となっています。ここの結果

自体は、子供の施設だけではなく、高齢者とか障害者の施設とか、そうしたものも含めて

このような形で公表しております。 

 具体的な公表内容が次のページになりますけれども、掲載情報としては、施設の概要で

すとか、過去３カ年の指導結果です。見ていただきますと、資料の真ん中あたりに「２ 指

導結果」とありますけれども、その下に平成30年度、29年度、28年度となっていまして、
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「指摘事項の有無」として「文書による指摘 有」となっていますけれども、具体的にど

ういう指摘をしているのかというのが、ここに記載のとおり、例えば「入所児童の在籍時

間帯に、１人勤務の時間帯があるので是正すること」で、これを右側に「是正済」という

形で結果を公表しております。 

 続きまして、３点目、企業主導型保育事業に関する取り組みということで、４点ほど説

明させていただきます。 

 １点目が、企業主導型保育施設設置促進事業、17ページになります。開設に伴う整備費

関係なのですけれども、整備費本体そのものは内閣府の補助制度のほうで出ていますから、

それ以外の備品に関するものについて補助するということをしております。 

 続きまして、18ページです。企業主導型保育施設の共同利用ということで、東京しごと

財団のホームページで、企業主導型保育施設の空き情報を掲載しております。企業主導型

保育施設を設置していて、従業員枠に空きがある企業、ここの企業さんに、ホームページ

にその状況を掲載していただく。一方、企業主導型保育事業を使いたい、ただ、自社では

設置が難しいという事業者さんは、ホームページでその空き情報を閲覧していただくとい

うことで、使えるような施設があれば直接双方で契約していただいて、利用に結びつけて

いただくというような仕組みを設けております。 

 19ページ、保育士等キャリアアップ補助金ということで、企業主導型保育事業の中でも

地域枠分ですね。ここのところについて保育従事者の処遇改善に要する費用を補助すると

いうことで、地域枠の拡大とか地域枠の受け皿確保ですね。そういうことを期待して、こ

ういう制度を設けています。ちなみに保育士等キャリアアップ補助ですけれども、処遇改

善に要する費用なのですが、単純に補助金を交付するだけではなく、キャリアパスの要件、

つまり、職責や職務内容に応じた賃金体系を設定してくださいですとか、そうした状況を

情報公開してくださいとか、そうした要件を定めることで処遇改善を実効ある制度として

おります。 

 最後です。20ページ、東京都待機児童対策協議会の活用ということで、本年６月に、待

機児童解消の促進策として、東京都待機児童対策協議会というものを設置しております。

この協議会の中では、各区市町村さんにさまざまな取り組みをしていただいていますので、

その取り組み事例を発表して意見交換するとともに、事例集を作成し好事例を共有すると

いうことをやっております。その内容自体はホームページ等で公表しております。 

 その協議事項の一つに「企業主導型保育事業の活用」というものを挙げています。その

協議内容で、各区市町村さんなのですけれども、一番大きな課題として感じているのは、

施設側との情報共有不足です。どこに施設が開設されるのかわからないということであっ

たり、地域枠があるにしても、誰が利用しているのかわからない。そこの把握が困難だと

いうことです。 

 それを解消するために、どうやって施設と関係づくりをすればいいのかというところに

ついて、非常に大きな課題を感じているようでして、そうした課題に対して、さまざま取
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り組みを各区市町村ではやっていただいています。施設との関係をつくるために会議を設

置したりですとか、通知文を送るですとか、児童の名簿を提出していただくようお願いす

るですとか、そのような形で施設と関係づくりをしていく。その関係づくりのきっかけと

して補助金を活用する。先ほどのキャリアアップ補助のようなものを活用するとか、そう

したいろいろなやり方で施設との関係づくりをするということのさまざまな取り組みをし

ていただいています。こうした取り組みを都内自治体で共有することで、企業主導型保育

事業の活用を進めていきたいと思っております。 

 私の説明はこれで以上になります。ありがとうございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま東京都様から、特に認可外保育施設の監査指導の取り組みについて

御説明していただきましたけれども、構成員の皆様から御質問がございましたらよろしく

お願い申し上げます。 

 では、私からさせていただいてよろしいでしょうか。東京都様は非常に認可外保育所が

多くて、立入調査の状況が、申しわけないのですけれども非常に低いということで報道も

されているわけなのですが、巡回指導に関しましては、認可外保育施設全てに入っておら

れると考えてもよろしいのでしょうか。 

○多田構成員 開設の時期等の問題もありますので、実際に行けていない施設は存在する

のですけれども、実施率としては100％以上の実施をしております。 

○前田座長 わかりました。 

 うち、認可外保育施設に行かれる場合、通告なしと通告ありの場合の違いはどのような

基準で決められているのでしょうか。 

○多田構成員 本当にいろいろあります。一つは一回巡回指導をしましたと。たまたま利

用児童が少なかったりして、ふだんの状況が見られなかったということで、ふだんの状況

を見たいということであえてということもあります。また、前回巡回指導に行ったときに、

余り協力的ではなかったということもあるので、突然行くことで相手方のリアクションを

見るですとか、いろいろなやり方、いろいろな考え方で事前通告の有無は考えております。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 ほかの構成員の方々から御質問がございましたら、いかがでしょうか。 

 私ばかりで申しわけないのですが、それでは、東京都様の場合は、この立入調査や巡回

指導で保育内容の支援もなさっているということで、研修機会なども同じように、認可外

保育所と認可保育所にも保育士さんの研修会の提供などもなさっているのでしょうか。 

○多田構成員 認可外保育施設の職員の方は、自己啓発というか、人材育成というか、な

かなか難しいのかと思っておりますので、認可外保育施設の職員を対象としたテーマ別研

修というものを随分前から行っております。 

 また、認可外保育施設に対する講習会というのも開催しており、直近に立入調査等を実

施した施設を除いて、ほぼ全施設に声をかけて参加していただくということもやっており
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ます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 東京都様、どうもありがとうございました。 

 以上、本日予定しておりましたヒアリングは全て終了いたしました。 

 最後に、本日の会議全体を通しまして、何か御発言がございましたら挙手をお願い申し

上げます。 

 どうぞ。 

○本地構成員 先日、総務省の行政評価の報告書でも幾つか言われていたと思うのですけ

れども、その中で処遇改善の賃上げ加算の話ですね。こちらについても触れられていたと

承知しています。先ほど、日本こども育成協議会さんの話でも社労士さんを使った研修を

されているというお話もお伺いいたしまして、賃上げ加算をしっかりされているかどうか。

これを社労士さん等がしっかりチェックするということをやっている法人さんや地方公共

団体さんがいるということも聞いたことがありますので、今後、社会保険労務士さんがど

のような活動をしているのかということを確認するためにも、社会保険労務士会さんを検

討会にお招きしてお話をお伺いしたらいかがかと思います。 

○前田座長 御意見ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 お願いします。 

○本地構成員 次回、自治体さんにお伺いするという話が今後あるかもしれないのですけ

れども、その中で、先ほど東京都さんのほうでもお話がありましたが、実際の認可施設が

新規に開設するときにはどのような支援をしているのかをお伺いして、今後我々が企業主

導型を認可する際にどういうことをやっていけばいいのか、参考のためにお話をお伺いさ

せていただければありがたいなと思います。 

 以上２点でございます。 

○前田座長 わかりました。以上、２点御提案をいただきました。 

 ほかの構成員の方々、御意見はございませんでしょうか。 

 時間となりましたので、本日の会議はここまでとしたいと思います。 

 最後に事務局より、今後のスケジュールなどで連絡がございましたら、お願いいたしま

す。 

○西川参事官 ありがとうございました。 

 次回、第２回目の検討委員会につきましては、日時、場所などの詳細が決まりましたら、

追って事務局から御連絡申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○前田座長 これにて、第１回検討委員会を終了いたします。 

 本日は皆様方におかれましては、お忙しい中御参集いただき、ありがとうございました。 
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 また、ヒアリングにおいでいただきました団体の方々にも、深く御礼申し上げます。本

日はありがとうございました。 


