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１．開会 

 

２．議事 

（１）ヒアリング 

世田谷区、福岡市、福島県、大阪府（資料のみ） 

（２）社会保険労務士会による取り組み 

（３）その他 

 

３．閉会 
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○前田座長 それでは、定刻となりましたので、第２回「企業主導型保育事業の円滑な実

施に向けた検討委員会」を開始いたします。 

 委員の皆様、また本日御参加いただきました皆様方、お忙しい中、御参加いただき、ま

ことにありがとうございます。 

 大変申しわけございませんけれども、カメラの方々はここで退室をお願い申し上げます。 

（カメラ退室） 

○前田座長 早速、議事に入りたいと思います。 

 その前に、政府側の出席者のうち、今回から御出席いただく方を御紹介いたします。 

 内閣府子ども・子育て本部審議官の三浦様でございます。 

○三浦審議官 三浦でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○前田座長 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料は、議事次第に記載のとおり、資料１～６となっております。 

 資料１、世田谷区提出資料。 

 資料２、福岡市提出資料。 

 資料３、福島県提出資料。 

 資料４、大阪府提出資料。 

 資料５、社会保険労務士会提出資料。 

 資料６、平成29年度企業主導型保育施設の定員に対する利用者数の状況について。 

 さらに、参考資料となっております。 

 漏れなどはございませんでしょうか。もしお手元に資料がそろっておりませんでしたら、

事務局のほうにお申し出いただければと思います。 

 それでは、議事に入っていきたいと存じます。本日は、まず議事（１）として、自治体

の皆様方から現状についてお聞かせいただきたいと考えております。 

 初めに世田谷区様から、次に福岡市様、福島県様の順に、それぞれ10分から15分程度で

御説明いただいた後、委員の皆様からそれぞれ質疑の時間を５分程度設けたいと思います。

これを３回行います。 

 自治体の皆様とのやりとりが終わりましたら、次に議事（２）といたしまして、社会保

険労務士会による取り組みについて御説明いただきます。これも同じく15分程度で御説明

いただいた後、質疑の時間を設けたいと思っております。 

 後半の議事（３）は、定員充足率について事務局から御説明いただき、最後にこれまで

の皆様方の御意見などを踏まえて、構成員ほか皆様方で意見交換をしていただきたいと考

えておりますが、議事の進行から考えましておおむね15分程度かと考えております。 

 このように、本日の議事進行はメニュー、内容とも盛りだくさんとなっておりますので、

効率的な議論の場としたいということもございますので、皆様方におかれましてはスムー

ズな議事進行に御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 早速、既に席に着いていただいておりますので、ヒアリングに入りたいと存じます。世
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田谷区様から御説明をお願い申し上げます。 

○世田谷区 おはようございます。世田谷区長の保坂展人です。 

 本日は、宮腰大臣に、この検討委員会に現場の声をということでお呼びいただきまして、

ありがとうございます。 

 以下、お配りしております資料を使いながらお話を進めて参りたいと思います。また、

こういった２枚物の資料ですけれども、最初に基本的な見方をお話しさせていただきたい

と思います。 

 「保育は誰のためにあるのか」、言わずもがなのことですけれども、私どもは子供の成

長、発達を保障するためにあると考えておりまして、席上に配付しておりますけれども、

こういった絵本のような『せたがやのほいく』という冊子ですけれども、実は保育の質ガ

イドラインというものを公開しておりまして、世田谷区で認可保育園等を審査する際に、

既にインターネットで公開しておりまして、参入を希望する事業者の方のやっている保育

の現場に行きまして、そこで子供の立場から見て、保育士の声かけは適切であるかどうか、

あるいは食事の状況はどうか、あるいは園の環境はどうかということを逐一チェックしま

す。その際に、参考にしているガイドラインであります。 

 こういう形で、保育の質と重要なのは財務です。会計士の方に入っていただいて、かな

り詳細に検討しまして、もちろん破綻状態は論外ですけれども、危惧がある、ABCのＣ段階

も参入は遠慮していただいているというところがございます。 

 待機児童問題で、世田谷区は大変多かったのですが、いろいろな議論の中で、自治体の

審査が厳し過ぎるのではないかと。例えば届け出制ということが原則で、悪いものは市場

で淘汰というような意見が一部散見されたと思いますけれども、企業主導型保育の制度を

見ますと、ある意味スピーディーにどんどんつくっていける反面、自治体の関与がないと

いうことが特徴だったかと思います。 

 現在は、自治体に御相談に見えるということは条件づけられているのですが、15～30分、

事業者の方が来られまして、主に２つ、例えばここに保育園を開設する地域的ニーズがあ

るのかどうかという点と、建築基準法などの建築法令の確認でございます。 

 綴じ込みの資料の中ほどになりますが、世田谷区では区内の町名ごとにこういった地図

がございまして、カラーコピーで挟んであるはずですが、こちらの白い部分は保育ニーズ

が満たされている部分でございます。赤いところはまだ足りない、待機児童も多い。現在、

世田谷区は500人弱になっていますけれども、白いところですと、４月１日現在、ゼロ歳で

も定員の空きがあるという地域もあるのです。 

 あと、保育園を増設したことで、世田谷区は待機児童が大変で需要が全般的にあるとい

う状況が変わってきていまして、この白いところに企業主導型保育を出される事業者の方

がいるのです。しかし、いっぱいにはならない。そこは充足しているところもあるので、

思ったほど子供は来ないということも起こっております。 

 次に、需給バランスのところもそうなのですけれども、認可保育園ですと５歳まであり
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ますので、例えば90名規模という認可保育園を発足させても、多分３歳以上はそう多くは

入ってこないのです。０、１、２から埋まっていって、２年目、３年目とだんだん上のほ

うも上がってくるということなので、例えば90名定員のところで90名がフルに入るという

想定は絶対していないのですが、今回、少し問題になりました世田谷区内の事業者の場合

は、オープンしてすぐに全部満杯になると。満杯になる運営費で事業を回していくという

試算なので、そのあたりも少し甘いのかなと思います。 

 何としても、これは宮腰大臣も十分御理解いただいていると受けとめていますが、急な

閉園ということが二度とないようにということで、制度設計を急いでいただきたいと思い

ます。 

 次に、世田谷区には例えば楽天という企業がありまして、企業主導型保育を展開されて

います。企業が工場内あるいは事業所内に、企業のイニシアチブで企業主導型の保育をや

っていくということは、これはもう責任は明確なわけでございます。 

 ところが、今、世田谷区内で問題になったのは、保育事業者の主導型といいますか、保

育事業者が保育事業をやりたいというときに、昨日も私の家に企業主導型の園児募集のチ

ラシが入ってまいりました。園児募集ということで保護者の皆さんは行かれるのです。そ

の中で、あなたは厚生年金加入の正社員ですかという確認があって、そうですよと言うと、

その会社から契約書にサインをしてもらってくださいということで契約が成立するという

ことが実態だと思います。地域枠、企業枠のその企業枠のほうも、事実上の地域枠という

ことになっております。ですから、世田谷区内で急な閉園があるというときに、例えば10

人の方が自分の会社それぞれに契約をしていただいていても、10社がさあどうしようとい

うことで運営する主体として集まるというふうにはなっていないのです。したがって、保

育事業者が主導するタイプのあり方に問題が生じていると考えます。 

 次に、もう既に2,500カ所を超える企業主導型ができておりまして、区内も20カ所ほど、

企業主導型が整備をされております。待機児童の解消という効果が出ているのは大変いい

ことであると思いますけれども、一方で急激にふえたことによる問題点も出てきているの

ではないかと思います。 

 そういった中で、当初は世田谷区内でもどこに企業主導型保育ができたのか、そこには

何人の園児がいるのか、その保護者は何人区民なのかという基本的な情報が全く区と共有

できない状態でした。待機児童解消のために企業主導型保育の制度創設があったと思うの

ですが、昨年、世田谷区は待機児童がようやく500人弱になったのですが、認可保育園を申

し込んで、選外、いわゆる入れずに企業主導型保育に入った方が恐らくいらっしゃるので

はないかということで、いろいろやりとりをしたのですが、いただけた名簿が20人。20人

のうち３人なのです。つまり、待機児童としてカウントしていた人数から３人は差し引い

たのですけれども、実態は400人近い方々が入っていますので、その中に待機児童から差し

引くべき人数の子供さんが大分いるのではないかということで、少なくとも企業主導型に

入っているお子さんの、世田谷区なら世田谷区民の情報といいますか、その方が認可保育
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園を希望して落ちたのかどうか、事実をつかむだけで待機児童は実は減るのです。そこの

ところはぜひお願いしたいところだと思います。 

 あと、審査のところで保育の質と財務のお話をしましたけれども、企業主導型の事業を

されている方や専門家に聞きますと、急に広がってきたということでコンサルタントの

方々が活躍していると。したがって、経験がなくてもできますよというような呼びかけが

ホームページ等にございます。保育士募集から、計画から、全て一括してレールを敷きま

すよということなのですが、これはウエブ審査で、企業主導型の経験とか、正直言って力

量がない異業種の事業者が参入しようとしても、そこの計画が稚拙であったり、至らなか

ったりすることを見抜けないのではないかと思うのです。つまり、コンサルタントさんが

全部書類を整えてしまうのであれば、当然、審査に合格するようにされるでしょう。そう

すると、事業者の方と児童育成協会という実際に選抜しているところが会うということは

まず必須なのではないか。対面して会うということがない。だから、どこで始めるのかと

いう実地調査もないという状態ですね。 

 そこで、例えば内装費で2000万円台が平均のところを9000万円程度のどう見ても過大と

思える請求が来て、そのことに対して所定の助成額は３分の２でしょうか、払われていく

ということも仄聞をしております。 

 そういう意味では、コンサルタントの関与というのが事実上ある以上、そのことも差し

引いた事業者の実態把握が必要なのではないか。本当に力量があるのか、財務内容はどう

なのかというところを見ていただきたいと思います。 

 このことを踏まえて、お配りされている資料の裏側、１枚めくっていただいたところに、

11月19日に内閣府、宮腰大臣宛てに要望書を出しました。この要望書には、自治体の関与

を強化させてくださいということを述べました。特に整備に当たって自治体の意見を尊重

してくださいという点を１点目に挙げました。 

 できれば、現在、お話を聞くことになっているのですが、例えば今年認可になった企業

主導型保育の中でも、全ての事業者が世田谷区にお話に来ているわけではないのですね。

来ないことに対して別にペナルティーもないので、自治体で話を聞くという以上は、例え

ば２方向避難がちゃんとしているかどうか、消火器が無造作に置いてあったり、子供の安

全面で、我々は認可保育園を審査するときに基本中の基本として見ていることがあって、

そういうことに対して問題があるなと思ったときに、内閣府なり、児童育成協会に、世田

谷区としてこういう問題を感じましたよということをお知らせする制度とか、そもそも事

業者の方がどのような計画をお持ちなのかということが全部示されているわけではないの

で、申請時の書類などを共有させていただく、見せていただくなどのことも必要かなと思

います。 

 ２点目に、これは大臣の記者会見でも言われていますが、保育の質や財務状況など、本

当に事業としてお子さんを預かって継続できる内容を持っているのかどうかについて、さ

らに緻密な体制を組んでいただきたい。 
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 ３点目は、今回起きてしまったことなのですが、突然、夕方になって電話が入ってくる。

どうもあしたから休園するらしいと。保護者にはきょうお子さんをお返しするときに伝え

るといったことが起きたのです。区のほうも慌てまして、周辺に０、１、２でどのくらい

あいている受け皿があるのか。１日では本当に大変だったわけですけれども、そういうと

きの体制が、初めてのことだったので、ないということがわかったわけです。なので、突

然の休園などのときには、例えば企業主導型同士がネットワークを組んで、何らかの理由

で事業破綻で保育ができなくなったときには緊急に預かり合うよとか、こういったことも

やっていただきたい。 

 また、世田谷区では保育士が巡回したり、企業主導型のもう一つの課題として、１番目

の事業所内保育もそうなのですが、保育というのは保育事故を繰り返さないためにさまざ

まな工夫と実践が積み上げられています。研修会をかなり頻繁にやっております。我々と

しては、企業主導型の保育士さんにも区の主催する研修会などにも参加していただきたい。 

 また、地域に保育園がありますので、そのネットワークの中で、例えば認証保育とか園

庭のない保育園のお子さんが認可保育園の園庭で遊ぶみたいなことも促したりしています。

同じ地域で子供が育っているのであれば、そういうネットワークにも入っていただきたい

と思います。 

 ４点目、今日は本当にすぐに大臣に実現していただいてありがたいのですけれども、こ

ういった話し合いの場をぜひ持ってくださいという要望をいたしました。すぐにこの会議

を立ち上げられて、お呼びいただいたことに感謝を申し上げます。 

 世田谷区からは以上になります。 

○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、皆様から何か御質問等がございましたらお

願いいたします。 

○本地構成員 御説明ありがとうございました。 

 自治体との連携が非常に重要だということを、説明をお伺いし改めて感じたところでご

ざいます。 

 １点お伺いしたいのが、現在、認可保育所さんを審査されるときに、財務諸表を見たり、

保育の質の確認をするということだったのですけれども、具体的にどのようなことをされ

ているのでしょうか。例えばこういう基準だと落ちるとか、そういったことを少し御説明

いただければと思います。 

○世田谷区 では、部長のほうから。 

○世田谷区 保育担当部長をしております知久と申します。よろしくお願いいたします。 

 希望される事業者さんには事前に財務諸表等を出していただきまして、会計士のほうに

お願いして、先ほども区長のほうからお話があったのですが、Ａ～Ｄの４ランクで評価を

していただきます。その中では、開園後の園が安定して運営できるかとか、そういったも

のを会計士さんの視点から見ていただいております。その中で、Ｃ、Ｄというランクのも
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のについては、こちらとしては誘致のほうはしていかないということで今進めております。 

 以上です。 

○世田谷区 加えますと、こちらのほうは公開しているわけですけれども、基本的に世田

谷区の場合は１回目というのは認めていないのです。ですから、全国の北海道から沖縄ま

で法人が応募されてきます。そうすると、その法人さんが九州なら九州で運営されている

保育園を全て隈なく見に行きます。保育の専門家、区の職員のチームで保育園を見て、こ

のチェックシートに従って評価をしていきます。そこに安全上問題があったとか、ここは

まだちょっと力量はないのではないかと判断した場合には、審査を通さないという判断を

しています。 

 問題は、そういうふうに判断した事業者でも、企業主導型の場合はそこまで細かく見て

いらっしゃらないので、通ってしまう場合もあるということです。財務のところでも同じ

ことが言えると思います。 

○本地構成員 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。 

○宮腰大臣 区長さんにお伺いしたいのですが、企業主導型保育には２つのタイプがあっ

て、１つは企業みずからが設置主体になる。もう一つが、保育事業者が設置し、複数の企

業と契約するという２つのタイプがある。 

 世田谷区内で問題が起きたケースのうち、最初の企業がみずからが設置主体となるとい

うタイプについて問題が起きた例はあったのか、なかったのか。あるいは、保育事業者は

事実上入園者を公募する認可保育園の運営と変わらない実態、全てが大体そういうことに

なっているのかというようなことをお聞きしたいと思います。 

○世田谷区 最初の御質問で、企業が直接事業所内で運営する最初のタイプでは問題は起

きていません。専門家にいろいろ聞いても、企業の顔として保育としてはかなり先進的な

保育をやっておられるところもあると聞いています。 

 問題になっているのは次のタイプです。いわゆる保育事業者が事実上の公募で、きのう

私の家にもチラシが入りましたけれども、主導型がオープンしますよ、こんなにいいです

よというので、認可保育園を落ちた方とかいろいろな事情がある方が連絡をするというと

ころで問題は起きています。 

 ２番目のほうは、そういう意味では、今、大臣がおっしゃったように、園児募集という

形をかけて幅広く地域から集めるという中に、正社員の方が厚生年金に加入されていれば、

企業から契約書を出してもらうという形になっているのが実態です。 

○宮腰大臣 私も杉並の企業主導型の最初のタイプ、企業みずから設置をしているという

保育園を見てきまして、しっかり運営しておられるなと思ったのですが、待機児童との関

連で言うと、３～５歳児はほぼ９割が何らかの形で保育施設に入っている。待機児童の大

半が０～２歳児である。ここをどうするかということで、実際のところ、企業主導型保育

事業がスタートした。現に０～２歳児が入れない保育園、入れないというか、なかなかあ
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きがないという状態を解消していくときに、私はこの企業主導型保育事業というのは大き

な意味があると思っているのですが、その点については保坂区長さんはどのようにお考え

ですか。 

○世田谷区 待機児童緊急対策で国のほうが直接認可外の新しい制度をつくり、そしてま

た認可保育園並みの補助を出して、景気も安定させて拡大を図るという、待機児童に対し

て早い効果を生もうという意図については理解をいたします。 

 ただ、大臣がおっしゃったように、世田谷区内にも３歳以上の待機児はどこもいないの

です。みんな定員にあきがある。厳しいのは特に１歳なのですが、０歳、１歳、２歳あた

りが一番立て込んでおります。 

 ここの０歳というところは非常に難しいのです。保育事故が起こりやすい年齢ですし、

保育士の目も必要ですし、そこの部分の保育の質というところで一番気をつけなければい

けない。そこまでの水準を保つところまで、なかなか追いついていないのではないかとい

うことを危惧いたします。 

 先ほどちょっと言い忘れたのですが、今回、世田谷区内でも企業主導型で経営上行き詰

まった園がございました。そうなると、事業譲渡という形をとるのですね。そうすると、

事業譲渡に対する審査基準というのは、実は新しい事業者を審査するのと同じでなければ

ならないはずですよね。ところが、実際に子供さんがいて、事業者がどこまでもつかとい

う状態だと、早く事業譲渡をして安定させていかなければという動機も働きますので、事

業譲渡をどういうふうに審査するかというところもこの制度の課題になっているのかなと

思います。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。どうぞ。 

○宮腰大臣 ０～２歳は、今回の幼児教育の無償化の中では、所得に応じて軽減をすると

いう仕組みにしております。３～５歳児については、食材費を除いて全て無償化にする。

認可外の保育所であっても、５年間の猶予期間を見ながら無償化を進めていくということ

にいたしております。 

 私どもとしては、この５年間の間にできる限り認可保育所に移行していただくというこ

とをベースに考えているわけでありますが、市区町村との連携を進めるなら、できる限り

認可保育園に移行してもらう。企業主導型も含めて、できる限りこの５年間の間に認可に

移行してもらいたいという思いで後押しをしたいなと思っているのですが、その点につい

ては区長としてはどういうふうにお考えですか。 

○世田谷区 世田谷区も含めて都市部の待機児童対策は非常に苦労しまして、場所の確保

から何から総力を挙げてやってきたのですけれども、なお待機児がいるという状況なので、

この企業主導型保育が待機児童緊急対策としてそもそも立案、実行されていると理解して

いますので、今、大臣がおっしゃるように緊急対策で立ち上がったものですから、もっと

持続可能な形にしっかり再整備していく、制度内化していくということは必要だと思いま
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す。 

 そのためにも、最初の入り口のところで、保育の質とか財務内容が、簡単に言えば、手

持ちの資金が余りなくても始められてしまう制度になっていたのですね。ですから、幾つ

か一遍につくりながら、そのお金を回しながらということで、整備費がちょっとおくれた

りするとたちまち給料が難しくなるみたいな状況がありました。 

 やはり保育は子供の命を預かる大事な仕事で、しかも０～１歳は非常にセンシティブに

扱わなければいけないので、そこの部分の財務と保育の質のところをぜひ自治体とともに、

我々はいろいろこれまで集積がありますので、少なくとも突然破綻するような企業が入ら

ないようにシャッフルしておりますので、そういったこともぜひ使っていただいて、我々

としても、そういうふうに選ばれた企業主導型がやがて認可に制度内化していただくので

あれば、保育基盤はずっと充実しますので、そのためにも自治体との連携なり、審査基準

ですね。 

 もう一つは、会わないで選定するというのは緊急といえども限界があるのではないかと

思うのです。先ほどコンサルの話もしましたけれども、コンサルの方たちはプロですので、

それはしっかりしたことを書かれるはずなのですね。事業としてやっている以上。ところ

が、コンサルに頼んでいるＡ社ならＡ社は全く異業種で、保育のことはほとんど知りませ

んと。でも、会ってみれば、そういう方だということはわかりますよね。ちょっと計画と

か考えについて、ここは欠落していますよねと我々は思うかもしれない。そこのところで、

今、対面の面接がないというところが一番危惧しているところです。企業主導型が始まっ

て半年後に、最初に申請した保育士さんが本当に確保されているのかどうか。 

 今回、世田谷の件で児童育成協会さんがほぼ毎日来てくれたのです。それは東京に都心

に近い世田谷区だから可能だったのではないかと思うのです。毎日どうなっているかとい

うことを、突然の閉園という事態の渦中でしたからそういうことができたのですけれども、

そういう意味で、保育園開設半年後、１年後、あるいは３カ月単位とかで変わっていくわ

けですね。保育士をやめられる方もいるし、入ってこられる方もいる。そのあたりのチェ

ックもやはり必要なのではないかと思います。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 皆様、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。保坂区長様におかれましては、次の御用務のためここで御退

室となります。本日は、公務御多忙の中を御対応いただき、まことにありがとうございま

した。 

（世田谷区長退室） 

○前田座長 続きまして、福岡市様から10分程度で御説明をお願い申し上げます。 

 申しわけないのですけれども、どうぞ御着席いただければと思います。 

（福岡市着席） 

○福岡市 おはようございます。福岡市こども未来局の子育て支援部長の平田と申します。
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本日はよろしくお願いいたします。 

 資料２のほうに福岡市の資料を掲載させていただいております。これに沿った形で御説

明をさせていただきます。 

 まず、私どもとして、企業主導型保育事業に非常に期待しております。やはり待機児童

が福岡市も多い状態の中で、ぜひこれを有効に協働する形で活用していきたいという思い

を持っております。 

 １枚目をめくっていただいて、認可保育所の推移を記載しております。福岡市も認可保

育所の整備をずっとやっていまして、平成26年には待機児童ゼロになったのですけれども、

それ以降もまた待機児童が年々ふえている状況で、５年間で約１万人分の整備をしており

ます。 

 下のほうに待機児童数、未入所児童数です。未入所というのは、保育所に申し込んで入

れなかった児童です。ここでも、４月、10月という形で報告の時期の数字を書いておりま

すけれども、どうしても年度の中途がふえていく状況にございます。これは他都市も同様

だと思うのですけれども、０、１、２歳児の待機児童が大半を占めているという状況です。

しかしながら、30年度で見ますと、29年度と比較して待機児童は約半分程度に減っている

というような状況です。 

 次のページをお願いします。「企業主導型保育事業の状況」ということで、福岡市はこ

の３年弱に企業主導型保育施設が急増している状況でございます。31年４月時点では、30

年度の新規申請分を除いて100施設、定員で約2,600人分となる見込みでございます。福岡

市はこの保育の受け皿をしっかり活用していきたいと考えております。 

 次に、８ページになりますけれども、今の利用状況についてでございます。平成30年４

月１日と12月１日現在を比較したものでございます。定員につきましては、４月の1,664

人から12月2,299人と、約1.4倍ふえております。また、利用者につきましても、４月では

698人が12月には1,483人と、２倍の増加になっています。利用率も、４月は42％でござい

ましたが、12月は65％という形になっています。さらに、地域枠だけで見ると、利用率は

約70％という状況でございます。 

 次に「年度途中の入所にも効果」ということで、認可保育所は年度の途中は既に満員の

施設がほとんどで、途中入所は難しい状況でございます。積極的に企業主導型の地域枠を

御案内することで、年度中途の待機児童は30年度は前年の半減ということになってござい

ます。 

 次のページをお願いします。企業主導型保育施設の空き状況の分析ということで円グラ

フをつけております。30年12月１日現在で、定員に対してまだ816人分のあきがございます。

年齢別で見ますと３～５歳児、定員規模では20人以上の施設、それから開園してから１年

未満の施設がやはりあきが多い。さらに、従業員枠のほうがあきが見られる状況になって

ございます。 

 これらのことにつきまして、福岡市の企業主導型保育事業についての取り組みと状況と
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いうことで、12ページに企業主導型保育事業に対する課題ということで３点整理させてい

ただいております。 

 １点目が、事業の周知不足。企業主導型保育事業というのを市民の方にまだ認知されて

いないというのがございます。次に、事業者が開所に至るまでの支援の必要性があるとい

うふうに認識しております。最後に、開所後の運営ということで、特に利用者の確保と、

３歳児の壁といいますか、３歳以降の受け皿の確保がございます。これらの課題に向けて、

福岡市の取り組みを紹介していきたいと思っております。 

 まず、１点目の新設に関する助言ということで、企業に対して説明会の開催と相談窓口

の設置などの支援を行っております。平成30年度からは、嘱託職員でございますけれども、

専任の職員を配置して相談に対応しております。これらの取り組みの成果として、平成30

年３月31日現在の助成決定状況は、福岡市は全国トップレベルでございます。 

 次のページをお願いいたします。次に、利用者の確保の取り組みにつきまして、各施設

に毎月の利用状況を確認させていただいております。この情報をもとに、福岡市のホーム

ページで施設の空き情報を掲載したり、あとは区役所に配置しております子育て支援コン

シェルジュが保護者へ御案内するなど、そういう周知に努めております。これらの取り組

みの成果として、30年４月１日の利用者は約700人でございますが、12月１日時点では倍増

の約1,500人、利用率も1.5倍という状況でございます。 

 次に、従業員枠の促進ということで、やはり地域枠よりも従業員枠のほうがあきは多い

状況でございます。これは従業員枠ということでございますけれども、そこで子育てされ

る方、子供がおられる方は既に認可保育所に預けられている。これから子供が生まれる、

もしくは今、育休中、産休中の方が利用する場合ということで、どうしてもタイムラグが

出るのではないかと思っておりまして、ここの部分については２～３年、従業員枠がしっ

かり埋まるのはもう少し時間がかかるのかなと。 

 そういうこともございまして、施設を運営する方々から、先ほどもありましたけれども、

共同利用を進めていきたいという声がございまして、商工会議所とも連携して市内の企業

に利用の御案内を行う。また、市の中小企業振興部の協力のもと、職員が戸別訪問をする

際にも案内できるように、右にチラシをつけておりますが、こういうチラシで共同利用の

御案内をさせていただいております。 

 次に、16ページでございますが、先ほども申しましたように、企業主導型保育事業は０

～２歳児が多い施設でございまして、３歳以降はまた保活をしなければならないといった

保護者の不安や、一定規模以上の園庭を備えているような施設、集団保育というか、大人

数の中での保育を希望される保護者の方が多くなってございます。 

 そこで、３歳のつなぎをスムーズにできるように、認可保育所や幼稚園との連携を進め

てございます。保育所においては、３歳以降、企業主導型の卒園児に対しては保育所の入

所ポイントを加点するということで、一定の誘導を図っております。さらに、保育所のほ

うも、福岡市は３歳児も結構詰まっていましてなかなか入りにくいということがございま
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すので、幼稚園を活用したいと思っておりまして、幼稚園のほうと連携の協定を結びまし

て、幼稚園のほうに優先して入園できるような取り組みを推進しております。これらの取

り組みで、保護者の方が安心して企業主導型保育施設を利用できるような環境づくりを進

めております。 

 次に下の17ページですけれども、指導監督の状況ということで、保育の質の向上という

のが非常に大きな課題だと思っております。福岡市は、認可外保育施設の扱いの中で、年

１回の立入調査をやっておりまして、100％実施しております。また、開設間もない園はふ

なれな面もございまして、指摘がある場合もございます。例えば28年度に調査に入った施

設については、29年度には基準を満たす証明書を全ての施設に交付できたということで、

改善が見られております。また、下のほうに書いておりますけれども、平成30年４月１日

現在の保育従事者382人のうち90％が保育士等の有資格者となっております。 

 最後に、福岡市は全ての人が安心して仕事と子育てが両立できる環境づくりを推進して

いきたいと思っておりますし、企業主導型保育事業とも十分連携しながら、保護者の保育

ニーズに応えてまいりたいと思っております。 

 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、申しわけないのですが、５分ほどしか時間

がないのですけれども、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。どうぞ。 

○嶋方構成員 御説明ありがとうございました。 

 保育の質という点で、保育士比率が50％以上というのは低いのではないかという問題が

提起されると思うのですけれども、実際に指導監督されている立場からして、50％という

基準が原因で保育の質が下がっていると感じることはございますでしょうか。 

○福岡市 50％の比率というよりも、充足する保育士及び補助者がきっちり確保されてい

ればいいと思うのですけれども、基準ぎりぎりでされているということについては、普通

の認可保育所もそうでございますけれども、どうしても保育の見逃しとか、そういったも

のにつながっていくのではないかと思っております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 吉田構成員、どうぞ。 

○吉田構成員 御説明ありがとうございました。 

 １点だけです。福岡市さんは全ての企業主導型保育施設に年１回立ち入りをされている

ということですけれども、例えば把握していない企業主導型保育というのはあるのでしょ

うか。本当に全部、１件もないということでよろしいのでしょうか。 

○福岡市 かなり福岡市はふえているので、担当の職員は非常に困っておりまして、確実

に情報をもらった段階で各施設に立ち入りに入っています。というのが、基準適合の証明
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書を出すことによって、認可外保育所としての消費税の減免ということもございますので、

企業さんにとってもしっかり立ち入りしてもらってその証明書をとらないとということも

ございます。 

 ただ、やはり保育であるとか、そういったところは施設を見ますけれども、財務という

のは権限がございませんので、そこは先ほどの世田谷さんの話もございますけれども、や

はりそういう危惧する部分がございますので、ぜひ自治体としっかり連携していただいて、

どういう形で企業主導型を伸ばしていくのか、質を高めていくのかというのは重要な課題

だと認識しております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○宮腰大臣 この企業主導型保育について、福岡市としては推進の立場で説明会や相談窓

口の設置までやっておいでになる。証明書まで発行しておいでになる。ここまでやってお

られるというのは、私は存じ上げませんでした。特に、市内の企業にパンフレットまで配

って、共同利用を呼びかけておいでになる。特に、先ほど世田谷の区長さんの御発言では、

企業みずからが設置している場合と共同利用の場合では随分違うと。問題が多いのは共同

利用タイプだというようなお話でありましたが、特に福岡市ではそういったような問題は

起きておりませんか。 

○福岡市 共同利用についての問題は、事業者の質というのはいろいろあろうかと思うの

ですけれども、経営の安定という部分では、児童を確実に確保していくというのが事業者

さんにとってはいいことではないかと思っています。その手助けとして、先ほど申しまし

たように従業員枠があいているということもあって、そこを埋めていくのが経営の安定に

つながるのではないか。経営が安定しないといろいろな問題が起きていくのではないかと

思っておりますので、事業の質の部分でしっかり調査等でアドバイスしていきますが、経

営の部分については、財務とかは私たちは見ませんが、入所の状況等を見ますと、ここは

ちょっと厳しいのではないかというところもございますので、そういうところをしっかり

サポートできればいいのではないかと思っております。 

 以上です。 

○前田座長 それでは、福岡市さん、ありがとうございました。 

（福岡市退席） 

（福島県着席） 

○前田座長 続きまして、福島県様から御説明をお願いしたいと思います。申しわけない

のですけれども、10分程度で御説明いただければと存じます。 

○福島県 皆さん、おはようございます。福島県子育て支援課長、細川でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、私どもの資料３、一枚になっている資料に従いまして御説明申し上げたいと

思います。 
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 私ども福島県の状況でございます。先ほどの世田谷区さんからは非常に大変な状況にな

っているとお聞きしたところでございますが、福島県内におきましては、特に企業主導型

において何か問題が発生しているという状況にはございません。受け皿として徐々に広が

ってきているということで、大都市圏の話とは少し違った視点で、地方の一例とお聞きい

ただければ結構かと思います。 

 まず、福島県でございますが、待機児童数はやはり多くて、東北全体で２番目の数字、

616人というのが昨年のピークでありましたが、施設整備等の受け皿も広がってまいりまし

たので、今年度は371人まで、約４割減という状況になってございます。 

 県としましては、保育の受け皿の確保、保育士の確保につきまして、実施主体である市

町村と連携しながらこういった施策を展開しているところでございますが、県内の企業主

導型保育事業数は現在のところ県内で18施設、全体で676人の定員規模、その中で地域枠を

154人確保していただいておりまして、非常にありがたいと考えているところでございます。 

 市町村からお話を聞いたところ、やはり教育・保育の受け皿として地域枠をつくってい

ただければありがたいというのが市町村の声であります。そもそも従業員を飲み込んでい

ただいておりますので、そういう意味では受け皿になっているところでございますが、や

はり市町村が直接関与できる地域枠があれば、なおさら関与がしやすいということで、そ

れを希望する声が多いと聞いております。 

 それから、入るお子さんについては保育認定から外れますので、市町村の負担減になっ

ているところではございますが、今後の無償化によりまして違った形の認定が必要になる

という話も聞いておりますので、こういった形でさらに市町村の関与が出てくるのかなと

考えております。 

 ２番目、県といたしましても、企業主導型保育事業は受け皿として非常にありがたいと

ころでございますので、１つ目のポツでございますが、県単の事業で約１億円ほど予算を

確保いたしまして、企業主導型保育事業で対象とならない、例えば遊具とかフェンス等の

外構工事、こういった部分について、商工労働部のほうで補助事業をつくっているところ

でございます。 

 また、私どもこども未来局は福祉の観点でございますので、私どもとすれば認可外保育

施設としての指導監督を実施しているところでございます。 

 また、認可外保育施設の一類型ではありますが、県のほうで保育士のキャリアアップ研

修、施設の事業者に対する事故防止研修、こういったさまざまな研修をやっておりますが、

こちらのほうにもお声かけをさせていただいて、門戸を広げるような対応をしているとこ

ろでございます。 

 また、企業主導型保育事業者の皆さんの実態でございますが、地方の一例とすれば、や

はり地方は車社会でありますので、事業所に近いところで保育の受け皿があるというのは

非常に喜ばれるところでございます。そういった意味で、地方によくあります工業団地の

ほうに企業主導型が整備されることによって、保護者の方の利便性が高まるということが
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ございまして、県内の一例でございますけれども、同じ工業団地内で、違う事業者の方々

がそれぞれ企業主導型を整備していただいているのですが、相互の事業者が協定を結ぶこ

とによって、保護者がどちらの施設を使ってもいいというような、かなり柔軟なやりとり

をしていただいているような例があります。 

 それから、工業団地の中で、大変多くの事業者さんがございますので、こちらの事業者

さんが協同組合を設立されて、共同して工業団地内に整備をされる。こういった例もある

ようでございます。 

 また、設置者自身の事業内容に照らし合わせて、例えば介護保険、デイサービスをやっ

ているような事業者さんであれば、お年寄りと子供の交流をしていたり、学校が整備され

るようなところでありますと、学生さんと子供が交流をしていたり、こういう事例がある

ようでございます。 

 右側、私どもが今捉えております課題ということで簡単に申し上げたいと思います。ま

ず、企業主導型の指導監督でございますが、現在は認可外保育施設指導監査基準によりま

して、中核市は中核市、それ以外は都道府県ということで県が指導監督を実施していると

ころでございますが、私ども福島県はいわゆる認証保育所の制度を持っておりませんので、

あくまでも認可外保育施設としての指導監督を実施しているところでございます。 

 そういった意味もございまして、２番目、企業主導型保育事業に求められている有資格

者数が２分の１以上でございますが、私どもが指導監督する上では認可外保育施設基準に

なりますので、有資格者は３分の１の基準で見ております。そういったところの違いがや

はり現場では出ているのかなと思っています。 

 イでございます。保育士の確保は全国どこでも共通の課題でありまして、企業主導型の

ほうでもなかなか難しいというお声を聞いているところでございます。ただ、通常の認可

保育施設であれば、認可の時点で当然定員に基づいた体制が整った上での認可という形に

なりますが、企業さんはこのあたりは柔軟でありますので、今、保育士を確保できている

体制で受け入れられる子供の数に合わせてスタートしようと。そのうち、徐々に体制を整

えながら、もともとの規模までやっていこうというお声もあるようでございます。 

 最後に、待機児童対策の部分からの視点でございます。待機児童対策というのはあくま

で行政側の視点でありまして、そこの行政側の視点と企業側の視点が少し違うのかなと思

っています。企業さんはあくまでも従業員の保育需要のための施設でありますので、現状、

空きがあっても、それは待機児童対策のために活用しようという視点はないので、そこと

の意識のずれがあります。それから、２番目でありますが、将来的に従業員が増えていっ

たときのためにということで、今、空きがあるのを無理して埋めないというケースもある

ようでございます。 

 それから、現在、市町村の計画外の施設になっておりますので、これまでの自治体から

の指摘もございましたように、市町村や県、それから事業者、児童育成協会、こういった

皆さんとの連携をますます強めていかなければいけないかなと思っているところでござい
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ます。 

 ただ、計画にないからといって、全ての企業主導型を認可へということであれば、そこ

は今のままでもいいのかな、いわゆる企業主導型以外の認可外保育施設は、当然今までの

施策を進める中で認可化への移行は必要だと思っておりますけれども、一定の質が担保さ

れていて、また、従業員のためにということで企業さんがやられていて、かつ、財源が異

なって、しっかり枠組みができている企業主導型について、即、認可化へというのは、そ

れを認可化するための市町村の負担、例えば質の確保とか財源の確保等の課題があります

ので、そういったことをクリアしていく必要があるのかなと考えているところでございま

す。 

 私からは以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、５分ほど時間がございますが、構成員の皆様から御質問などがございました

らお願い申し上げます。いかがでしょうか。 

 では、私のほうから。今まで御説明があった福岡や世田谷のような都会では、共同利用

といいましても、ほとんど事業者間の交流がないといいますか、勝手に従業員の人が見つ

けるという感じなのですけれども、福島県の工業団地内では従業員が利用している事業者

さん同士で交流があるみたいなのですけれども、これはどなたかが中心になってそういう

ふうに呼びかける方がおられるのか。県から何か働きかけをなさっていらっしゃるのでし

ょうか。 

○福島県 県からの働きかけは特にやっておりません。同じ工業団地内でそれぞれ保育の

悩みを抱えていらっしゃる事業者さんですので、中心的な人物がやはり必要になるかとは

思いますけれども、そういった意味で寄り添って集まってやられているとお聞きしており

ます。 

○前田座長 では、事業者さん同士が物理的にも近くて、顔が見える関係なので交流しや

すいということですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○多田構成員 １点質問させてください。 

 企業主導型保育事業のよい点というか、御存じであれば事例等を御紹介していただきた

いのですけれども、企業主導型保育事業だからこそ対応できているニーズとか、例えば工

場の稼働に合わせて早朝から預かれるとか、また介護保険事業所のように夜間も運営して

いるような、事業者のお子さんを夜間預かるとか、そういった企業主導型だからこそでき

ている、別の言い方をすれば、認可の保育所ではできないようなサービスが提供できてい

る事例がもしあれば、また御存じであればお話しいただけますでしょうか。 

○福島県 やはり地方でありますので、車社会が大前提であります。100メートル先のコン

ビニまで車で行くような世界ですので、そういった意味で保護者が子供を連れて保育所に

預ける状況の中では、子どもを車に乗せていればいいので、特に自宅の近くに預ける必要
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はなく、通勤の経路上にあればいいということがあります。 

 保護者のお話を聞きますと、自分が日中過ごしているところの近くに子供がいるほうが、

何かあったときにすぐ駆けつけやすいということもあって、できれば就労先に近いほうが

という声も多いとは聞いております。 

 そういった中で、企業主導型は、全部が全部そうではありませんが、やはり事業所の近

くに整備されることが多いということもございますし、また、市町村を超えて通勤をされ

ている方は、どうしても隣の市町村に仕事場があった際に、その保育の需要をどう受けと

めるかという問題もございますので、そういった意味では企業主導型の果たしている役割

はあるのかなと考えております。 

○多田構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 福島県様、どうもありがとうございました。 

（福島県退席） 

○前田座長 最後に、大阪府からも資料をいただいております。残念ながら御出席はござ

いませんでしたので、事務局より簡単に御紹介をお願い申し上げます。 

○西川参事官 では、資料４を簡単に御紹介します。 

 大阪府は、平成28年度という、事業創設当初から福祉部と商工労働部が連携していろい

ろ対応をいただいてます。 

 新設する際の支援、開設後の支援、福岡市さんと似たような対応をしていただいてます。 

 ５ページのとおり、立入調査の結果を児童育成協会のほうから入手して、市町村とも共

有しているというところがさらに進んでいるところです。 

 ６ページのとおり、世田谷区さんから、区の研修会に企業主導型園にも参加してほしい

というお話がございましたが、大阪府では既に実践されていて、施設長さんや従事者の方

の研修会を実施されておられます。 

 後ほど内閣府のほうから、定員と利用定員の乖離が課題になってございますので全国の

データは御説明しますが、大阪府は企業側へのアプローチ、あるいは市民の方へのアプロ

ーチをそれぞれ進められています。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 自治体の皆様からのヒアリングは以上になります。 

 続きまして、議事（２）の「社会保険労務士会による取り組み」に移らせていただきた

いと存じます。 

 もしよろしければ、社会保険労務士会さん、説明者席に御移動をお願いいたします。 

（全国社会保険労務士会連合会着席） 

○前田座長 15分程度で御説明をよろしくお願い申し上げます。 

○全国社会保険労務士会連合会 全国社会保険労務士会連合会の会長の大西でございます。
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今回、大臣御出席の検討会に、私どもにお声かけをいただきましてありがとうございます。 

 私ども社会保険労務士は、日ごろ労務管理の仕事をさせていただいておりまして、特に

最近、労務管理の中で労務監査ということに取り組ませていただいております。 

 この労務監査の中で主な項目は、特に労働条件、あるいは賃金についても当然取り組ん

でおりますが、特に賃金の中でも、皆さん御存じのとおり、時間外労働なんかについては

非常にきちっとやっていただかないといけない。そこで、例えば時間外労働については、

まず私どもは就業規則を確認するとか、あるいは賃金規則、それからどういうような手当

が支払われているのか、あるいは時間がきちっと把握されているのかどうか、時間外労働

を正しく把握して賃金に反映しているのかどうかということも大きなウエートでやらせて

いただいております。そういうことをやることによって、安心して働いていただける職場

をつくれると考えております。 

 特に私ども社会保険労務士会ではいろいろな項目で部会を立ち上げて取り組んでおりま

すが、特に保育については保育の部会を立ち上げて取り組んでおります。保育の部会につ

いては、きょう私どもの部会の菊地が来ておりますので、部会の中身については菊地から

説明させていただきます。よろしくお願いします。 

○全国社会保険労務士会連合会 社労士の菊地と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 お手元のパワーポイントの資料に従って説明させていただきます。 

 まず大前提として、社会保険労務士についての御説明です。社労士法に基づく国家資格

であり、制度創設50周年を迎えたところでございます。都道府県に社労士会があり、約４

万2000人強が活動しております。具体的な業務としましては、下の図にあるとおり、労働

社会保険に関する手続代行のほか、就業規則、賃金規程の企画・立案と人事労務管理の専

門家でございます。 

 次に、３ページをおめくりください。私どもが保育園とかかわるというところで大前提

ですけれども、今、保育士不足の大きな原因として、長時間労働とか出産・育児を理由と

する離職が挙げられます。こちらは保育の質を維持・向上していく上で大きな課題と考え

ております。保育の質向上に我々人事労務の専門家がかかわることで、職場改善を契機に

保育の質が高まっていくと考えております。 

 そのような中で、連合会では働き方改革が叫ばれる以前より保育施設等への労務管理が

重要であるという認識のもと、３年ほど前より専門部会を設置しまして、社労士が保育施

設等に対し、業界の特性に応じた労務管理の指導・助言が行えることを目的に労務管理研

修等を進めてまいりました。今年度は、特に社労士向けに処遇改善等加算の研修を実施し

ております。 

 続きまして、４ページになります。保育施設、自治体と社労士会との連携例という要素

でピックアップいたしました。社労士が保育施設に訪問し、給与規程の整備等に向けての

助言・指導を行っているということで、山梨県、鹿児島県の事例を用いながらその実績を
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示しております。 

 細かい内容は割愛させていただきます。 

 次に５ページから９ページにつきましては、我々社労士から見た保育施設等における労

務管理、特に賃金に関する具体例を幾つか挙げさせていただきました。なお、社労士は最

終的には保育園従事者、利用者の方々が両立しやすい環境を整えることが目的ですので、

それを念頭にお話しさせていただきたいと存じます。 

 では、６ページになります。上の①から③にございますように、国の方針としましても

保育士等の賃金を中心とした労働条件の適正化の必要性については言及されているかと存

じます。 

 そして、賃金という部分に焦点を当てますと、ページの真ん中にあります（例）のよう

に、少し細かい話になりますが、今、処遇改善等加算ⅠとⅡというものがあるように、そ

のⅡ、固定的な月額支給の手当になりますが、年度ごとに別の保育士につけかえるという

ようなことを当たり前のように行ってしまうと、これは当然ながら労働条件の不利益変更

に該当するといった助言・指導というものが継続的に必要になってくるということもござ

います。 

 客観的なチェック機能である自治体の監査というものは、確認方法が一人一人の賃金改

善まで見るという自治体と、施設全体としての総額の賃金改善を見るというところと、さ

まざまなであるため、統一的な確認ルールも必要になるかと考えております。 

 続きまして、７ページになります。こちらは世田谷区の保坂区長もおっしゃっておりま

したが、まさに企業主導型の特徴的な課題となります。図とポイント１でお示ししており

ます。 

 企業主導型の設置企業の中には、保育実務を行ったことがないということで、運営委託

会社に委託をするというケースが多々ございます。そのとき、自治体及び児童育成協会か

らの監査を受けるのは当然ながら設置企業であるのに対して、実際に勤務をしている保育

職員は運営委託会社に雇用される職員というねじれの状況がございます。賃金改善につい

ては、その運営委託会社がもらう委託料というものに影響してくるため、なかなか個別の

賃金改善にスムーズにいかないというケースもあるようです。 

 我々社労士も、設置会社と契約を結んでいる場合は、本部職員の労務管理をサポートす

るということが当然ながらできなくなります。この課題は、企業主導型の仕組み自体の問

題というよりも、監査のスキームを変えれば改善の余地があると考えます。 

 次に８ページになりますが、処遇改善と賃金についての課題になります。３つのポイン

トにまとめてあるとおりですが、園の特性に合ったキャリアパスを作成できない。まずこ

れが大前提にあると思います。２つ目、賃金規程や労働条件通知書における処遇改善の表

記が園ごとに異なるため、わかりにくい。基本の給与に含まれているのか、それとも後か

ら別に支給をされるのかというものがわからないという状況もございます。３つ目、企業

主導型の処遇改善等加算は、認可保育園などは経験年数が加味されておりますが、企業主
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導型に関しては経験年数は加味されず、園児の数に応じて決まるため、人数が変動しやす

い企業主導型保育事業では総額幾ら処遇改善が入ってくるのかというものが年度末になら

ないとわからないということで、その配分が難しいといったような課題が考えられます。 

 続いて、９ページになります。次に、帳簿管理というところです。労働基準法上では法

定三帳簿と言われている賃金台帳、出勤簿、労働者名簿というものがございますけれども、

こちらの図でお示ししているとおり、複数の園を運営している場合に、その施設に当然な

がら置かなければならない法定三帳簿というものが備えつけられていない場合があり、こ

の労務管理というものの不備が散見される場合がございます。 

 次に、10ページから16ページにおきましては、社労士会として労務監査のスキームを持

っておりますので、そちらにつきまして御説明させていただきます。 

 11ページになりますが、広島県社会保険労務士会では、広島県との窓口になってござい

ます。本監査事業に当たり、広島県は所属社労士に対し研修を行い、事業概要を理解いた

だいた社労士の名簿を広島県に提供しています。自治体が名簿に上がっている社労士を選

定し、自治体と社労士が契約を行います。下の囲みの事業概要にありますとおり、その後、

県及び市が実施する指導監査に社労士が同行し、労務監査を実施します。その結果につい

て、社労士が労務管理に関する指導監査報告書を作成するという流れになります。 

 次に12ページをおめくりください。こちらでは、労務監査によって確認する資料が何な

のか等を参考にしていただければと存じます。建設に関して、社会保険料などの法定福利

費分がしっかりと加味された入札額になっているかどうかについて、労務監査を行ってい

る例でございます。左下にありますように、受注者は社労士による労務監査を受けなけれ

ばならないと要綱で定めております。受けなかった場合には指名除外等の必要な措置を講

じる旨、規定されております。また、労務監査の際の具体的な確認資料としましては、右

側にあるように、就業規則、給与規程、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等々となってござ

います。 

 続いて、13ページでは、法令遵守と自主的な取り組みの状況をインターネット上で対外

的に公表する仕組みも持っております。以降、16ページまでにつきましても、労務関係書

類を確認するスキームになっております。 

 14ページも広島県の事例になります。福祉・介護の人材確保・定着のために就業環境の

改善に取り組み、宣言の申請を行った事業者に対して、社労士が内容についての確認を行

うというスキームになっております。 

 15、16ページも細かくなりますが、法令遵守の状況を入札等の条件とし、社労士が確認

を行った実績となります。 

 17ページ以降が私どもからの御提案になります。 

 18ページをごらんください。これまでの内容を踏まえた御提案になります。社労士会と

しましては、最終的な目的は18ページ目に記載のとおりで、労働環境が改善されることは、

保育士自身のスキルアップ、保育・幼児教育の質の向上につながるということで、保育業
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界全体の好循環が生まれるということにあります。 

 そして、19ページ、「ご提案の論点」になりますけれども、特に（３）のところで、社

労士が継続的に労務監査をするというところの大きなメリットとして、自治体の監査とい

うものは法令遵守をしているか、していないかというもののチェック機構にとどまるかと

思いますけれども、社労士に関しては、社労士法で規定されるように、助言・指導を行う

ことができるというところで、もう少し踏み込んだ、チェックだけではなく、労務環境を

もっとよくするためにはどうしたらいいのか、できていない事業者さんに対してはどのよ

うな改善をすればいいのかというところまで助言・指導ができるというところがございま

す。 

 そして、定期的な監査だけではなく、継続的にかかわるという仕組みを構築するという

ことも、労働環境改善に向けた取り組みを実効性のあるものにすると考えております。 

 ５番目、こちらは処遇改善等加算。こちらも大分機能はしておりますが、要件の一つで

あるキャリアパスの構築というもので加算がふえるという仕組みがございますが、多くの

園がキャリアパスはどういうふうにつくったらいいのか、保育士のキャリアを伸ばしてい

く、保育士のスキルを上げていくために必要なキャリアパスのつくり方がわからないとい

うような園がたくさんございます。そういったものに対しても、自治体の監査はキャリア

パスがあるかないかというチェックにとどまってしまいますけれども、その中でどういう

ふうに個別の園に対してキャリアパスを構築していけばいいのかというところまで踏み込

んで御支援ができると考えております。 

 最後のページになります。以上を踏まえて御提案させていただくスキームが20ページと

なります。絵を見ていただくと、現状の流れの中で真ん中のところに女性の社労士がいま

す。設置主体と委託事業者双方に労務監査を実施し、賃金改善報告書も添付資料として、

労務監査報告書を添付するというものを導入してはどうかというところが今回の御提案と

なります。 

 そのようなポイントが右側の囲みにあるところで、ポイントの中の要素を御説明いただ

ければと思います。 

 企業主導型と認可保育園の大きな違いとして、親の仕事量を点数化して入る順位を決め

ていくというのが認可になっていると思いますが、今、柔軟な働き方、多様な働き方、働

き方改革というものが叫ばれている中で、企業主導型はそういった企業の独自の働き方に

合わせた保育が実現できるというような大きなメリットがあると思うのですけれども、一

方でその柔軟性が労務管理を複雑にしているという問題も出てきているかと思います。そ

ういったものを企業側、保育園側、双方にアプローチしながらサポートしていければと思

っております。 

 以上となります。お時間を頂戴いたしまして、まことにありがとうございました。 

○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対しまして、構成員の皆様から御質問などがございまし
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たらよろしくお願い申し上げます。 

○本地構成員 御説明ありがとうございました。 

 社労士会で保育部会を立ち上げられ、保育士業界に積極的に取り組まれているというこ

とをお伺いいたしました。保育業界は他の業界と比べて課題が違っていると思うのですけ

れども、具体的にどのような課題が多くて、どのような対応をすべきかということが一点。 

 もう一点は、先ほど御説明がありました指導・助言についてです。監査だけではなくて、

助言というのが非常に重要と思っておりまして、処遇改善のキャリアパスに係る支援とい

う話もありましたが、過去こういう助言をしたなどの事例がありましたら、教えていただ

ければと思います。 

○全国社会保険労務士会連合会 ありがとうございます。 

 １つ目は、保育園の労務管理の難しいところは、収入というものが営利企業と違って限

られているため、ここも賃金にかかわってきてしまいますけれども、どうしても頭打ちに

なってしまうというような賃金の問題があるかと思います。自由に評価をするとか、スキ

ルアップをしていくというものが難しく、その限られたルール、それから配置基準という

ものもありますし、多様な働き方がなかなか難しいという中で、その中で多様性をいかに

つくっていくかというような高度な労務管理が必要になってくると考えております。 

 ２つ目が、労務管理の具体例ですね。今、質の向上というところで、幼児教育の質の向

上というものがたくさんいろいろな研究者の中で研究されてきていると思います。今まで

も研修もたくさん行われていましたが、一方でそれが保育士の負担になっている。保育園

というのは、休憩時間はありますけれども、ずっと子供がいるのでみんなで打ち合わせを

する時間がないという問題がある中で、どうしても子供が帰った後に残って研修をすると

いうことをせざるを得なかった。そこをなるべく、厚労省の検討会の資料にも出ましたけ

れども、ノンコンタクトタイムといって、子供とかかわらなくてもいい時間をつくり出す、

業務改善をしていく、シフトの組み方を工夫するということで、就業時間内に会議の時間、

研修の時間を設けて保育の質を高める、そういった労務管理の事例というものが見られる

ようになってきていると思います。 

○本地構成員 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。御質問がございましたらお願いします。 

○宮腰大臣 資料の11ページ、広島県が行っている社会福祉法人に対する指導監査につい

て、「県及び市が実施する法人への指導監査に同行し、労務管理の事項について、指導監

査を行い、必要に応じて法人に対し質疑を行うこと」ということを、広島県の社会保険労

務士会がやっておいでになると。この辺の効果といいますか、これを事例として提案スキ

ームの中で労務監査報告書、賃金改善実績報告書を添付書類としたらどうかという御提案

なのだと思うのですが、効果としてはどういうことが見込めるということになりますか。 

○全国社会保険労務士会連合会 通常の自治体の監査項目の中にも労務の部分というもの

があるのですけれども、もう少し細かい部分です。割り増し賃金の計算方法とか、本当に
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適正な残業代が支払われているのかといったような、細かい部分の専門性の高い監査がも

う少し必要になってくるのかなと思われますので、そういったところを賃金台帳、出勤簿

等、賃金規程をしっかり確認しながら適正を判断するというところでは、たくさんの監査

項目、保育部分の帳簿関係も見なければいけない中で、労務の部分も重要だというところ

で、労務の専門家がかかわるというところには大きな価値があると考えております。 

○宮腰大臣 この企業主導型保育事業は割と小規模なところが多いと。先ほどの福岡県の

例でも、定員枠は平均すると26名程度で、実際には例えば10名程度といったような企業主

導型保育事業も全国には多々ある。そういう中で、もちろん現状は児童育成協会が年に１

回監査に入るということですが、なかなか手が回らないという状況の中で、区長さんから

は県や市町村もそこの審査などにしっかり絡む必要があるのではないかといったときに、

社会保険労務士会の行う監査といいますか、特に処遇の問題でどういう意味があると思わ

れますか。 

○全国社会保険労務士会連合会 今回、賃金というところに焦点を当てましたけれども、

賃金というのは全ての情報が詰まった結果であり、労働時間の問題とか、そういったもの

をきちんと計上されているか、休憩時間がしっかり確保されているか、また保育の労務環

境というものは保育士の継続就労というものにもつながっていくと思いますし、なぜ出産

をした保育士はやめざるを得ないのかというところに対しても、賃金というところだけで

はなく、賃金補填のところもそうですし、労働時間管理というもの全てが保育士確保の一

番の入り口になっていると考えております。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。御質問がございましたらお願いします。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 ただいまをもちまして議事の（１）と（２）が終わりましたので、本日御出席いただき

ました自治体の皆様、社会保険労務士会の皆様方にはここで御退室いただきます。 

 本日は、皆様、お忙しい中を御出席いただきまして、また貴重な御意見を賜り、ありが

とうございました。 

（ヒアリング対象者退室） 

○前田座長 それでは、再開いたします。 

 次の議事（３）、その他でございますが、事務局より報告があるようですので、よろし

くお願いいたします。 

○事務局 事務局でございます。 

 資料６をごらんください。「平成29年度企業主導型保育施設～定員に対する利用者数の

状況について～」という資料でございます。調査結果を取りまとめましたので御報告させ

ていただきます。 

 資料６の表紙をごらんください。企業主導型保育事業を実施している施設の年間を通じ

た利用状況を把握する必要があるということで、いろいろ指摘を受けていたところでござ

いますけれども、平成29年度における定員に対する利用者数により、定員充足率を29年度
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の運営費の支払い状況により調査したものでございます。この説明の一枚紙と、次のペー

ジ以降はグラフがいろいろくっついておりますけれども、これをあわせて行ったり来たり

になってしまいますけれども、御説明させていただきたいと思います。 

 １つ目でございますけれども、運営期間別の定員充足率という資料でございます。１枚

おめくりいただいたグラフの資料になります。こちらは、平成29年度中に運営を行ってい

た全施設につきまして、1,420施設になるのですけれども、その施設が平成29年度に運営を

開始してからどれくらいたったのかという月数別に、当該月数の延べ利用者数を定員に開

所日数を乗じた数で除して定員充足率を算出いたしました。これはいわゆる一時利用や短

期間利用者も含めて正確に利用率を把握するために、このような延べ人数を開所日数と定

員を乗じた数で除す形で計算をさせていただいたところでございます。 

 グラフをごらんになっていただきたいのですけれども、上のほうに簡単な説明書きがご

ざいます。オレンジの棒グラフについては、全施設類型を合算したものの定員充足率にな

ります。青四角の折れ線グラフが単独設置型、緑の三角の折れ線グラフが共同利用型の充

足率、一番下、赤丸の折れ線グラフが保育事業者設置型の充足率になります。 

 平成29年度、下のほうをごらんいただきまして、運営を行っていた施設は1,420施設でご

ざいますけれども、定員数については、各施設の運営開始申請時点における定員数を合計

したものということになりますが、全体で２万8,970人分、うち０～２歳児が２万2174人、

３歳児以上については6,796人になっております。 

 これを、上のグラフでございますが、1,420施設について、開設して１カ月目から12カ月

運営しているとどういう充足率になっていくのかということでございます。全体で見ます

と、開設して１カ月目は充足率が37.7％になっておりまして、単独設置型については36.4％、

共同利用型については37.8％、保育事業者設置型は40.8％となっております。開設期間が

長くなるに従いまして上がっていきまして、12カ月目、これは29年度１年間を通じて運営

を行っていった施設になるわけでございますけれども、全体の充足率は72.8％、単独設置

型については72.6％、共同利用型については71.6％、保育事業者設置型については76.7％

になっているわけでございます。 

 今、お示しさせていただいたのは０～５歳児全体になりますけれども、１枚おめくりい

ただきますと、このうち０～２歳児で見たものが次のグラフになってございます。 

 １カ月目で見ると、全体では42.9％、単独設置型では41.3％、共同利用型は42.7％、保

育事業者設置型は47.9％になっております。これが平成29年度１年を通じて運営をした施

設ということになりますと、一番右のところでございますけれども、全体で86.3％、単独

設置型については84.6％、共同利用型につきましては89.1％、保育事業者設置型について

は84.8％になっているところでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、さらに、３歳以上分について見たのが次のグラフになり

ます。１カ月目について、全体で見ますと21.2％、単独設置型が20.0％、共同利用型が21.3％、

保育事業者設置型が23.3％でございます。これが12カ月目の施設ということになりますと、
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全体で30.2％、単独設置型が29.2％、共同利用型が25.0％、保育事業者設置型が49.2％と

なっております。 

 こうしてごらんになっていただくと、３歳以上児の運営期間別の定員充足率につきまし

ては、０～２歳児に比較いたしまして、０～２歳児は全体の数字と比べましても８割程度

と高い数字になっているわけでございますけれども、３歳以上児については３割程度と低

くなってございます。 

 この理由として２つほど考えておりまして、１つ目が、今回の調査自体が、事業を開始

して間もない29年度分の定員充足率を調査したものである。０～２歳児につきましては、

当然、年がたっていけば学年というか、所属するクラスも上がっていくわけでございます

から、30年度以降、３歳児以上の定員枠に繰り上がっていくということも想定されていて、

当初の３歳以上の充足率は低くなっているところはあるのではないかということでござい

ます。 

 ２つ目でございますけれども、平成29年度は途中開所の施設も多かったということでご

ざいます。29年度４月時点では501施設開所していたということでございますけれども、12

カ月たった平成30年３月時点では1,420施設になるわけでございますが、待機児童問題が０

～２歳児に比べて相対的に課題となっていない、先ほどいろいろヒアリングの中でも出て

おりましたけれども、既に幼稚園や他の保育所などに在園していると考えられる３歳以上

の年度途中からの入所は余り多くないことなどが考えられるところでございます。 

 なお、先ほど御紹介させていただいたとおり、０～２歳児の定員総数が２万2,174人であ

るのに対して、３歳以上は6,796人となってございまして、もともと０～２歳児を中心とし

た定員になっているということも付言させていただきます。 

 いずれにいたしましても、事業開始後間もない29年度の調査であるということを踏まえ

まして、現時点で充足率についてなかなか確定的なことは言えず、今後も状況を注視して

いく必要がなるのかなと考えているところでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、今度は月別の資料もつけておるところでございます。月

別と申し上げますのは、平成29年度中に運営を行っていた全施設、同じく1,420施設という

ことに当然なるわけでございますけれども、これの各月時点における延べ利用者数を定員

に開所日数を乗じた数で除して１カ月当たりの定員充足率を算出したものでございます。 

 こちらもごらんいただきますと、４月時点では全体として44.8％、単独設置型について

は43.3％、共同利用型は43.6％、保育事業者設置型は52.1％になっておりますけれども、

３月時点では全体で60.6％、単独設置型については60.2％、共同利用型は60.3％、保育事

業者設置型は62.5％となっております。 

 １枚おめくりいたしますと、月別定員充足率についても運営期間別と同様に、０～２歳

児と３歳児以上で見ておりますけれども、０～２歳児について見たものが次のグラフにな

ります。４月時点では全体として49.8％、単独設置型が47.8％、共同利用型が50.5％、保

育事業者設置型については54.6％になっておりますけれども、３月時点の数字をごらんに
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なっていただくと、全体として72.2％、単独設置型で71.3％、共同利用型で71.9％、保育

事業者設置型で75.6％となっております。 

 最後のページでございますけれども、３歳児以上というところで見たものがこのページ

のグラフになります。４月時点では全体で29.0％、単独設置型で28.0％、共同利用型で

24.9％、保育事業者設置型が44.0％となっているのに対して、３月時点では全体で22.3％、

単独設置型で20.9％、共同利用型で21.8％、保育事業者設置型で26.6％となっております。 

 これも０～２歳に比べまして３歳以上の充足率が低く出ているというのは、運営期間別

のものと同様の理由であると考えているところでございます。 

 駆け足になりましたが、説明は以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局より報告がありましたこの定員充足率につきまして、何か御質問がござ

いましたら御発言をお願い申し上げます。いかがでしょうか。御確認なさりたいことがご

ざいましたら。 

 どうぞ。 

○多田構成員 最後の資料ですけれども、月別の定員充足率の３歳以上が月ごとに大ざっ

ぱに言えば下方に、充足率が減っているという理由ですけれども、どのように認識されて

いるのかを教えていただければと思います。 

 例えば、考えられる要素としては、企業主導型保育所に入っていたけれども、３歳にな

って幼稚園に行くのでやめていくというのもあれば、４月以降、新たな施設が開所して、

その新たな施設の入所率が低いから、それを集計すると結果としてこのようになってしま

いましたというところなのか。この辺はどのように分析されているのでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。 

 なかなか確定的なことは言えなくて、今後、空きが発生している要因について事業者の

ヒアリングなどを通じた要因分析をしていく必要があるのだろうなと思っていますけれど

も、先ほど申し上げましたように、３歳児以上については幼稚園や保育所などに在園して

いることが考えられるとか、そういった要因もあってこういったグラフになっているとい

うところもあるのかなと考えておりますけれども、確定的にこういう要因だというところ

まではまだ分析ができていない。事業者へのヒアリングなどを通じてしっかりと要因分析

していきたいということと、ただ、29年度は実質上、年間を通じて運営ができたという意

味では初めての年度でございますので、間もないというところもあって、なかなか現時点

で確定的なことは言えないのですけれども、今後もしっかり状況を注視した上でいろいろ

と分析をしていきたいと考えております。 

○多田構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 どうぞ。 

○本地構成員 私も今の点で。余計なことかもしれないですが、初めの資料で開設間もな

いところは稼働率が低いという資料があったと思うのです。今の月別３歳以上のところを
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見ると、全施設種通算は４月時点で300施設しかないのですけれども、３月時点では720と

倍増していますよね。ということは、２月とか３月に開所している施設がふえている。要

は開設間もない施設が結構ふえているから充足率が非常に下がっているのではないでしょ

うか。前半に御説明いただいた点とリンクするような形なのかなと受けとめていたので、

その点をつけ加えさせていただきます。 

○前田座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

○宮腰大臣 今回、定員に対する利用者数の状況について、調査結果を報告させていただ

きました。実は、この制度が始まって以来、まだそんなに日がたっていないので、実態把

握が十分でなかったという面が当然あります。もちろん、県や市町村にとりましても、例

えば先ほどの福岡市のように全部把握している、全部審査といいますか、指導監督に回っ

て、前年の指摘を全部クリアしてもらって、全ての企業主導型保育所に証明書を発行して

いるというような県もあれば、都市部はそこまでうまくいっていないという部分がありま

す。 

 今回、定員の充足率について調べさせてもらったのは、実態把握の第一弾だと思ってい

ただければ結構ではないか。ただ、どうしてこういう数字になっているのかということの

把握についてもまだ十分ではないと思っておりまして、こういうところは県や市町村との

情報共有や連携を進めていく中で、しっかりと把握していく必要があるのではないかと思

います。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に、これまでの皆様からのヒアリングや御意見を踏まえ、構成員やほか

の皆様方で意見交換をしたいと存じ上げます。 

 まず、僣越ですが、私、座長のほうから少し本日の感想を申し上げます。本事業は国の

事業ではございますが、保育行政そのものに実際に携わり、利用者、各園に距離的に近く、

どういうふうに企業主導型が運営されているかという情報を自治体はお持ちですので、本

事業の主体である国と自治体との情報交換、意見交換、今回、こういう場所が持てて大変

よかったと思います。 

 特に、今回の自治体は企業主導型に非常に御関心をお持ちの自治体で、大臣もおっしゃ

られましたとおり、福岡市では全て回っておられるということでしたが、中には全然企業

主導型がどこかにあるかもわからない、知っていてもかかわらないようにしているような

自治体もございます。今後、国がなすべきことと、自治体からどのような御協力を得るべ

きかということと、実際に得ることができるかということを考えなくてはいけません。例

えば財務や労務管理に詳しい職員を抱えている自治体の数も多くございませんし、いろい

ろな外部機関や自治体や国との組み合わせで企業主導型を育てていくことが必要かなと思

いました。 

 ちょっと長くなって申しわけありません。皆様方からも御意見がございましたら、ぜひ

よろしくお願い申し上げます。 
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 どうぞ。 

○本地構成員 本日、自治体の方のお話をお伺いし、幾つか財務面についてやはり問題が

あるというようなお話をいただいたかと思います。 

 社労士さんのように質の部分を見るという仕組みはあるのでしょうけれども、財務面に

ついても少し透明性を高めるというか、何かしらの方策を考えたほうが良いかと思います。 

 その中の一つとして、いろいろ課題はありますが、例えば財務諸表などを公表させるよ

うな形で透明性を高める方法があると思います。 

公表には、主に２つメリットがあると思っておりまして、１点目はほかの企業さんはど

ういう形でやっているのか確認できるということで、自分と比較ができるということにな

るわけですね。そうすると、経営の質が上がるというのが１点目。 

 ２点目は、幾つかの自治体の方もおっしゃっていましたけれども、お金の使い方がうま

くいっていないところがある。そういった施設が明らかになるわけです。当然、衆人の目

にさらされるということは、そこについて規律が働くということがございますので、どの

程度とか、どのレベルでやるかというのはいろいろあるとは思うのですけれども、開示を

するということも一つ検討してはいかがかなと思いました。 

○前田座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 どうぞ、吉田構成員。 

○吉田構成員 私はもう実際に事業者として社会福祉法人を経営させていただいているの

ですけれども、平成29年度から財務を公開するということになっているのですけれども、

やはり税金を使っているということが一番大きいと思うので、これはよくよく考えれば当

たり前のことだなと。しかも、内容のチェックも、出すということになれば、別に出す出

さないに限らず、やはりきちんとそういうことはやっていかないといけないなというのは

運営しているほうとしても感じておりますので、先ほど本地さんが言われたように、財務

の透明性ですよね。これは本当に、いい保育をしようと思ったら財務をしっかりするとい

うことは非常に大事なことだと思うので、ぜひ透明性の確保はしていただきたいとつけ加

えです。 

○前田座長 どうぞ。 

○嶋方構成員 今の財務の透明性というところですが、それに当たっては、そもそも今、

企業主導型保育をやっている保育園は準拠する基準というものがない中で、まずはそっち

を整備することが先なのかなと思っております。そこがない中で公表したところで、結局、

統一の基準がないのに公表したものに対してどうやって判断するのかという問題も出てき

てしまいますので、まず基準づくりが大事かなと思っています。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 皆様、いかがでしょうか。 

○宮腰大臣 経団連とか日商さんのほうからも遠慮なく御意見を。 

○前田座長 拠出金を出しておいでなので、ぜひ。 
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○宮腰大臣 先ほど税金でというお話がありましたが、実はこの事業は税金で運営されて

いるわけではなくて、事業主の拠出金でもって運営されているということだけ申し上げて

おきたいと思います。 

○日本商工会議所 先ほど議論の中で出てきましたけれども、中小企業の場合、自社の経

営資源等が必ずしも十分でない場合がありますので、中小企業からすると共同利用はやは

り有効なもので大変助かっていると認識しております。 

 もう一つ、確認させていただきたいのですけれども、企業主導型保育事業の認可化は、

既に方針として進めていらっしゃるのですしょうか。 

○宮腰大臣 今度、幼児教育・保育の無償化で、認可外について５年間の猶予期間を設け

て無償化の対象にするということにしております。例えば、企業主導型保育であっても、

３～５歳も無償化の対象になるわけですよ。横並びでなるわけですので、それと同じ考え

方でいくと、５年間の猶予期間の中で認可をとっていただくという方向で努力していただ

くのがいいのではないかということです。 

 詳細は事務方から。 

○小野田統括官 大臣の御趣旨をわかりやすく言いますと、閣議決定で無償化が進むに当

たって、認可外保育につきましてはその認可基準とは別に厚労省さんが指導監督基準とい

うものを設けられておられまして、原則は無償化に当たっては届け出プラス指導監督基準

を守りなさい、守っているのが対象ですよという整理にしているのですが、待機児童が多

い中でいきなりそういう基準をというのもなかなか難しいでしょうということで、５年間

は認可外の指導監督基準を満たさなくてもいいですよというふうにさせていただいており

ます。逆に言いますと、５年間はということでございますので、５年内に認可外の指導監

督基準を満たすようにしましょうというのが１つ目でございます。 

 もう一つは、さらに認可外の指導監督基準を満たしてそれで終わりではなくて、これは

厚労省さんの事業とかでやっていますけれども、認可外の指導監督基準を満たされた認可

外施設についてはさらに上を望んでいただきたい。認可基準を目指すように、さらに頑張

っていただきたい。その事業を促進するための予算計上もしておりますので、そういう２

段階ステップで５年間対応していこうという整理にさせていただいているところでござい

ます。 

○宮腰大臣 統括官のほうが正確です。私のほうは思いが入っているので。 

○前田座長 補足です。多分、日本商工会議所さんが危惧なさっておられますのは、認可

になりますと入所は全て自治体が審査しますので、企業枠がなくなります。先ほど福島県

が言われたとおり、工業団地で共同利用できるということがありますので、企業主導型な

らではのメリットがございます。そこら辺は本当に国のほうでもちゃんとメリット・デメ

リットをお考えになると思います。 

 それから、共同利用に関してですけれども、先ほどの工業団地のように、事業者さんが

自分たち１社では持てないけれども、数社で自分たちで責任を持ってやろうという共同利
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用型では問題は余り起こっていないような感じです。実は保育事業者設置型といいまして、

保育事業者が先につくり、利用していただけませんかといって不特定多数の企業や利用者

の方を集めています。先ほどお話がありましたけれども、申し込みに来たお母さんがたま

たま厚生年金の加入者であり雇用主がおられるので、そこの企業に個別にアポをとり事業

者が企業枠の利用を勧めるなどして利用者を集めている場合に、保育所の運営が不安定化

していることがあるということですので、中小企業の方が共同利用なさるメリットがある

ということは、私どもは十分理解しております。 

 皆様、ほかにいかがですか。せっかくですので。 

○多田構成員 東京都の多田です。 

 私のほうから、本日の御意見を伺いながら感じたところです。企業主導型保育事業です

けれども、今回４自治体から、大阪は資料のみですけれども、お話を伺いまして、福岡市、

福島県なんかですと積極的に活用していきたいというようなお話がありました。そういっ

た意味では、保護者なり、児童なりから利用していただけるような制度にしていくかとい

うのが重要かなと思っています。 

 そのために一番重要なのは、一定の保育の質を確保するということでありますし、その

前提となるものとして財務面の安定性とか、一定の財務状況を確保するということが必要

なのかなと思っています。 

 それをやっていくために、財務面につきましては、都道府県、市町村については検査権

限がありませんから、この制度の中で内閣府さんのほうで何らかの基準を設けて審査して

いくという仕組みをつくっていただくしかないのかなというところと、保育の質に関しま

しては、基本的には認可外保育施設ということで、都道府県に審査権限があるわけですけ

れども、審査というのはあくまで認可外保育施設という面でありまして、企業主導型保育

事業とは少し基準も変わってくるということがありますので、質の確保につきましては都

道府県と内閣府さんのほうで連携しながらその検査を行っていくということが必要なのか

なと思いますので、そのあたりの仕組みについてつくっていただければと思います。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○日本経済団体連合会 オブザーバーという立場で１点だけ申し上げます。 

 企業主導型保育事業については、我々は事業主拠出金という形で出させていただいてお

ります。こういった場でも何度か繰り返させていただいているのですが、きちんとした運

用規律のもと、しっかり運営いただきたくお願いいたします。もともと待機児童解消を後

押しするための御協力でございますので、ぜひその点をよろしくお願いしたいと思います。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 多田構成員から保育の質、皆様方から財務のことのお話がありました。どうもありがと

うございます。 

 それでは、時間となりましたので、本日の会議はここまでといたしたいと思います。 
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 最後に、私のほうから事務局に対し、次回以降の本会の進め方について提案がございま

す。前回の第１回と本日の会の２回にわたりまして、事業実施関係者及び自治体の方々か

ら聞き取りがあました。きょうは大変有意義な聞き取りができたと思います。 

 次回は、利用者、保護者の方から御意見を聴取したいと思っております。それの後に、

これまでの取りまとめに向けた議論をしたらどうかと考えております。もう年度末でもご

ざいますし。 

 そこで、事務局におかれましては、大変な時期ではございますけれども、本日は非常に

有意義な意見が出ておりますので、議論の取りまとめや報告書のたたき台のようなものを

用意していただいて、それをもとに次回は議論を始めたいと思いますので、準備のほど、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 最後にスケジュールなどがございましたら。 

○事務局 ありがとうございました。 

 今、座長のほうから御提案いただきましたので、次回、準備をいたしたいと思います。

つきましては、構成員の皆様方と若干調整をさせていただきたいと思っておりますので、

御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 次回の検討委員会の日時、場所につきましては、追って御連絡させていただきます。 

○前田座長 最後に、第２回の会議開催の終了に際しまして、宮腰光寛少子化担当対策大

臣より御挨拶がございます。 

○宮腰大臣 きょうは、前田座長を初め、委員の皆様方には活発な御議論をいただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 今回は、企業主導型保育と自治体との連携というテーマで、特に自治体の皆さん、関係

する団体の皆さんのヒアリングを行わせていただきまして、大変貴重な御意見を伺わせて

いただきました。ありがとうございます。 

 今回は、既に指導監督や研修などにつきまして積極的な連携ができている福岡市、ある

いは大阪府の事例、これから連携を強化していこうという世田谷区の事例、あるいは提案、

さらには待機児童が余りいない地方部で企業の人材確保策として、また工業団地など、従

来の認可保育所ではなかなか対応しづらかったニーズへの対応としてこの事業を採用して

いる福島県の事例などを拝見いたしました。 

 自治体との連携強化に向けてどうあるべきかという議論も、先生方からもお聞きをいた

しました。ありがとうございます。取りまとめに当たって、しっかりと参考にしていただ

きたいと思っております。 

 また、事務方から今回報告をさせていただきました定員充足に関する調査結果でありま

すけれども、今回の結果を踏まえまして、引き続き、あきが発生している要因について分

析を進めさせていただきまして、この検討委員会での御議論を踏まえ、必要な対応を検討

していきたいと考えております。 

 先週の17日に、私も杉並区にある企業主導型保育施設を視察させていただきました。設
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置企業の方からは、安心して働きたい従業員とすぐれた人材を確保したい会社側の双方に

とってよい成果を生んでいるというお話を伺いました。まさにそのとおりであると拝見を

いたしてまいりました。 

 お子さんを預けていらっしゃる従業員の皆さんからも、子供がそばにいるので安心で、

また仕事と子育ての両立ができてありがたいといったお話がありました。保育士の方々も、

使命感を持って働いておいでになる姿も拝見をさせていただきました。 

 私も、かわいい子供たちをしっかりと抱っこさせていただきました。なかなかいい雰囲

気の企業主導型保育所ではなかったかと思っております。 

 こうした質の高い企業主導型保育事業をこれからも広く展開していくためにも、これま

でのさまざまな御議論を踏まえて、次回以降、年度末をめどの取りまとめに向けて、さら

に議論を深めていきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げて御挨拶

とさせていただきます。ありがとうございます。 

○前田座長 どうもありがとうございました。 

 これにて第２回検討委員会を終了いたします。本日は皆様、御出席まことにありがとう

ございました。 


