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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３回） 

議 事 次 第 

 

 

日 時：平成31年２月25日（月）13:00～15：00 

場 所：中央合同庁舎４号館４階第４特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）ヒアリング 

保育園を考える親の会、ファザーリングジャパン 

（２）取りまとめに向けた議論 

（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３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、お忙しい中、お集まりいただきあり

がとうございます。 

 カメラの方々はこちらで御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が、初めに事務局から連絡事項があるよう

ですので、よろしくお願い申し上げます。 

○西川参事官 これまで宮腰大臣に毎回御出席いただいているところですけれども、今回、

国会の用務がございまして、残念ながら出席はかないませんでした。座長を初め、委員の

皆様方におかれましては、引き続き取りまとめに向けて活発な御議論をお願いしたいとい

う言づてを預かってまいりましたので、御報告申し上げます。 

○前田座長 それでは、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、議事次第に記載されておりますとおり、資料１から５までございます。 

 資料１、保育園を考える親の会提出資料。 

 資料２、ファザーリング・ジャパン提出資料。 

 資料３、独立行政法人福祉医療機構提出資料。 

 資料４、東京都提出資料。 

 資料５、取りまとめ骨子案。 

 参考資料といたしまして、本日、議事の２の「取りまとめに向けた議論」のため、第１

回、第２回の資料及び議事録をファイリングしたものを御用意してございます。 

 漏れなどはございませんでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。本日は、まず議事の１として、保護者団体の方々から御意

見をお聞かせいただきます。 

 初めに、保育園を考える親の会様から、次にファザーリング・ジャパン様から、それぞ

れ10分程度で御説明をいただいた後、委員の皆様からの質疑の時間をそれぞれ10分程度設

けたいと存じます。 

 保育者団体の方からのヒアリングが終わりましたら、次に議事の２といたしまして、「取

りまとめに向けた議論」をしていきたいと考えております。 

 本日、委員の皆様に取りまとめに向けた議論を行っていただくのに際しまして、これま

での議論やヒアリングを踏まえ作成いたしました骨子案を資料５で用意しておりますので、

まずはこれまでの議論のまとめ、資料５の「取りまとめ骨子案」について事務局から説明

していただきます。その後、これまでのさまざまな方々からの御意見などを踏まえ、委員

のほか皆様方で取りまとめに向けた議論をしていただきたいと考えております。これが本

日の流れとなりますので、どうぞ活発な意見交換をしていただきますようお願い申し上げ

ます。 
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 早速、議事１のヒアリングに入りたいと存じますので、保育園を考える親の会、普光院

様には説明者席への御移動をお願いいたします。 

 それでは、普光院様、よろしくお願いします。 

○普光院氏 本日はヒアリングに呼んでいただきまして、ありがとうございます。私は、

保育園を考える親の会という、働く親でつくる市民グループの代表をしております。保育

園を考える親の会は1983年から続いている会ですが、今でも会員は保育園等に子供を通わ

せる保護者が中心となっております。首都圏を中心に400名弱の会員がおります。 

 本日は、利用者の側から見た企業主導型保育事業についての意見を述べさせていただき

ます。 

 私の資料の２こま目になりますけれども、企業主導型保育事業がスタートする2016年６

月に当会が提出した要望のまとめを掲げました。この中には既に実現していただいている

ものもあります。後でゆっくりお目通しいただきたいと思います。 

 次の３こま目に進みたいと思います。まずきょうの話の前提として、子供にとっての保

育がどういうものかということをいま一度思い起こしていただきたいと思います。 

 保育施設は、人格形成期の子供が一日の大半を過ごす施設であり、保育の質の影響は非

常に大きいということです。保育の質というのは、命が守られることだけではありません。

養育者と書いておりますけれども、養育者というのは保護者や保育者のことですが、養育

者のかかわりは、子供のその後の育ちに大きな影響を与えるという実証的な研究が数々発

表されています。次世代を支える子供たちが今現在を幸せで、未来への発達を保障される

ような保育を保障しなければ日本の未来は開けないということを、国策の担当者の皆様に

改めて申し上げたいと思います。 

 ４こま目に移ります。企業主導型の財源が事業主拠出金だから、事業主のために使うも

のだという御意見を言われたことがありました。そうではないだろうということで、2016

年に反論した要望書から引用しております。国、地方、事業主、個人がお金を出し合って、

子供の育つ環境を支える仕組みをつくろうというのが新制度の検討当初からの構想だった

と思います。改めて強調しておきたいと思います。 

 ５こま目に参ります。５こま目が本題でございます。今後、必要と考えることを５つ挙

げております。既にここまでのヒアリングでお聞きになっていることが重複しますので、

濃淡をつけてお話をしたいと思います。 

 １番目に、基礎自治体の関与・連携を強化する必要。２番目に、承認前に事業者の審査

を十分にする必要。３番目に、補助金の使途を開示する必要。この３つについては後ほど

詳しく述べさせていただきます。 

 ４番目に、公正な指導監査の継続・強化をお願いしたいと思います。2016年の当会の要

望を取り入れていただいていると思いますが、引き続き、公正に丁寧に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 加えて、各施設の情報開示も進めていただきたいと思います。現在、民間企業に監査を
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委託されているようですけれども、公正・中立な監査として継続できる仕組みとなってい

るかどうか、さらなる確認をお願いしたいと思います。 

 きょう拝見しました横浜市さんの御意見に、立入調査が重要であるということを書いて

おられますが、私も非常に共感いたします。立入調査に保育の専門家や保育現場の経験の

長い者が同行することが必要だと御指摘になっています。公立保育園の職員の活用なども

重要になってくるのではないかと思います。 

 ５項目目として、今後に向けて理念を再構築することを求めたいと思います。待機児童

対策は認可保育所等を中心に行わねばならないことを、国・自治体ともに再確認していた

だく必要があると思います。また、保育事業者設置型の見直しが必要になっていると思い

ます。 

 ６こま目に参ります。先ほど挙げました１番目の基礎自治体の関与・連携について詳し

く述べます。世田谷区さんからも多数御指摘があったと思いますが、利用者の視点からさ

らに述べさせていただきます。 

 基礎自治体は保育を必要とする子供に保育を提供する、あるいは提供体制を整える義務

があります。認可に入れなかった子供が企業主導型を利用する場合が多いため、基礎自治

体にもその質を担保する責任があると考えます。 

 保護者は保育施設に関する相談・苦情があれば、まず基礎自治体に訴えます。子供の人

権にかかわる事柄もありますので、基礎自治体はしっかり対応し、企業主導型については

児童育成協会と連携していただきたいと思います。親の会には、今も保育施設に関する相

談が数々届いております。子供たちのためにぜひお願いしたいと思います。基礎自治体の

整備計画との関係や、また保育の質を確保するという責任からしても、新設する場合には

基礎自治体の意見を聞くことが妥当だと思います。 

 開設後は、都道府県や児童育成協会の監査に加えて、基礎自治体の巡回相談支援、これ

は国も補助金を出し始めていると思うのですが、この巡回相談支援や、また研修などの支

援も受けられるようにすることも必要だと思います。 

 施設に問題がある場合の指導勧告や承認取り消しなどの手順や権限、さらには関係者と

の連携について明確にしていただきたいと思います。特にそこに通っている子供、家庭が

困らないようにしていただく必要があると思います。 

 国は、以上のようなことが可能になるよう、基礎自治体を支援していただきたいと思い

ます。また、このようなことは幼児教育無償化の自治体支援とも関連するかと思います。 

 ７こま目に参ります。２番目の項目の、承認前に事業者の審査を十分にすることという

ことについて詳しく述べます。 

 私は、複数の自治体の保育事業者選定にかかわってまいりました。もう10年以上になり

ます。その経験から、この図のような構造が見えております。子供が受ける保育の質を確

保するためには、保育士の資質や保育環境が重要であることは言うまでもないのですが、

これを支えるのが事業者であり、この事業者を指導したり、支援することが行政の役割で
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す。 

 場合によっては、行政は質の低い事業者をあらかじめ排除することで、保育の質を守ら

なければならないことがあると思います。企業主導型保育では、補助金目当てだったり、

保育の基本が全くわかっていない事業者の参入が見られている現状は非常に問題だと思い

ます。 

 ８こま目に、私がかかわった保育事業者の審査で見てきたポイントを挙げました。既存

施設や新設計画に関する書類を見たり、既存施設の視察をしたり、また、経営者や施設長

候補者とヒアリングをしたりして判断しております。自治体によって項目は違いますが、

赤い星印は重要と感じていることです。特に公費を子供のために使っているか、施設長や

保育士の人材を確保できるかは重要な視点になります。各項目は細かいですので、後ほど

じっくり見ていただければと思います。 

 多額の公費がおりる事業ですので、入り口のところでそれを投入するだけの適格性を持

った事業者かどうかを見きわめて承認するのは、国民や利用者への責任だと思います。承

認のシステムをしっかりつくり直していただきたいと思います。 

 ９こま目に参ります。補助金の使途を開示する必要があると思います。これは認可にも

言えることですが、公費を継続的に出すのであれば、それが目的どおりに使われているか

どうかチェックするのは、やはり国民や利用者への責任だと思います。公費は子供の処遇

改善のために出されています。子供の処遇を左右する最も大きな要素は保育者です。保育

者の処遇が確保されているかどうかも含め、施設会計を報告・開示することを義務化して

いただきたいと思います。会社全体の会計、つまり営業報告ではなく、施設ごとの会計を

行うことが重要です。報告された施設会計について監査をお願いします。 

 10こま目に参ります。今後に向けての理念の再構築についてです。子ども・子育て支援

新制度は、多様になってしまった保育施設を給付制度の中に一元化することで、量と質を

拡充することを目指したはずです。いま一度、その理念を国と自治体で確認していただき

たいと思います。保護者は認可保育所の充実を求めております。 

 きょうは皆様に御提供するつもりで忘れてきてしまったのですが、当会でまとめており

ます調査、100都市保育力充実度チェックという自治体を対象に行っている調査があるの

ですが、これを見ますと、認可に申請して入れなかった子供の数が待機児童数よりもはる

かに多いことがわかります。待機児童数からは認可外を利用する子供の数などが引かれて

いるからです。認可を希望しながら入れず、企業主導型に行かざるを得なくなった子供を

待機児童から除外するのであれば、認可と同様の質を保障すべきだと考えます。 

 公費から認可保育所並みの補助金を出すのであれば、保育の質も同様にする必要があり

ます。保育士の配置基準もできるだけ早く認可保育所にそろえるべきだと思います。公表

されている監査結果で多く見られた「保育の計画がない」「児童の健康診断が行われてい

ない」などは、認可のレベルから大きく乖離しています。 

 企業主導型のうちで保育事業者設置型の場合は、事業主は法人契約を結ぶだけで何ら責
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任を負わず、責任の所在が曖昧になっていると思います。インターネットで見ると、利用

者に職場の判こを押してきてもらい、それで法人契約をしたことになって、企業主導型と

して保育を行っている施設もあります。 

 最後に、委員の皆さんは御存じでしょうか。この制度がちょうどスタートする直前に、

アルファコーポレーションのキッズスクウエア日本橋室町という保育施設で、賢人君とい

う１歳２カ月のお子さんが亡くなりました。キッズスクウエア日本橋室町は、大手の会社

と法人契約を結び、その従業員のお子さんを預かっていました。そのお子さんは、施設長

の指示のもと、誰もいない部屋にうつぶせ寝で寝かされ、２時間後に心肺停止状態で見つ

かりました。 

 事故後の検証委員会では、施設長の未熟さや乳児保育への無理解など、数多くの問題点

が挙げられました。賢人君がその保育施設に預けられることになったのは、認可保育所に

入れなかったからでした。お母さんが保育園に落ちたことを会社に相談すると、最近、契

約したということでその施設を勧められたそうです。事故が起こった後、お母さんは弁護

士を紹介され、個人で施設と交渉するしかありませんでした。お母さんは今も、賢ちゃん

に会いたいと訴えています。 

 保育事業者型の承認は今後慎重であるべきだと思います。既に承認されている施設で良

質な施設は、支援して認可化することなども必要だと思います。 

 以上です。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、今の普光院様の御説明に関して、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。 

○本地構成員 御説明、どうもありがとうございました。 

 企業主導型事業においても保育の質が重要、これを改めて認識いたしました。ありがと

うございます。 

 御指摘のとおり、質を担保するにあたっては、保育士の配置基準はもとより、自治体と

の連携・強化、情報開示、こういったことで多面的に質を向上させていく、これは非常に

重要だなと私も思っております。 

 一つ御質問ですけれども、御提案の中で施設会計の報告・開示というお話がありました。

開示するということは、当然、行政のみならず保護者の方等も確認することができるよう

になると思うのですけれども、その点につきまして、保護者の方の視点から、会計でこう

いうところが知りたいとか、何かそういったものがあれば、御意見をいただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○普光院氏 まず、施設設備とか職員数、子供の定員など、基本的な情報が一覧できるこ

とが望ましいと思うのですけれども、やはり保護者として気になりますのは職員の状況だ

と思います。 

 人数だけを見ても素人の保護者には何もわからないのですけれども、例えば退職率が異



8 

 

常に高いというのはどうなのだろうということは皆さん思っておられます。それから、研

修体制であるとか、本当は労働条件についても、給与などはプライバシーの関係で公開で

きないと思うのですけれども、例えば平均の勤続年数とか保育経験年数。勤続年数という

のはその法人に勤めた年数ですけれども、保育経験年数というのは保育士になってから現

場に出ている年数ということになるかと思うのですが、そういったものも皆さん知りたい

と思っていると思います。 

 例えば、今、園庭がない保育施設が大変ふえているのですけれども、どこに散歩に行っ

ているのか。実際に私も散歩に行っている公園に行ってみたら、たくさんの保育施設が散

歩に来ていて、とても遊べる状態ではなかったみたいなものも見たことがあるのですけれ

ども、そういう園庭がわりにしている代替公園なんかも書いておいていただければ、保護

者は見に行くことができます。 

 職員の状況、設備、施設の状況、日々の保育のそういった基本的な内容ですね。夏の水

遊びなんかも実は子供にとっては非常に重要なプログラムですが、そういうのを一体どこ

でやっているのだろうとか、そういうことがあると思います。 

 皆さん、基準については御理解されているのですが、職員の人数だけではなかなか難し

くて、つまりそこに基準の保育士定数、これは有資格者でなければならないわけですけれ

ども、それが子供何人に対して何人いて、さらにそこに資格を問わない補助の人数がどれ

ぐらいいるのか、これも実は保育の質にとっては重要なことなのですけれども、そんなこ

とも保護者から見てもわかりやすくなっていると望ましいと思います。 

 それから、給食です。調理委託と自分のところの職員で調理させるところとあると思い

ますけれども、そんな事業内容も、調理委託をしているのだったらどこの会社が請け負っ

ているのかみたいなことも明らかになっていたほうがいいと思います。恐らく介護施設な

どではなっているのではないかと思われるわけです。 

 今、思いつく限りではそんなところかなと思います。 

○本地構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○普光院氏 それで、先ほどの情報開示ですけれども、子ども・子育て支援法には開示す

ることがもう少し緩い項目で、これこれの各施設の情報を自治体は情報公開しなさいとい

うふうに書かれているのですけれども、私が調べましたところ、ほとんどの自治体で情報

公開されておりません。だから、認可も含めて、情報公開が非常に脆弱になっていると感

じているところです。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 普光院様、どうもありがとうございました。保育園を考える親の会の普光院様におかれ

ましては、ここで御退席いただきます。 

 普光院様、本当にお忙しい中を御対応くださり、どうもありがとうございました。 

（普光院氏退室） 
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○前田座長 続きまして、ファザーリング・ジャパン、高祖理事様から御説明をお願いい

たします。どうぞ説明者席にお座りください。 

（高祖氏入室） 

○前田座長 それでは、よろしくお願い申し上げます。 

○高祖氏 よろしくお願いいたします。NPO法人ファザーリング・ジャパンの理事をしてお

ります高祖と申します。よろしくお願いいたします。 

 ファザーリング・ジャパンは、創設して13年くらいになります。パパたちが中心ですが、

全体の中でママたちも５％ぐらい含まれているというような団体です。日本全国に会員が

おり、会員数は300～400名くらいで推移しております。 

 今回、貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。とりあえず実

態というか、会員の生の声を集めてみました。見づらいかもしれませんが、なるべくその

ままの声を知っていただく機会にもなればと思いまして、配布資料に張りつけさせていた

だきました。資料の２のところに書いてあります。 

 今回は、太字を中心に少しずつ補足させていただきながらお話をさせていただきたいと

思っております。 

 企業主導型保育というところでは、まだまだ会員の利用が少ないので、利用者側のコメ

ントは少ない感じではありました。逆に、後半でお伝えしますが、会員の中で、パパの立

場でもありながら運営者側でもある方のコメントもありました。ということで、利用者側

と運営者側の２つの角度からお伝えできればと思っております。 

 整理し切れなくて申しわけありませんが、ランダムな感じでお伝えさせていただきます。

企業主導型保育の＜良かった点＞は、最初のところに書かれれていますが、授乳などがあ

る低年齢児も、保育所と勤務先が近いととても利用しやすいというところです。急な発熱

や病気などによるお迎えもしやすいということもあります。 

 その次に書かれているところも、送り迎えなどの時間が短縮できるということで、地域

の中の遠い保育園に通わせるよりは、職場と近いため、時間が短縮できて、親にとっては

子供との時間を捻出できるというところも利点かなと思います。 

 その下のところですが、「通勤は大変だが」というようなコメントにもありますが、企

業内ということによって送迎の時間は短縮できるのですが、やはり通勤ラッシュ時を避け

るなど企業側の配慮や時間調整はとても必要かと思います。 

 その下のところ、同じ職場のお子さんも一緒なので、職場での理解と、子供を通したコ

ミュニケーションは割と進みやすいのかなと、よい印象であります。 

 あとは、企業の中の保育園ということで、公的なところだとなかなか急なお願いや変更

はしにくいところですが、急な仕事が入ったときに、「今日は急な残業で」と伝えて少し

保育時間を延長していただけるなど、速やかに対応してもらえたという利点もありました。 

 保護者側の＜良かった点＞の一番下ですが、日曜、祝日にも預かってもらえるとか、給

食の提供もあるので助かるというようなコメントもあります。ただし、ここはちょっと裏
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返して考えてみると、個別の働き方に合わせて保育時間をアレンジしやすい反面、保育の

長時間化にならないかという視点は、持つべきだと思います。企業側もそうですし、保育

所側もそうですし、親も気軽に預けられるからということで、保育時間が長時間化になる

というところは避けていかなければならないのではないかと思っております。 

 ＜困った点＞、ここが具体的に１つだけ出てきておりました。最初は、企業主導型保育

で地域に開いて募集するというようなことで応募したにもかかわらず、途中から、希望者

は自分の父か母が勤める企業と提携を結んでくれということに急に変わったということが

あり、戸惑ったという意見がありました。 

 このコメントを出してくださった方は、公的なところに入所申請を出していて、企業主

導型保育園にも同時に希望を出していたそうです。何とか公的な保育園に入れたので、契

約を結ぶことにはならなかったそうですが、やはり「企業同士の契約を結ばなければいけ

ない」と急に言われると、一従業員がそれを会社にお願いするのはかなりハードルが高く

なります。企業側も企業主導型保育事業者も混乱している部分もあろうかと思いますが、

このような対応は、やはり地域枠なら地域枠として使いやすいような利用法をぜひ考えて、

押さえていただければと思っております。 

 次に運営側についてです。＜良かった点＞では、企業と保育が一体となるということで、

保育事業者が企業側と一緒に行事を考えたり、１年間のスケジュールを考えたりして、割

とオリジナリティーのあるような保育の計画を立てることもできるということがいいので

はないかということです。 

 あと、ほぼ従業員枠であれば、いろいろな行事やお知らせなどを、企業にも保護者にも

一斉に情報提供できるということも、とてもよかったということで挙がってきております。 

 ＜困っている・検討が必要＞という点ですが、周知・広報というところが一番大きくた

くさん挙げられておりました。まだ、企業主導型保育事業ということを知られていなかっ

たり、あとは２つ目の黒字部分でもありますけれども、役所のほうでもPRに協力してくれ

ていないわけではないと思いますが、募集の告知や、企業主導型保育事業がどのようなも

のかなど、一般の人に伝わりづらい感じもあると思いました。行政からのあまり紹介され

ていないので、企業型でせっかく地域に開いているにもかかわらず、園児確保が困難にな

っているという話も聞いております。 

 行政とのつながりというところで、企業主導型なので企業寄りの意見ではありますが、

周知や運営、また全体の質の向上というところで、自治体の方々とかなり連携をさせてい

ただけるような仕組みづくり、企業は企業でやってくださいみたいな感じにならないよう

な視点をぜひ持っていただけるといいのではないかと思います。 

 次の［保育環境］のところで３つ目、企業の中ということでビル内に設置するケースが

多く、階数が高いところの設置も多い。17階、25階というところもあるというところで、

乳児にしても外遊びだったり、外気に触れるとか、そういう工夫もとても必要だと思いま

す。あとは黒字で書きましたけれども、子供の成長のためには園庭などの環境も含め、３
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歳以上は認可園を過ごすことが好ましいのではないかというような意見も出ております。 

 今、小規模保育も自分の園の園庭を持たないところも少なからずあったりしますが、子

供の育ちというところで、環境面の確保だったり、やはり余り高い階に保育園を設置する

のは子どもの成長発達や防災などの面でどうだろうかという心配もあります。 

 あるいは、［保育環境］の一番下ですが。階段などの環境が保育園用に作られていない

ので、スロープの不足や階段の段差なども子供の高さに合っていないケースもあります。

これは事故にもつながりかねないところであると思います。園庭やプールなどがなくて、

伸び伸びと遊べる環境の整備がちょっと難しいという保育園の場合は、企業内につくる利

点の逆側の考え方になるとも思いますが、どちらかの施設と連携する、あるいは近くの公

園を利用するなど、環境の工夫、子供の過ごす環境としての外遊びとか体遊びのようなと

ころの最低限の確保。これは行政が抑えるべきところかもしれませんが、その辺の視点も

持っていただけたらと思っております。 

 その次、［保育士・研修］です。企業のニーズによって保育士の確保が難しい場合もあ

るということ。企業主導型なので、企業の働き方に合わせた時間帯の開園ということにな

ると、子供の人数は少ないけれども、早目に園をあけなければいけない、保育士を確保し

なければいけないということもあり、保育士数や事務員数の確保がとても難しくなってい

るような園もあるということです。 

 研修につきまして、これは当方でちゃんと調べ切れていませんが、認可外の保育士はNG

のもの、認可園の保育士向け研修には、認可外とか企業主導型保育の保育士さんが参加し

づらいような状況になっているというコメントもありました。 

 企業主導型で研修を行ってほしいということも書いてありますが、そういう方法も必要

かなとも思いますが、基本的には一般の保育士研修へ企業主導型保育所の保育士も参加で

きるようにするなどは、すごく必要なのではと思います。そこは、子供を保育するに当た

って保育士さんのスキルアップは、とても重要なことだと思います。 

 最後、［運営など］のところです。認可などに比べて補助金の仕組みがはっきりしない

ということで、保育士への補助金におついでなど、発表がちょっと遅く、運営側としては

そこが困りましたというコメントがありました。助成金の入金が遅かった。資金計画が立

てづらい。問い合わせの電話がなかなかつながらなかったなど、その辺の対応ももうちょ

っと充実していただければということでした。 

 経営リスクが少なからずあったり、助成スケジュールなどについて、知識が余りないと

ころが参入していらっしゃるようなケースも少なからず見られるというところがあると思

います。 

 保育の質の確保というのは、企業主導型に限らず、子供が育つ場ということで、人員や

面積・環境の充実とともに、ソフト面、保育スキルなどの向上はぜひ保護者としても目指

していただきたいと思っております。 

 認可外とか小規模園については、保育事故も認可に比べて少し多い傾向だという情報も
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聞きました。認可外だから、企業主導型だからちょっと保育事故が多めであるというよう

なことにならないように、ぜひ安全な保育環境作りに取り組んでいただければと思ってお

ります。 

 そして、いい情報も悪い情報も、園の情報開示をしていただいたり、保護者への見学な

ど、なるべく園を開いていただいて、保護者が自分の目で比べて選べる、子供にとってど

うなのか、家族にとってどうなのかというところで選べるような工夫をぜひしていただけ

ればと思っております。 

 以上です。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、ただいまの御説明に関しまして、10分ほどでございますが、委員の皆様から

何か御質問がございましたらお願い申し上げます。 

○吉田構成員 御説明、いろいろありがとうございました。私も認可保育園を経営してい

る者でございまして、先ほどの普光院様の話といい、高祖様の話といい、すごく参考にな

りました。本当にありがとうございました。 

 １点だけお聞きしたいのですけれども、男性の育児の参加とか保育に対する参加という

のが、もし数字とかで、高祖様が始めたときに比べてこれぐらい意識が上がったとか、数

字がなければ実感でも構わないのですけれども、男性の育児に対する思いがふえたみたい

な、具体的なことがあれば教えていただきたいのですけれども。 

○高祖氏 ありがとうございます。 

 育休取得率は２％から５％に上がった程度ですけれども。ファザーリング・ジャパンの

立ち上げメンバーなのですが、団体がスタートしたときは本当にパパの子育てというのは

なかなか広がっていなかった部分はあります。今は保育園の迎えはまだママのほうが多い

ような気がしますが、送りに行くパパもふえておりますし、企業主導型保育というところ

で、パパが働いている企業に保育所があって、パパが子供を一緒に連れていくというよう

な選択肢もふえてくるといいのではないかと思います。 

 逆に言えば、保育と働くところが近くなっていくことによって、（こちらの検討委員会

のテーマではないかもしれませんが）長時間労働の削減につながればと思います。さっき

紹介したコメントにもありましたが、急な残業にも対応してくれて助かるというふうにな

らないように、きっちり時間に帰るために、親も時間に帰れるようにする、そういうよう

な意識を持っていただくのは必要かなと思います。 

 あとは、企業主導型保育に限らずですが、保育園選びなどはお母さんのほうが一生懸命

探して、手続もしてという感じがありますが、保育園へのお迎えが間に合わないときにフ

ァミリーサポートの手配をするなど、そういうようなところでお父さんも一緒に子育ての

サポートの調整をしたり、依頼をしたり、保育園選びにもお母さんと一緒に実際に足を運

ぶなど、そのような場面はかなりふえてきたように思います。 

 以上です。 
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○前田座長 ありがとうございました。 

 ほかに何か御質問はございますでしょうか。 

○本地構成員 御説明ありがとうございました。これは質問というよりは意見ですけれど

も、これまでの意見交換では、どちらというと課題についての論点が非常に多かったと思

います。しかし、今回、企業主導型の利用者の方のよかった点をお伺いできて、これは非

常に参考になりました。 

 企業主導型なら企業主導型ならではの特徴があると思いますので、今後検討していくに

あたっては、企業の多様な働き方に対応できるというところが企業主導型の特徴だと思い

ますので、その点の意義を十分に踏まえて議論していくほうがいいのかなということを改

めて感じました。 

○前田座長 ありがとうございます。 

○高祖氏 では、一言だけ。ありがとうございます。 

 やはり選択肢の一つとして選べるというのは、保護者にとってもすごくいいことだなと

思います。いろいろな問題もありますが、そこはきちんとクリアしていただきながら、利

点も割とあるのかなという思いもしておりま。これからもぜひ充実した議論をしていただ

けたらと思っております。 

○前田座長 ほかにいかがですか。どうぞ。 

○日本商工会議所 御説明ありがとうございました。 

 感想なのですけれども、今し方、企業主導型ならではというようなことがありまして、

先ほどの御説明の中でも職場の理解が得やすいとか、あとは長時間労働にもちろん気をつ

けなければいけない点こそあるのですが、急な残業への対応がすごくしやすいとか、多様

な働き方への対応といった面でも企業主導型はすごく意義があるというようなことがござ

いました。 

 まさにそういった面は大事だと思いますし、こういったことをぜひ内閣府さんも幅広く

周知をしていただくことが大事なのではないかと思います。 

 周知も、父母の方もそうなのですけれども、拠出金の出し手である企業に対しても、企

業主導型が果たしている意義というものを幅広く周知、理解を促進していくということも

非常に大事なのではないかと感じた次第であります。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに皆さん、いかがですか。よろしいですか。 

 それでは、高祖様におかれましてはありがとうございました。ここで御退席いただきま

す。お忙しい中を御対応いただき、ありがとうございました。 

（高祖氏退室） 

○前田座長 保護者団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、本日は本地構成員と多田構成員から資料の提出をいただいておりますので、

お二方からそれぞれ簡単に御説明をいただければと思います。 
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 初めに、独立行政法人福祉医療機構様から、５分ほどで御説明をお願い申し上げます。 

○本地構成員 私のほうから資料３「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムについ

て」を使いまして、説明いたします。 

 現在、私が所属しております福祉医療機構においては、この電子開示システムを用意し

ておりまして、簡単に言うと、これで社会福祉法人の決算情報とかそういったものを世の

中に公表しているところでございます。 

 ２ページをおめくりいただきまして、概要ということで、仕組みについてこの絵を用い

て少し御説明させていただきます。 

 この仕組み自体は平成29年６月より本格稼働ということです。したがいまして平成28年

度分、平成29年度分の２カ年分の決算書を電子で公開しているのが現状でございます。約

２万弱の社会福祉法人、ほぼ全ての社会福祉法人が公開をされています。 

 では、どのような仕組みで公開をしているかということですけれども、まず社会福祉法

人が所定の様式、これはエクセルで配布をしております。これをインターネットからダウ

ンロードしていただきまして、そちらに決算関係の書類と、現況報告書と申しまして概要

ですね、役員の方が何人いるか、どういう事業をやっているか、職員はどれぐらいいるか、

そういったことを書いたシートをエクセルで作成し、それをアップロードする。 

 アップロードすると、所轄庁にそのデータが行きまして、そちらで確認をします。当然

誤りがあるケース等もございますので、それをチェックし、やりとりします。承認が終わ

りましたら、そのデータは都道府県に参りまして、都道府県から国、我々が持っている福

祉医療機構のワムネットというところの基盤に入り、それをホームページ上で公表すると

いうことになっております。 

 どのように公表されているかというのが４ページ以降になります。３ページは根拠法令

等ですので、御確認をしておいてください。 

 ４ページ目です。ワムネットというのは、グーグルで検索いただければすぐにヒットす

るかと思うのですけれども、トップページの左下に「社会福祉法人の現況報告等情報検索」

というバナーがあります。ここを押していただくと、都道府県で探すのもよし、法人さん

の名前で探すのもよし、何をやっているかで探すのかもよし、そういった形で検索ができ

るようになっております。 

 実際に都道府県から検索したらどうなるかというのが５ページ目になります。例えば東

京都であれば、東京都のアイコンを押します。すると、何々区というのが出てきますので、

そちらを押していただいて検索をすると６ページのようになりまして、もし保護者の方が

活用されるのであれば、御自身のエリアに近いところが地図で表示されます。それをクリ

ックすると、６ページの右のような画面、法人詳細情報というのが出てきまして、何々法

人さんのこういった施設ということがでてきます。そして、現況報告等のダウンロードと

いうのが③、真ん中にありますけれども、こちらを押していただくと、いろいろな計算書

類が実際にダウンロードできて、見ることができる仕組みです。 
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 ７ページが実際のイメージです。これは社会福祉法人の仕組みですので、会計基準が統

一されているので、比較的公表しやすいということになっております。こちらは貸借対照

表を例にしておりますけれども、それ以外にもPL、損益計算書のようなものもダウンロー

ドできるようになっております。 

 ８ページ目ですけれども、全体の分布もわかります。例えば北海道で社会福祉法人さん

が何件ありますとか、それ以外にも、経常増減差額率などはどのような分布になっている

かとか、そういったものが幾つか確認できるようになっております。 

 以上、簡単に説明いたしました。最後に９ページ、財務諸表等開示の意義というか、効

果を少し整理しております。 

 主に３つあると思っていまして、便益を受ける方、国民、行政、経営者みずからに対す

る効果となっていると思っています。 

 国民・保護者の方は、利用先の情報を把握できるということ、利用したい施設・事業を

選ぼうかなというときに、こちらを見て確認して選ぶことができるということです。 

 一方で、行政さんはこれによって何が得られるかというと、監査指導等を行う際に、当

然、財務諸表等が開示されていますから、そこの内容が比較可能ということですし、一方

で、データはそろっておりますので、データを分析することで当該地区の業績がわかって、

それをどうフィードバックするかというふうに、政策に生かすこともできるというところ

でございます。 

 一方で、経営者の方は、みずからの財務諸表は当然御存じなのでしょうけれども、ほか

の法人さんの財務諸表等と比較することで、経営のどこがいいのか悪いのかを確認するこ

とができますし、一方で開示をするということはいわゆる規律付けがされるわけです。う

そを公表してはいけないということで、ガバナンスの強化に資するわけです。主に３つの

視点からの効果があるのかなと思っております。 

 簡単ですけれども、以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、多田構成員から東京都の取り組みについて御説明をお願い申し上げます。 

○多田構成員 私のほうから、「東京都の保育施策について」ということで、資料４とな

ります。保育士等キャリアアップ補助の事業概要と主な補助条件について御説明させてい

ただきます。 

 ２ページ目をごらんいただけますでしょうか。キャリアアップ補助というものは何かと

いいますと、「目的」に記載のとおり、保育士等のキャリアアップに取り組む事業者を支

援することで、保育士の確保・定着を図り、保育サービスの向上を図るということですけ

れども、キャリアパスの要件を満たす事業者に対して、処遇改善に要する人件費を補助す

るというものです。キャリアパス要件というものは、給付費の処遇改善等加算Ⅰの要件を

横引いて設定しております。 

 処遇改善のイメージですけれども、右下のところを見ていただきますと、平成24年以降、
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国と合わせてさまざまな処遇改善等を行ってきておりますけれども、まず、平成27年に２

万3000円ほどの処遇改善をこのキャリアアップ補助で行うとともに、29年度はさらに拡充

いたしまして、２万3000円プラス２万1000円、モデルケースですけれども、合計で４万4000

円のキャリアアップ補助というものを行っているものでございます。 

 この事業ですけれども、３ページ目をごらんいただけますでしょうか。補助条件が幾つ

かあるわけですけれども、補助金の透明性の確保という観点で、公表関係の要件を設定し

ております。 

 １番目のキャリアパス要件につきましては、これは処遇改善等加算Ⅰのキャリアアップ

の要件です。具体的には職位、職責、職務内容に応じて勤務条件を定めることとともに、

それに合わせた賃金体系を設定していくというものでございます。これにつきまして、も

し適合しない場合は補助対象としないというものですし、その下に書いています第三者評

価ですとか財務諸表等の公表につきましても要件として定めまして、減額とか、交付対象

にしないというものにしています。 

 ③の財務情報等の公表ですけれども、条件としては、利用者及び施設の全ての職員に対

し、わかりやすい方法により公表ということで、これはどちらかというと、広く公に公表

するというよりは内部的な公表でして、利用者、つまり保護者とか職員向けに公表してく

ださいというものです。 

 次に４番目の補助条件になりますけれども、情報公開等の取り組みに係る要件というこ

とで、先ほどのイメージ図で御説明しましたとおり、29年度のところでキャリアアップの

補助を倍増のような形にしております。そのときに、拡充に合わせて、新たに29年度に要

件として設定したものでございます。 

 内容といたしましては、財務諸表等のホームページの情報公開ということで、東京都の

ホームページで公開するということ。同じくモデル賃金等についても公表、公開するとい

うものです。さらに、処遇改善の対象も、常勤職員に加えて非常勤職員も賃金改善を行っ

てくださいというものとしています。これに適合しない場合は交付額を２分の１に減額さ

せていただくというような補助の条件を設定しています。 

 この公表等の目的というか、効果にもなるのでしょうけれども、施設運営の収支等を明

らかにすることにより運営の透明性が確保されるということもあります。あと、モデル賃

金等の公表ですけれども、キャリアアップの仕組みが構築されていることの情報公開を推

進ということで、キャリアアップの仕組みが明らかになるということは、職員の働く意欲

といったところにも影響してくるという効果があると思っています。 

 続いて、具体的にどのような形で公表するかというものが次の４ページとなります。左

側が【財務情報等の公表】、右側が【モデル賃金等の公表】になります。 

 左側の【財務情報等の公表】ですけれども、いわゆる社会福祉法人会計基準等の勘定科

目とほぼ同じような形で財務情報を公表するとともに、真ん中の下のところ、各施設のデ

ータということで、保育従事職員の数とか職員の平均経験年数、人件費支出を捉えて、人
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件費の割合とか、そういったところも集計して公表するということとしております。 

 右側の【モデル賃金等の公表】ですけれども、施設における保育士のモデル賃金という

ことで、どういったものを公表するかは任意にしているのですけれども、採用時の賃金、

５年後の賃金とか、施設長になったときはどのような状況になっているかとか、そういっ

たところを公表するというふうにしております。 

 これを右下の「とうきょう子供・子育て施設ポータル」、ここの「こぽる」で公表を今

年度中に予定しているという状況になります。 

 先ほど親の会の方から、特定教育・保育施設等の公表ができていない自治体があるので

はないかというようなお話でしたけれども、「こぽる」では、各施設の職員配置の状況、

設備の状況、保育施設の面積等の情報についてもあわせて公表しているというような状況

でございます。 

 私のほうからの説明は以上となります。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 ただいまのお二方の御説明に関して、構成員の皆様から何か御質問がございましたらお

願い申し上げます。 

○嶋方構成員 御説明ありがとうございました。 

 多田さんにちょっと御質問ですけれども、配付いただきました資料の最後のページで、

「主な補助条件」のところですけれども、実際にこの資料の提出を求めるとなったときに

と、社会福祉法人さんとかですと問題なく提出いただけると思うのですけれども、株式会

社とかで、収入・支出、キャッシュフロー計算書をつくっていないような会社さんで、つ

くり方がわからないとか、そういう問題は今まで特に出ていないでしょうか。 

○多田構成員 おっしゃるとおりですけれども、今のところ、作成の過程でいろいろ御質

問があったというのは聞いているのですけれども、大きな問題になったというものは聞い

ておりません。 

○嶋方構成員 ありがとうございました。 

○前田座長 ほかに何かございますか。 

 どうぞ。 

○西川参事官 認可保育所や認定こども園の場合、調理業務を委託したり、経理業務を委

託したりということがありますが、保育業務の委託はありません。企業主導型保育事業の

場合、設置者が病院やメーカーだったりで、保育業務を委託することもあります。東京都

のキャリアアップ補助は企業主導型保育事業も補助の対象になっていますが、財務諸表の

公表というとき、支出欄のところで、業務委託費に費用が全部計上されるのでしょうか。

人件費とか事業費といった内訳は空欄になるのならば、工夫が要るのかと。ディスクロー

ジャーといっても、見えにくいというところはあると思いました。 

○前田座長 実際に今、東京都さんは企業主導型の地域枠にはキャリアアップ補助をなさ

っているわけですけれども、保育事業委託型の場合の公表情報はされているのですか。今、
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西川参事官がおっしゃったように。 

○多田構成員 地域枠でキャリアアップ補助を出している施設数が非常に少ないのです。

片手が余るぐらいの量ですので。 

 それで、基本的には運営を委託している場合、委託料として計上するのではなく、委託

している事業者に内訳を確認して記載していただくようにお願いしております。 

○前田座長 これだけ企業主導型が多い東京都でこの補助金をもらうところが少ないとい

うところは、そういう制度があるということをわかっていないのか、それとも財務情報の

公表や、補助金のハードルが高いからでしょうか。企業枠と地域枠が混在していることも

ありますか。 

○多田構成員 結論から言うと、補助条件ではなく、どちらかというと、この補助が区市

町村経由で施設にお金が行くようになっているのですけれども、区市町村のほうで補助を

出す、出さないというところがまず一つの政策判断であるということです。 

 現状としては、区市町村と企業主導型保育事業の関係性が十分ではないといいますか、

ある意味疎遠だということなのですけれども、それはもともとの企業主導型保育事業のス

キームにもよると思うのですが、自治体等が余り関与できなくて設置・運営できるという

ところから来ていると思うのです。そういうことで、まだ関係づくりができていないこと

から補助していないということで、これは今後、改善していくものだと思っております。 

○前田座長 ありがとうございます。司会者がいろいろ聞きまして済みません。 

 皆さん、ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 また皆さんと意見交換の時間がございますので、財務監査などのテーマもございますの

で、そのときにまた気づかれたら御質問をお願いできればと思います。 

 また、本日は参考資料といたしまして、奈良県、横浜市、兵庫県から意見書が出ており

ます。お手元にお配りしておりますので、事務局のほうから自治体から提出のあった資料

について御説明をお願いできますでしょうか。 

○西川参事官 参考資料１－１、１－２、１－３ですけれども、３県から届いております。 

 まず、奈良県の資料です。奈良県のほうでは補助事業として、月３万円ぐらいの保育料

企業のほうで減免した場合に、２分の１を県単補助で補填するという事業です。 

 狙いは、いろいろ書かれていますけれども、例えば奈良県は女性の就業率が低いので、

③で就業の促進とか、県内への工場立地促進という、産業政策的な観点です。 

 後で説明する兵庫県は、従業員枠のお子さんではなくて、逆に地域枠のお子さんのほう

に着目していて、考え方が違うわけですが、要するに各会社の福利厚生費を県で補填して

いる、そんなような形になります。 

 それから、参考資料１－２、横浜市からの提案・要望です。地域の保育ニーズに沿った

地域枠が設定されなければ、地域枠の定員割れが起きてしまうので、地域の保育ニーズに

ついては自治体に事前相談を行う必要があるのではないかということです。 

 それから、事業の継続性について審査をしっかり強化して、書面審査だけではなくて、
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必要に応じて対面審査も必要ではないかという御提言です。 

立入調査の質の向上ということで、自治体のほうも立入調査をやっている。児童福祉法に

基づく認可外保育施設としての立入調査結果については、児童育成協会のほうに提供する。

逆もあるのだろうと思いますけれども、そのようなことをしながら、お互いに情報を共有

していく必要があるのではないかということです。 

 第３段落のところを見ていただきますと、「その際に、認可外指導監督基準等の細かな

部分の解釈等において、児童育成協会と横浜市との間で差異が生じているため」というこ

とで、それぞれすり合わせを行う必要があるということで、恐らく各園のほうにしてみる

と、いろいろな人が来て違うことを言って帰るということで混乱があるので、そこは統一

的な方針で行う必要があるという御提言であります。 

３番目ということで、急な閉園ということで、先ほどの横浜市栄区の例もあったわけです

けれども、速やかに対応ができるような体制づくりが必要ということで、世田谷区からも、

国、児童育成協会、東京都、世田谷区、そういったところの役割分担、マニュアルづくり

みたいなことは必要ではないかという御提言をいただいてございますけれども、似たよう

な受け入れ先の確保、調整につきましての役割分担を平時から決めておく必要があるので

はないかというような御提案です。 

 １－３ということで、今度は兵庫県の資料であります。31年度の新規事業ということで

打ち出されております。 

今度は地域枠を設けるということで、従業員枠ではなくて、地域枠を設けるような園に対

しまして、備品代ということで少し補助制度を設けるということです。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 それでは、議事の２、「取りまとめに向けた議論」に移らせていただきます。これまで

の議論やヒアリングなどを踏まえ、骨子案を作成いたしておりますので、まず事務局から

簡単に御説明をお願い申し上げます。 

○西川参事官 資料５「検討委員会取りまとめの骨子案」ということで、昨年の12月にこ

の委員会が立ち上がるに際しまして、年度内に取りまとめるよう話がございましたので、

これまでの意見交換だったり、ヒアリング、提出資料も拝見した上で、骨子案をつくった

ものです。 

 １番、企業主導型保育事業の（１）、創設の意義ということで３点。１つ目は、待機児

童対策への貢献、２つ目は企業の多様な働き方への対応、特に夜間・早朝・休日、さらに

はパートとか短時間勤務の正社員、そういったところも対応したらどうかと。３番目に、

企業の自主性に配慮をする。財源は、御案内のとおり、税金ではなくて、全額事業主の拠

出金であるというようなところもございます。 

 （２）で、この制度は平成28年４月からスタートした制度ですけれども、制度創設の少

し前のころから振り返って、毎年毎年どういうような制度の創設から、運営、あるいは見

直し、量的な整備につきましては、当初５万人というところから、途中からまた６万人に
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ふえたりしてございますけれども、そういったような経過を記載してございます。ここは

簡単にということです。 

 企業主導型保育事業の課題ということで、この点はこの委員会立ち上げのときに、国会

とかマスコミ等々での指摘を踏まえた点を１枚ペーパーということで御用意してございま

すけれども、その後のヒアリングとか、いろいろな指摘のところも加えて課題として整理

してございます。 

 事業創設から３年目を迎えて、サービスの質、事業の継続性、実施体制の確保、自治体

との連携といった点で課題が生じているということで、この矢印のとおり、記載してござ

います。 

 ３番目で、こういった課題に対応する形で、今後のあるべき方向性ということで、この

報告書の一番の肝になる部分ですけれども、整理してございます。 

 まず、各論に入る前に、（１）基本的な考え方ということで、先ほどのファザーリング・

ジャパンの高祖様からのお話がございましたけれども、まず事業の意義に沿ってしっかり

推進していくということです。 

 次に課題への対応ということで、質の確保、継続性・安定性の確保、情報公開と透明性

の確保、国と実施機関との役割分担、自治体との適切な連携、そういった方向がこの基本

的な考え方かなということです。 

 （２）以下、具体的な方向性ということで業務ごとにと項目を整理して確認しておりま

す。（２）が、新設するに際して審査基準がどうあるべきなのか、そして運営基準はどう

あるべきなのかということでして、外部の専門家による審査委員会がもう30年度から立ち

上がってございますけれども、体制を強化していく。 

 それから、保育事業者型の新設。これは普光院様の話であったり、世田谷区からのお話

もございました。こういった新設は、事業の実績（５年以上）のある者ということで世田

谷区さんからの話もございました。こういったことも参考にしながら、事業実績のある者

に限るということ。 

 それから、単独設置型、共同設置型の設置者が保育事業者へ委託する場合も、同様に実

績のある者に限る。それから、保育事業者型については、定員20名以上の施設は保育士割

合を75％以上ということで、現在50％以上のところを引き上げるということで、しかし、

既存の施設につきましては急になかなかできないということもあろうかと思いますので、

一定の経過措置が必要だろうと。それから、書面審査だけではなくて、必要に応じてヒア

リング、現地調査。先ほどの横浜市さんの御意見にもございました。 

 従業員枠につきましては、申請に際して企業の確実な利用見込みが必要であろうと。そ

して、財務、労務の審査、監査の充実。 

 その次のポツとしては、審査のやり方としては、まず第１段階としては事業者の財務面

などの適格性を審査して、それをクリアした場合に、次にハード面、事業面を審査してい

く。それから、例えば二方向避難とか、そういったハード面についての自治体による確認、
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それから自治体のほうで把握されている地域の保育需給状況は審査に反映していくべきだ

ということで、先ほどの横浜市さんの御意見にもあったとおりです。 

 それから、施設整備費の助成基準の適正化、継続的に事業を実施されている事業者に対

する手続の簡素化の検討、やむを得ず事業譲渡する場合の審査手続の明確化というところ

です。 

 次に、（３）が施設を開設した後の指導監査ということで、財務、労務の審査、監査の

充実。 

 それから、次のところですけれども、企業主導型保育事業というのは地域的に北海道か

ら沖縄まで幅広く立地している。それから、審査業務も非常に幅広うございます。ですの

で、地域ブロック別、業務別の指導監査体制を整備してはどうかということです。 

 それから、基本は年に１回ということで監査をしてございますけれども、その監査の後

のフォローアップもしっかり充実していく。必要な場合には国による直接の指導監査。そ

れから、実施機関と自治体による指導監査、研修の合同実施、監査結果の共有。これも先

ほど横浜市さんからの御提言にあったとおりです。指導監査業務の中立性・専門性の確保、

これは言うまでもないことです。 

 （４）相談支援ということで、ノウハウが蓄積されていないような事業者が現実に存在

するということも受けまして、実施機関、現在であれば児童育成協会ですけれども、実施

機関が行う相談支援をもう少し充実してはどうかと。それから、実施機関が経済団体や自

治体とも連携しながら、空きのある施設、空きのある園と保育ニーズがある企業をマッチ

ングさせる。それから、実施機関と自治体による巡回相談を合同で実施していくというよ

うなことです。 

 （５）情報公開ということで、現在、指導監査結果は公表していることですけれども、

加えて財務諸表を公表していくということです。 

 次のページは、施設ごとの定員充足率の公表。取り消し、休止施設の情報の速やかな公

表。それから、今後はということで、新設申請をされて、残念ながら採択されないという

園も現実にございましたものですから、そういった園に対しまして審査結果の詳細を事業

者にお知らせをしていく。 

 （６）が自治体との連携ということで、地域枠の設定と。先ほど横浜市にございました。

地域枠を設定する場合は、とりわけ市町村との調整が必要だろうということです。 

 それから、世田谷区さんからも御要望がございましたけれども、各施設から地元の自治

体へ、定員とか利用状況、従業者の数、そういったことの定期報告。 

 次が、実施機関と経済団体・自治体による相談窓口の整備。兵庫県さんの場合は、自治

体みずからが整備されるということでございました。 

 それから、実施機関と自治体による緊急時の対応マニュアルの整備。それから、関係者

間で意見交換をしていく。関係者間も、自治体によって考え方が違ったり、あるいは今ま

で自治体の関与がないということでまいったところですので、考え方もこれから少しすり
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合わせていかないといけないので、意見交換をしていってはどうかということです。 

 （７）ということで、実施体制ということになります。国としては、審査基準、指導監

査基準、情報公開基準といった基本的なルールは国の責任でしっかり設定し、公表してい

く。そして、国の委託を受ける形の実施機関のほうでは、今までるる申し上げました（２）

から（６）の各事項についての実施あるいは連携が可能となるように、中立性・専門性と

いったものをもって、審査、資金助成、指導監査、あるいは相談助言等々の実務を担当し

ていくということ。 

 それから、実施機関につきましては、外部の業績評価をしっかり行うということを前提

にしながら、安定的に体制整備ができるよう、複数年の事業実施を可能にしていくという

ことです。 

 最後に、４番ということで、ここまでの、特に（７）の実施体制の議論を受け、次回の

委員会におきましてたたき台を作成していきたいと思います。きょうはタイトルだけとい

うことで御用意しています。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、この骨子案につきまして、委員、オブザーバーの皆様の意見交換をお願いし

たいと存じます。 

 骨子案につきまして、大きく３つに分けて議論を進めたいと思います。第１には、１番

から２番の総論の部分、第２番目には３の（１）から（６）までの事前審査から事後監査

までの各論の部分、最後にはこの各論の方向性を受けまして、３の（７）と４の実施体制

の強化、31年度の実施体制の部分の３つに分けて議論をしていきたいと存じます。 

 まずは、１から２番の総論の部分につきまして、皆様方から御意見がございましたらよ

ろしくお願い申し上げます。 

 どうぞ、吉田構成員。 

○吉田構成員 １番と２番についてですけれども、私、先ほども申しましたように、認可

保育園と、単独設置型を病院さんから委託を受けてやっておりまして、企業主導型保育と

いうのも最初の年から参加させていただいているのですけれども、基本的に言えば、運営

をしていて大きな違いはないかな、どちらも運営しやすい事業だなという感想があります。 

 企業主導型は、うちの委託を受けているところは定員が30名とすごく少ないので、保護

者の対応にしても、少ない分、やりやすいということがまず挙げられます。 

 先ほど本地委員が言いましたけれども、この事業のいいところもたくさんあると思いま

すので、どんどん進めて、直さなければいけないところもあるのですけれども、基本的に

はこのシステムはいいなと非常に感じております。 

 それと、２番目の「企業主導型保育事業の課題というところで、１の２番目の黒ポツの

定員割れについて問題があるのではないかということなのですけれども、ちなみにうちの

病院の保育園は確かに４月は定員の半分ぐらいしか子供はいないのですが、なぜかという

と、育休で年度途中に戻ってくる保護者のために、その分あけておくというとあれですけ
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れども、その分のあきがないと、４月１日から認可保育園みたいにがちがちに入れてしま

うと保護者が戻れないということになって、何のための企業主導型なのかということにな

ってしまいますので、テレビ、新聞とかでそういう記事が出るたびに私はいつもそういう

ふうに思っていますので、定員が割れているのは割れているなりの理由があるのだという

ことも申し添えておきたいなと思います。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございます。ほかにはございませんでしょうか。 

 私のほうからいいでしょうか。企業主導型保育事業ですけれども、今、吉田構成員から

お話がありましたように、そもそも企業の雇用主側と雇われている従業員の福利厚生的な

事業の意味合いがありまして、単独設置か共同設置が本来の姿だと思うのです。しかし、

小規模の中小企業にとっては、いつも育児休業や小さい子供がいる従業員がいるわけでも

ないですし、需要も変動しやすいですから、中小企業の方にも利用しやすいということで

保育事業者型が設けられたと思うのです。 

 ただし、前回の世田谷区さんからも御指摘があったり、きょうの保護者の方からも、保

育事業者型は運営が不安定なところがあるのではないかという御指摘もあったのですけれ

ども、保育事業者型については経済団体のほうから何か御意見はございますでしょうか。 

○日本経済団体連合会 経団連でございます。 

 今回の報告書は、企業主導型保育事業全体にかかわる話で、既にしっかり事業を行って

いたり、本当に従業員のために実施しているような保育所もございますので、そういった

ところに影響を与えないような形にしていただきたいと考えております。 

 そういう意味では、１にあるように、設けた意義や背景というものをきちんと再確認を

していただくとともに、設置のタイプにもいくつかございますが、どのタイプのどの点が

問題なのかという点について、しっかり分析・調査の上、対応策を検討いただきたいと考

えている次第でございます。 

 企業主導型保育事業はよいイメージを持たれない場合があるお話もございました。一体

どのタイプの何が課題かということがわからないまま、いろいろ問題だというふうになる

と、企業主導型保育事業全般に対してどうしてもよいイメージを持たれない懸念がありま

す。企業としては、きちんと本来の目的を実現する上で対応すべきところはしっかり対応

していきたいと思っておりますので、そういった点を御配慮いただきご検討をお願いしま

す。そういう意味では、それぞれのタイプの定義というものもしっかり整理していただき

たいと思います。 

 また、課題の整理、分析は、引き続きお願いしたいという次第でございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 日商さん。 

○日本商工会議所 一言だけなのですけれども、確かに「企業主導型保育事業の課題」と

いうのが２．に書いてあって、いろいろな課題が指摘されているのは確かに事実だと思う
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のですけれども、一方で、今し方、先生からも御発言がございました、中小企業が設置す

る際に、設置をなるべくしやすくするような方策や工夫というのは不可欠なものだと思っ

ております。企業数のほとんどが中小企業で、従業者の７割が中小企業ということもあり

ますので、中小企業が設置するためにどんな方策、工夫、改善策が必要なのかという視点

は、ぜひ重視していただきたいところでございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 総論部分で、ほかに皆様の御意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

○日本経済団体連合会 企業主導型保育事業ですので、企業主導という表現は理解します

が、先ほどファザーリング・ジャパンからも、従業員の方々も働き方に応じて非常に助か

っているといった御紹介があったと思いますので、要するに、働く方にとっても非常に使

い勝手のいいものであるといったことの評価も載せていただくのはどうかと考えている次

第です。 

○前田座長 わかりました。 

 先ほど、ファザーリング・ジャパンのほうから、企業主導型保育園のことを余り知らな

い保護者さんもおられるということで、特に保育事業者型で企業枠が少しあいているよう

なお話もありました。しかし、従業員規模が20～30人の企業ですと、５年とか10年に１回

育休を取るような社員が出るような感じで、会社にノウハウがないので、保育事業型だと

使いやすいのかなと一方で思うのです。拠出金を出している、企業の皆さんのお金でつく

っている制度なのですけれども、必ずしも企業側の人事部の方とかがこの制度を余り御存

じないような気もするのですけれども、そういうのはいかがですか。 

○日本商工会議所 企業側の認知度ですけれども、企業は拠出金をかなりの額を負担して

いるという事実がある中で、第１回目のこの会議でアンケート調査の結果を紹介させてい

ただいたのですけれども、日本商工会議所は全国の会員の中小企業を対象にアンケートを、

これは2,600社のサンプルですけれども、企業主導型保育事業の事業内容をよく知ってい

るのが6.1％、名前のみ知っている40.3％。ということは、企業側に対する認知が進んでい

るとは言いがたい。 

 一方で、きょうのお話にもあったとおり、実際に預けられる父母の方の認知度、例えば

企業主導型はこういう特色があって、こういういいところがあるのだというところも、さ

らなる周知が求められるという状況がございますので、こういった認知、周知を進めてい

くということがさらに必要だと思います。 

 そこについて内閣府さんもいろいろな事例集をつくられたり、これもすごくわかりやす

い、読みやすい形のものをつくっていただいておりますので、こういった取り組みにさら

に力を入れていただくということと、企業側の認知度については我々経済団体としても内

閣府さんと連携をさらに密にして、拠出金を出していただいている企業の皆さんに対する

周知を、内閣府さんだけではなくて、商工会議所も一体となって推進していく必要がある

のではないかということを考えています。 
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○前田座長 ありがとうございます。総論についてはよろしいですか。もしお気づきにな

りましたら、後でまた御質問、御意見をお願いいたします。 

 次に、骨子の内容につきまして２番目の部分、３の（１）から（６）の各論について、

何か御意見などがございましたらよろしくお願い申し上げます。 

 例えば、情報公開、財務情報の公開などについてはいかがでしょうか。 

○嶋方構成員 財務監査の充実というところですけれども、実際に数千箇所の単位で財務

監査を毎年行うということは、監査の人材の確保であったり、監査を受ける側の監査対応

ということもありますので、ちょっと現実的ではないのかなと思います。 

 ですので、最初は決算書の提出を受けて、それをスクリーニングして、特にリスクの高

いところについて追加で書面監査をするとか、現地へ言って実地監査を行うという対応に

なるのが現実的なのかなと感じました。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに。どうぞ。 

○本地構成員 （５）の情報公開のところです。先ほど私のほうから御紹介しました社会

福祉法人の財務諸表等の情報公開制度をそのまま企業主導型に適用することは難しいだろ

うと思っております。先ほどの制度は、社会福祉法人という一つの主体がやっているもの

ですから、会計基準が共通化されています。しかし、企業主導型の場合、株式会社や社会

福祉法人、いろいろな法人主体がありますから、そこにそのまま適用するのは難しいのか

なと。例えば株式会社と社会福祉法人では一部の科目で費用認識の方法が違っているなど

もありますので、幾つか留意をしないといけないだろうと思っております。 

 ですので、事業主体の会計を公開することに当たっては、公表結果がうまく比較できる

ような形、ミスリードされないような形にすることが重要ですので、情報公開に先立ちま

して、試行的に１回、経営実態がどうなっているのということを調査した上で、公開方法

とかルールを整理するなど、調査・研究みたいなものをやってから慎重に公開するという

ことが非常に重要かなと思っております。 

 以上です。 

○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。 

 先ほど、親御さんの普光院さんのほうから、企業主導型保育園の自治体の監査も、自治

体とすごく連携して保育の質の確保をお願いしたいという御意見がございました。多田委

員からも、キャリアアップの補助金をもらっていないのも、窓口の自治体が企業主導型と

の関係性に悩んでいるというお話だったのでした。私たちの骨子案では自治体に地域の保

育状況もちゃんと意見を聴取したりということもお願いしたいなというような方向性にな

っているわけですが、自治体と企業主導型との関係はいかがでしょうか。 

○多田構成員 自治体と企業主導型保育事業の関係性というところですけれども、都内の
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自治体で私が認識している限りでは、企業主導型保育事業そのものに否定的な自治体さん

は余りないのかなと思っています。それぞれ自治体で濃淡はありますけれども、基本的に

は国が制度化した事業について活用していきたいという方向性なのだと思います。ただ、

活用するに当たって、施設側の情報がないので活用しづらいとか、施設側の情報がないの

で活用するという判断ができないとか、そういう状況なのかなと思っています。 

 そうした意味では、今回の骨子に書かれていますように、自治体との連携というものを

事項として打ち出していただいて、施設側から自治体へ関係をつくっていくということで

すが、東京都のほうでは自治体側から施設側にどうアプローチするかというところは自治

体側として考えられますし、東京都としてもいろいろアドバイス等はできるところですけ

れども、施設側から自治体側への関係づくりというのは自治体側では難しいところですの

で、このようなものを入れていただいたのは非常にありがたいと思います。 

 ただ、そのときにどういう枠組みでやるかとか、一定程度ルールづくりをしていただい

たほうがいいのかなと思っています。それは自治体さんそれぞれで、補助金のルールも含

めて、いろいろな考え方がありますので、ある程度ルール化していただいて、各自治体で

導入できるようなルールづくりをしていただければいいのかなと思っております。 

 特に気になるところとしては、（６）で言うと４点目です。緊急時などの対応マニュア

ル等の整備ということで、園の休廃止等のところですね。ここにつきましては、今、都内

では待機児童が多い状況の中、急に廃止等をした場合にその児童の受け入れ先の確保がな

かなか難しいという状況にありますので、まずは企業主導型保育事業の中である程度解決、

受け入れできる仕組みを設けるとともに、自治体と連携する。いざというときには、自治

体側の緊急時の一時預かりで受けてくださいとか、認可で受けてくださいということがあ

ると思いますので、日ごろからの関係づくりが重要だというところがありますので、その

ような関係づくりができるような仕組みづくりをしていただければと思います。 

 以上です。 

○前田座長 どうぞ。 

○川又審議官 ただいまの多田さんの御発言もそうですし、横浜市さんから出された資料

もそうですし、きょうのゲストスピーカーの方のお話にもありましたけれども、企業主導

型保育の適切な運営とか、質の確保に向けて、自治体との連携というのは非常に大事な視

点だと思います。このたたき台の資料に書いてある（６）の中身は、いずれも非常に大事

な視点だと思います。 

 内閣府さんのほうでいろいろな自治体の取り組み、先行事例とか、自治体ごとの好事例

なんかもあると思います。そういった情報を内閣府さんもいろいろお持ちかと思いますの

で、各自治体の好事例、先行事例というものをいろいろな自治体に広く知っていただいて、

自治体と企業主導型保育の連携を深めるとか、そういった視点も必要なのではないかなと

いうのは今の議論を通じて感じたところでございます。 

○西川参事官 ありがとうございます。 
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 先週、全国の都道府県、政令市、中核市の担当者を集めた会議がございまして、好事例

の発表会があった中の一つとして、大阪府の取組み、大阪と大阪の地元商工団体が連携し

て企業側にアプローチ、園側へのアプローチをやっている事例を発表いただきました。ほ

かにも福岡とか、奈良、福島とか、自治体ごとに多少スタンスが違っております。待機児

童対策のほうに重きを置いている自治体もありますし、企業立地促進というところに重き

を置いている自治体もございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ちょっと私から確認しておきたいのですけれども、企業主導型は待機児童対策としても

都心部では評価されていますし、企業誘致のツールとして使おうとなさっている自治体も、

きょうは奈良県などから資料が出てきました。保育事業者型についてはやはり課題があり

ますので、私どもの骨子では、保育事業者型につきましては保育者割合を少し引き上げた

い。質を担保する一つの目安になるのではないかということで、ここに盛り込んでいるわ

けです。ですがこれはほかの単独設置型と共同設置型と扱いが違うわけですね。こういう

扱いをしても構わないか、法的根拠か何かちゃんとしたものはありますでしょうか。 

○西川参事官 単独設置型と共同設置・共同利用型というのと保育事業者型という、大き

く３つぐらいのタイプがあるわけですけれども、いずれのタイプも御案内のとおり、設置

者がいて保護者・利用者の方がいるということで、その両者の間において保育サービスの

利用契約関係というのがまず一つあります。 

 それで、単独設置・共同設置の場合には、このサービス利用契約関係と、さらにもう一

つの関係があるということで、設置者と利用者との間で雇用関係といいますか、労使関係

があるということですので、安定的な関係が基本的には想定されるということの中で、も

う一本サービス利用契約関係があるという、２本足で立っているということです。 

 一方、その裏返しで言えば、保育事業者型の場合には直接の雇用関係、安定的な関係と

いうものが存在していないということですので、法的に見ればそこが違う、そこで、差異

を設けるということも一つの考え方と考えております。 

○前田座長 わかりました。 

 ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、次に３の（７）と４の実施体制について、皆さんから御意見がございました

らお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 今は児童育成協会が実施機関として補助金の交付や監査業務を担っているわけです。初

回の会議でお話をお聞きしたわけですが、皆様方から何か御意見がございましたらお願い

申し上げます。 

 どうぞ、嶋方さん。 

○嶋方構成員 実施機関に対する外部の評価ですけれども、そもそも何をもって評価する

のかというのが難しいところだと思うのですけれども、例えば満足度調査みたいなことを
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やって、公表するようなことは考えられるのかなと思います。 

 以上です。 

○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。 

○本地構成員 複数年の事業実施と外部評価のところですけれども、私が所属している福

祉医療機構は独立行政法人ということで、既に複数年、５年ですけれども、５年間で目標

を立てて、その目標に対して評価をいただくという仕組み導入されています。そういった

意味では、ある程度５年とか長めのスパンがないと事業の評価が非常に難しい。単年度だ

と目先の目標に走ってしまうところがございますので、長い期間というところはある程度

は必要かなと思っています。 

 また、外部評価についてですけれども、我々の独立行政法人の例に倣うのであれば、何

をもって目標達成したとするのか。今おっしゃっていただいた、いわゆる評価基準の設定

は必ず必要なのだろうと思います。 

 ただ、我々の例でもそうなのですけれども、定量的な評価基準の設定は非常に難しい面

がありまして、緩過ぎると余り意味がないですし、かといって固過ぎると、評価疲れとい

うわけではないですけれども、手段と目的がずれてしまうみたいなところがございまして、

非常に難しいなと実感をしているところです。ですので、評価基準を設定するのであれば、

なるべくバランスに配慮したようなものをつくる。これは非常に重要かなと思います。 

○前田座長 今、嶋方構成員から満足度調査はどうかということや、本地構成員からの評

価基準のお話があったわけですけれども、少なくともこれだけ大きい補助金を配る事業で

すので、実施機関は一定のサイクルで評価してPDCAサイクルを回すことは、皆さん必要だ

というお考えでよろしいでしょうか。 

（構成員首肯） 

○前田座長 わかりました。 

 何かほかに御意見はございませんでしょうか。吉田構成員。 

○吉田構成員 先ほども座長からお話があったように、もう２月の終わりこの時期でもあ

るので、現実的に見て、切りかえというのはなかなか難しいのではないか。来年度からま

た運営するところにも支障があってはいけないので、もちろん整理しなければいけないこ

とはしなければいけないのですが、要件を整理して、引き続きこのままでいいのではない

かなと私は考えております。 

○前田座長 ほかに、皆さん、いかがですか。実施機関に御要望とか、何かございますか。

こういう要件が必要だとか。 

○日本経済団体連合会 実施機関との契約を複数年度化して実施機関側の体制をしっかり

強化するというのはわかるのですが、複数年度化したがゆえの問題もあることが考えられ

ますので、ガバナンスはしっかりやっていただきたいと考えております。そのガバナンス

をきかせる方法もあわせて御議論いただければと思っています。 
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○前田座長 何かお答えになりますか。 

○西川参事官 本地構成員からもお話がございましたけれども、こういった国の業務を国

で全て担うということではなくて、独立行政法人制度というのは、法律のもとで、ワムだ

ったら福祉医療機構が担っている。ただしということで、５年間の中期目標、中期計画、

そして年度計画ということで毎年毎年の計画も立てて、そして実績が明らかになるのが夏

ごろですね。決算が７月、８月ぐらいに出てまいりますので。そして、外部の方も含めた

評価委員会の中でさらしていくというか、国民の目に見える形でチェックをして、PDCAを

回していくというのがこの独立行政法人制度ということで、この仕組み自体は、企業主導

型保育事業は独立行政法人制度を直接採用しているわけではございませんけれども、そう

いったことも参考にしながら検討してまいりたいと思います。 

○前田座長 わかりました。 

 児童育成協会は、最初の回に来ていただいてお話がありましたし、今、経団連の委員か

らお話がありましたように、単年度でやると成果を出さなければいけないという、ゴール

も決まっているわけです。一方で、専門性が蓄積されないということや、いろいろなスタ

ッフが常に不安定な状況で専門性を蓄積していってもらえない、来年はその仕事ができる

かどうかわからないというふうに、積み上げ型でスタッフの人が成長していけないという

一方のリスクもあるのですね。非常にバランスが難しい。しかも、４月からの事業、また

新年度が始まりますし、吉田構成員からお話がありましたように、運営費の補助金の支払

いが滞って運営が大変だったみたいな苦情も最初のころは出ていますので、すぐにガラガ

ラポンみたいなことはできないと思うのです。 

 ですけれども、これだけの大きい事業をちゃんとPDCAサイクルを回さずに継続するとい

うことは難しい状況です。拠出金という皆さんのお金をいただいていますので、ちゃんと

した確実な事業者に、今指摘されているような問題点をクリアしながら、質の高い、安心

できる企業主導型保育所を増やしていくにはどういう実施体制が必要かという条件をかな

り詰めないといけないと思うのです。 

 ですので、物理的にこの４月からスタートする事業があるとしても、夏以降は新年度の

募集が始まります。ですので、夏までにはもう少し詰めて、実施機関が果たすべき役割、

やらなければいけないこと、それから今、監査も全国一律でやっていますので、それが全

国一斉に会計監査ができるかみたいな指摘もございますし、問題点のある事業者をどうや

ってピックアップするか。実際に保育のノウハウがある人たちをどうやって動員して実施

指導をやってもらえるか、仕組みはどういうのが現実的に可能かといったことを夏までに

は検討し、新規の来年度の募集までには実施機関に求められる新しい要件をクリアにした

うえで、実施機関の選定も含めて新年度の事業をスタートしていただきたいというのが、

今回、数回の委員会を経ての感想です。内閣府としてはいかがでしょうか。 

○西川参事官 いただいた御意見を踏まえて、また、大臣までお諮りした上で、次回の委

員会で委員の方々の御意見をいただきながら、たたき台をつくりたいと思います。 
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○前田座長 皆さん、ほかに御意見はございますか。 

 私も自治体出身ですから気になる点があります。これは実は企業主導型のお話だけでは

なく、自治体の監査のレベルも非常にばらつきがあるのですね。ですから、それに伴って

今の認可外保育園の自治体の監査もばらつきがあり、どうしても児童育成協会の監査と自

治体の監査のずれもありますし、自治体同士のずれもあるのですね。 

 ですので、今回、企業主導型の質を上げるために、今は実施機関は児童育成協会ですけ

れども、来年度以降はどうなるかわかりませんが、そこと連携してやっていただくと同時

に、この委員会を超えた議論ではありますが、自治体の認可外への、監査のレベルの統一

化みたいなものもいろいろ考えていただく必要があるのではないかなと思います。 

○西川参事官 ローカルルールということでさまざま指摘されるところです。社会福祉法

の改正のときも議論になって、地方分権ということで、国の事務がここ５年、10年、随分

地方に権限委譲されていますので、裏返しでローカルルールということが逆に問題になっ

てきたりということで、行ったり来たりしてございますので、監査につきまして内閣府の

ほうでも確認監査という事務を所管してございますので、指摘されることもございますの

で、しっかり対応したいと思います。 

○前田座長 今言ったようなことは非常に難しいことですね。一朝一夕にはできないと思

うのですけれども、ぜひお願いしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。全般を通して何かおっしゃりたいことがあれば。よろしいで

すか。 

 次にまた議論がございますけれども、お気づきの点がございましたら、適時事務局のほ

うかにお伝えいただければと思います。 

 皆さん、きょうはよろしいでしょうか。 

 では、本日の議論はこれにて終了したいと思います。事務局のほうから何かございます

でしょうか。 

○西川参事官 きょうのヒアリング、それから意見交換をいただきましたので、年度内に

報告書を取りまとめということですので、座長、委員の皆様と調整しながら、次回、報告

書のたたき台を準備いたしたいと思います。 

○前田座長 ぜひ皆様のほうから、取りまとめに入りたいと思いますので、御意見をお願

い申し上げます。 

 次までにお会いして意見交換をする時間はないと思いますので、メールなどでのやりと

りになるかと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これで第３回検討委員会を終了いたします。本日は、委員の皆さんもお忙し

い中、御参集いただき、ありがとうございました。 

○西川参事官 次回の日程はまた御連絡申し上げます。ありがとうございました。 


