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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４回） 

議事次第 
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場 所：中央合同庁舎４号館１階共用123会議室 
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２．議 事 

（１）企業ヒアリング 

（２）利用者・従事者アンケート結果【速報】について 

（３）取りまとめに向けた議論 
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○前田座長 それでは、皆様、定刻となりましたので、第４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、ま

ことにありがとうございます。 

 カメラの方々は、ここで御退室をお願い申し上げます。 

（カメラ退室） 

○前田座長 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 まず、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１～２まで、資料１「JFEスチール株式会

社提出資料」、資料２「利用者・従事者アンケート調査結果【速報】」と、参考資料１と

いたしまして「大阪市提出資料」、参考資料２といたしまして「広島県提出資料」。 

 また、机上配付資料といたしまして、第１回、第２回、第３回の資料及び議事録をファ

イリングしたものを用意してございます。 

 漏れなどございませんでしょうか。ありましたら、お手をお挙げくださればと思います。

よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。議題１「企業ヒアリング」を行います。今回このような機

会を設けましたのは、これまで検討委員会におきましては事業者の方、自治体の方、利用

者、親の代表の方々からそれぞれヒアリングをいたしましたが、企業の方から御意見をお

伺いする機会がございませんでした。 

 そこで、本日は、JFEスチール株式会社様にお越しいただいております。資料は１となり

ます。 

 それでは、JFEスチール株式会社様から10分程度で御説明をお願いしたいと存じます。ど

うぞ、真ん中にお座りください。 

（JFEスチール株式会社着席） 

○柴田氏 JFEスチールの東日本製鉄所で労働人事部長をやっております柴田と申します。 

 こちらは、京浜の労働人事室長の福島と申します。よろしくお願いいたします。 

 では、資料に沿って御説明させていただきます。 

 資料の１枚目をめくっていただきまして、２枚目でございます。当社でございますが、

鉄鋼会社でございます。今、ダイバーシティ推進を重要課題ということで、人材マネジメ

ント方針を定めまして、製鉄所の現場への女性の採用も積極的に進め始めております。 

 当社の生産拠点を、資料の３枚目で御説明させていただきます。 

 全国で７カ所ございまして、東日本製鉄所のほうは千葉と川崎です。約900万トン程度の

生産を行っております。一番大きいのは西日本の製鉄所、倉敷と福山にございますが、約

2,000万トン程度です。それで、東日本製鉄所は5,000人くらいの社員がおりまして、半分

くらいの方が三交代の勤務をされて現場で仕事をされております。それで、現業系で採用

した女性社員も今三交代で勤務しております。 
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 次の４枚目にいかせていただきます。当社は、2017年から育児世代が活躍できる環境の

整備ということで、交代勤務の社員がキャリアを続けられるようにということと、あとは

待機児童の多い地域、関東のほうはかなり待機児童の多い地域に住む社員が多うございま

すので、そういった社員のサポートということで、事業所内保育所の設置を進めてまいり

ました。千葉では2017年４月、これは千葉市の認可でやっておりまして、2018年以降、倉

敷、福山、ことしの４月に京浜という形でオープンさせていただいていますが、この３事

業所は企業主導型保育事業を活用しております。 

 ５枚目でございます。京浜地区の通勤手段とか通勤経路の特徴でございますが、京浜地

区以外の３地区はほとんど車通勤でございまして、車で子供も連れてきて保育所にも預け

られるという環境にあるのですが、京浜地区は電車で通勤されている社員の方が非常に多

いということで、子供を結構送迎しづらい。あとは、通勤の経路も川崎駅から来られる方

がいらっしゃいましたり、浜川崎という製鉄所のそばの駅から来られる方もいらっしゃい

ますので、いろいろ複雑にわたるということで、2015年くらいの時点ではちょっとニーズ

が薄いというふうに組合、我々も考えておりました。 

 ただ、その後、徐々に希望する保育園に入れないという社員の方の声がふえましたので、

労働組合とも相談して社員アンケートを２回、2017年、2018年と実施させていただきまし

て、2017年のアンケートは女性社員と40歳未満の既婚男性500人くらいを対象にやらせて

いただきましたが、社員の方の７割くらいから保育所を設置してくれという要望がござい

まして、2018年のアンケートは京浜地区の全社員2,200名に対してやりましたが、自社保育

所を利用する可能性があると答えた社員は500名を超えましたので、これは設置すべきだ

ということで設置を検討することになりました。 

 ６枚目です。これは京浜地区の製鉄所の地図でございますが、東京湾に面して川崎市と

横浜にまたがる立地でございまして、始まりましたのがこの渡田地区という上のほうの地

区になるのですが、そこからずっと扇島地区まで展開してまいりましたので複数のエリア

に分かれております。その事情もありまして、通勤手段が結構多岐にわたるという事情が

ございます。 

 それで、今回保育所を設置するのはこの渡田地区という川崎駅に一番近い地区、浜川崎

という駅に近い地区になるのですが、ここはやはり鉄道駅が近い。あとは、製鉄所内のバ

スの始発、終発点になっていまして、車の乗り入れもできるということで、ここに設置し

てくれという希望が社員アンケートで最も強かったので、ここに設置することになりまし

た。 

 ７枚目でございます。地域貢献という観点で、近隣地域の待機児童対策ということで、

川崎市とも御相談いたしまして、川崎市に近隣の保育所はどういうニーズがありますかと

いうことをヒアリングさせていただきまして、利用者ニーズが３歳～５歳で非常に高いと

いうことで、３名ずつ９名の地域枠を設定しております。 

 そして、設置初年は70名くらい入れるところに対して11名の社員の子供の応募があるの
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ですが、スタートはそうなるのですが、今いろいろ希望のアンケート等もとらせていただ

いて、５年くらいかけて半分以上、大体定員の６～７割入ってくるかなという見込みにな

っております。 

 年度途中の転勤者とか、やはり年齢ごとに一定のあき枠をつくっておきませんと、社員

が突然預けたいというケースも出てきますので、ある程度の余裕は持ちながら運営してい

きたいというふうに私どものほうでは考えております。 

 今、11名ということで皆さん大分あいているなと思われたと思うのですが、事業所内の

グループ会社様、あとは当社の中で事業所内で働いている協力会社様、ここにもお声がけ

をさせていただいておりまして、一緒に共同利用できますよということで今、御案内をさ

せていただいておりますのと、川崎市が臨海部ビジョンということで、その中のリーディ

ングプロジェクトということで、働きたい環境づくりというのを挙げられていますので、

その中で臨海部の企業枠みたいなものをつくれないかという検討をやっておりまして、そ

ういった活用も考えております。 

 ８枚目でございます。これは設置の概要でございますが、入所希望者は育児休業明けの

方が預けることになりますので、０、１歳が中心になると思われます。それで、既にほか

の保育所に入所している人が転園してくるというのはなかなか想定しづらいので、開所当

初は２～５歳児のところがやはり欠員になっているというイメージでございます。 

 それで、入園した園児の年齢が上がって、先ほど言いました５年くらいで、希望もとり

ますと充足率が出てくるかなということで考えております。 

 それで、会社としては福利厚生でこれをつくっておりますので、将来、女性社員はまだ

まだ採っていく予定でございますので、増加も見込んで70名という規模での定員を設定し

まして、その分も見越したちょっと大き目の保育所という形で設置させていただきます。 

 当然ながら運営のコストがかかりますので、なるべく入ったほうがいいんですけれども、

そこは先ほど申しました突然入りたいという社員もおりますので、その余裕代と、会社と

して運営コストはどれくらいかけていくかというところで、バランスを持って考えていき

たいと考えております。 

 以上でございます。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、ただいまのJFEスチール様の御説明につきまして、皆さん御質問がございまし

たらお願い申し上げます。 

○本地構成員 御説明ありがとうございました。企業の職員の方のニーズ調査をしっかり

実施し、実際のニーズを確認した上で設置されているということをお伺いしました。調査

の中で、具体的に保育事業が要りますか、要りませんかということは当然聞かれているの

でしょうが、ほかにもいろいろ項目を聞かれていると思います。 

 そのなかで、注目している項目はこれで、この項目が高かったら設置するとか、そうい

う基準みたいなもの、何か目安みたいなものがあれば教えていただきたいというのが１点
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です。 

 もう１点が、先ほどほかの地域と違ってここは車通勤の方が少ないとのことでした。確

かに、地方だと車通勤が多くてお子さんをそのまま連れてこられる。これは事業を運営し

やすいと思いますが、こちらの地域ではそうではないかと思います。するとなかなか利用

しにくいのではないか。その点に対して、何か手当したこととか、何か課題を解決しよう

という工夫みたいなものがあれば教えていただければと思います。 

○福島氏 御質問ありがとうございます。 

 最初のニーズの調査という意味でのアンケート調査でございますけれども、弊社が意識

しましたのは、単純に要るか、要らないかという質問を社員の方にしますと、当然要ると

いう話になると思っておりまして、それだと恐らく実態を反映したアンケートにはならな

いということを考えまして、最終的に要る、要らないという質問をする前に、通勤手段を

どうするとか、あるいは車を持っている方と持っていない方でどういうふうに預けようと

思うのかとか、そういったことをまず社員の方に聞いて、具体的なイメージを持っていた

だくように心がけました。 

 それで、特に特徴的だったのは、車を持っていない方が、では預けようと思ったときに

車を買いますか、買いませんかというような質問もさせていただきまして、そういった質

問が一通り終わった後に、では最終的に保育所は必要ですか、必要でないですかというこ

とを聞かせていただいた。 

 その結果として、先ほど申し上げたように７割の方が必要だということで、設置する方

向で話を進めたということでございます。 

 それから、２点目は車のお話でしたか。先ほど申し上げたように、京浜地区は公共交通

機関の利用者が非常に多いということでございますけれども、そのアンケートで聞いたよ

うに、車を買ってでも預けたいという回答数もかなり多かったということで、今回京浜の

保育園も車での送迎が可能な形で車通勤の方、あるいは今、車でなくても将来車で預けた

いという方にも対応できる形で、駐車場も一定数確保した形で保育園を整備しようという

ことで今、進めてございます。 

○本地構成員 ありがとうございます。 

○前田座長 ほかの委員の皆さんから、いかがでしょうか。 

 では、どうぞ。 

○吉田構成員 御説明ありがとうございました。１点お伺いしたいんですけれども、前回

ファザーリング・ジャパンさんというところが企業主導型のよさの一つとして、会社でさ

れている運動会とかイベントとかに連携して、そこに子供が参加したりとか、そういった

こともできるという認可保育園ではなかなかできづらいようなプラス面もあったりして、

非常に興味が湧いているんですけれども、何か御社さんの福利厚生で、例えば夏祭りとか、

地域のお祭りとかに保育園が参加するとか、そういったことはあるのでしょうか。 

○柴田氏 会社のイベントへの参加ということなんですが、弊社の中に今、水泳部という
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ものと野球部というものがありまして、水泳教室とか、野球教室とか、そういったものを

うちの専門部の社員に来てもらって開催する。一緒に保育園の方も参加していただいて開

催するというようなことを、まずちょっと考えております。 

 それで、製鉄所でお祭りが毎年ございますので、そこにいろいろ入っていただくと、そ

こは自由参加で来られる場所でございますので、当然保育園の方々にも御案内して積極的

に参加していただこうと考えております。 

○前田座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 私からもよろしいですか。幾つかお伺いしたいのですが、最

後の「保育施設概要」のところですけれども、まずはビルの１階を借りて、これはもう改

修は終わっておられるのかというのが１つです。 

 それから、ライクアカデミー株式会社に運営委託をされる。これは、実績はどうなのか。

東日本スチールさんで、企業主導型は初めてですね。 

○柴田氏 倉敷と福山でやっております。 

○宮越内閣府特命担当大臣 その２つでもやっておいでになって、そういう関係もあって

ライクアカデミーというところにされたのかどうか。 

 それから、将来を見越した定員71名ということですけれども、定員のあき枠の確保はど

うしても企業としては異動の問題もあり、あるいは途中入社ということもあり、あき枠は

持っている必要がある。 

 ただし、あき枠ばかり持っていても経営上の問題もあるので、そこはバランスの問題で

ある。大体どれくらいの割合であき枠が必要なのかということですね。 

 それから、これは保育時間、休園日も関係するのですが、現状では７時～20時まで保育

時間で、将来の深夜保育も検討する。これは交代制の関係もあってそういうことなんだと

思うのですが、それと休園日は原則日曜日と書いてありますので、土曜日は開園をされる

のか。 

 そして、三交代に対応するために開園時間、それから休園日の問題、いろいろあると思

うのですが、保育士さんの確保ですね。これは運営委託会社のほうで確保されるんだと思

いますが、どれくらいまで確保できるのか。この保育士さんのことについて、現在検討し

ていただいている検討案の中に、定員20名以上の場合はこれまで保育士さんの資格を持っ

ている方々は充足率50％で、これから見直し後は75％に引き上げるという方向が出されて

おるのですけれども、当面４月から開園されるといったときに、保育士さんの充足率は恐

らく50％でスタートされると思うのですが、いずれ近いうちに75％まで引き上げるという

ことが必要になってくると思うのですが、そのあたりの見通しは大体運営委託会社でしっ

かりやってくれるということなのかどうか。 

 幾つか申し上げましたけれども、ぜひお答えいただきたいと思います。 

○福島氏 御質問ありがとうございます。 

 まず１つ目の御質問で、改修工事のほうでございますけれども、そういう意味では４月
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の開園でございますので、今ぎりぎり工事がほぼ終わるような状況でございます。 

 それから、保育業者さんの選定でございますけれども、先ほど４ページで御説明させて

いただいた、ほかの地区の保育施設の中で、千葉地区につきましては同じライクアカデミ

ー様に運営を委託してございます。そういった実績がございまして、今回京浜地区におい

ても同じライクアカデミーさんにお願いすることといたしてございます。 

 それから、３番目の定員のあき枠の考え方でございますけれども、具体的な数字で何人

くらいというのはなかなか難しいところではあるのですが、やはり年齢ごとに数名程度は

年度途中の社員の転勤、それから年度途中に育休復帰される社員がおりますので、そうい

う意味では各年齢掛ける数名分というのは会社としてはできれば確保させていただきたい

というふうには考えてございます。 

 最後に保育士の比率でございますけれども、弊社は今回予定されているのは一応保育士

の方は100％で開始ができそうな見込みということをライクアカデミーさんから伺ってご

ざいます。やはり保育士の確保というのはかなり難しいというお話は伺っておりましたけ

れども、何とかそこは確保いただいたという状況でございます。以上でございます。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 土曜日はどうですか。 

○福島氏 失礼いたしました。土曜日につきましては、開園をいたします。利用者がいれ

ば、開けるという形になるかと思います。 

 それで、交代勤務の社員が育休から復帰をしてくるタイミングで、これは個々人がどう

いう働き方をその後、復帰してからするかによるんですけれども、その状況に応じて日曜

日であったり、あるいは深夜であったりという形で保育時間、それから曜日の拡大を検討

してまいりたいと考えてございます。 

○前田座長 私のほうから、ちょっとお聞きしていいでしょうか。参考までになんですけ

れども、ダイバーシティ経営ということで今、女性従業員の方の比率がどれくらいになっ

ておられて、将来的に何か目標値みたいなものをお持ちなのかどうか、教えていただけれ

ばと思います。 

○福島氏 女性社員の比率でございますけれども、１割くらいでございます。それで、弊

社は採用の目標感といたしましては、特にいわゆる現業系、工場に勤務される女性社員の

数につきましては、工業高校の女子の比率なりということで、１割程度を目標に採用を今、

行っ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。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 さっき１点だけ聞き逃したので、もう一点聞いてもいいです

か。 

 先ほどの社員アンケート結果で、希望する保育園に入れないという声があって、自社保

育所を希望する社員が徐々にふえてきている。待機児童といいますか、希望する保育園に

入れなかったので、何とか自社保育園をという声は相当あるんですか。この事業そのもの

は、待機児童対策としても有効だということでスタートしたわけですけれども、やはりそ



9 

 

ういう声は相当ありますか。 

○福島氏 少しずつ、そういう声がふえてきたという印象を持ってございます。それで、

結果としてアンケートをとってみたら、かなり多かった。2,200人の事業所で、500人を超

える社員から保育所を使うかもしれないという回答がありましたし、あとは保育所がある

ことで安心感が全然違うという社員からの声というのは聞いてございます。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 ありがとうございます。 

○前田座長 ほかによろしいですか。 

 では、どうぞ。 

○嶋方構成員 地域枠について川崎市とお話し合いをされたということなんですけれども、

９名の地域枠を設定するに当たって特に留意した点ですとか、川崎市さんとどういったお

話し合いがあって９名に決まったのかについて御説明いただけますでしょうか。 

○福島氏 地域枠については、特に３人とかという具体的な数字が出たわけではございま

せんで、弊社としては川崎市さんとお話をさせていただきながら、弊社の今回の保育所の

いわゆる面積等も含めた規模感、それから社員アンケートに基づく自社での利用の枠です

ね。それらを総合的にといいますか、バランスをとって３人掛ける３、４、５歳というこ

とで、弊社のほうで決めさせていただいてございます。 

○前田座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。JFEスチール株式会社様には、ここで御退室いただ

きます。JFEスチール株式会社様におかれましては、御多忙の中、御出席、御対応いただき、

また貴重なお話をお聞かせいただきまして、まことにありがとうございました。 

○柴田氏 ありがとうございました。 

（JFEスチール株式会社退室） 

○前田座長 続きまして、議題２「利用者・従事者アンケート結果【速報】について」、

事務局から説明をお願いいたします。 

○西川参事官 それでは、資料２番「「内閣府調査研究事業企業主導型保育施設の利用者・

従事者アンケート」調査結果【速報】」ということでございます。 

 概要として、利用者アンケート、それから従事者アンケートという２つの構成でありま

す。 

 「調査期間」はこの１月から２月にかけてということで、「調査対象」は全ての1,770の

施設に対しまして、個人ベースでそれぞれ利用者の方、それから働いている従事者の方に

直接お送りしてアンケート結果を回収してございます。 

 「調査内容」につきましては、比較的シンプルな形で、基本的な項目ということで利用

者について12項目、従事者に関しては19項目ということで、インターネット、ウエブ調査

という簡易な方法でやってございます。 

 回答の回収率ということでいいますと、一番下のとおり56.5％、51％ということで、比

較的短期間でやったものですし、初めてのことでございましたので、こういう結果であっ
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たということであります。 

 １枚めくっていただきまして、「利用者アンケート結果」ということでございます。 

 このグラフを見ていただきまして、例えば１番目でいえば「施設での活動は、お子さん

の心身の発達に役立っていると思いますか」というような調査項目に対して、それぞれ「は

い」「どちらともいえない」「いいえ」「非該当」ということで、それぞれオレンジの「は

い」という項目は一目瞭然で結構多いところですけれども、この１番から12番まで、それ

ぞれ保育内容に関するような項目が１番、２番、３番と、食事だとか、行事だとか、戸外

遊びだとか、そういったようなことについて聞いております。 

 それから、６番は安全面ですね。安全対策をやっていますかということです。 

 それから、７番は行事の日程、８番以下が職員とのいろいろな相談アドバイス、職員の

対応がちゃんとなっていますかとか、不満があったときにきちんと伝えられていますかと

か、コミュニケーションはちゃんととられますかとか、そのような項目でございまして、

これをトータルで評価して総合満足度ということで（２）のとおりで、91.5％の方がかな

り高いということで、なかなか評価が難しいところですけれども、特に次のページと比べ

てみると、かなり満足している方が多いのかなという感じは直感的に見てとれるかなと思

います。 

 次のページで、今度は働いていらっしゃる保育士さんとか、調理の方だとか、そういっ

た方々にも聞いております。 

 ５ページを見ていただきますと、先ほどの保護者、利用者の方に比べると相当ばらつき

があるという感じが見てとれると思います。これも一つ一つの評価が難しいところですけ

れども、例えば９番を見ていただくと「職場の人間関係・職員間のコミュニケーション」

というところで、７割ぐらいが「満足」「大変満足」であったり、運営方針とか、やりが

いとか、これは一般的な評価項目ということで、勤務の状況とか、職場の雰囲気だとか、

そういったところを項目として伺っております。 

 ６ページの最後のところで、これを全部総合的に評価ということで自動算出いたしまし

たところ、先ほどの保護者・利用者に比べると「どちらともいえない」という方が多いの

かなという感じが見てとれるところでございます。 

 いずれにしても、この調査結果というところは、事業トータルとして全体的な評価とい

うことでございますし、一時点だけでなかなか見ての評価は難しいので、引き続き継続し

て来年度もやっていきながらフォローしていきたいと思っております。 

○前田座長 ありがとうございました。それでは、今の御説明に関しまして、５分ほどで

委員の皆様から御質問などございましたらお願い申し上げます。 

○本地構成員 大変、興味深く拝見させていただきました。福祉医療機構においても、認

可保育所に対して保育士さんの人材確保状況に係る調査を実施しておりまして、その中で

保育士さんがなぜ離職するのですかという質問を聞いております。 

 そのときに特徴的なのが、賃金水準と答えるのが4％ぐらい、職場の人間関係など職場に
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起因する理由が30％ぐらいです。職場の人間関係というのは、とくに保育士さんが勤務さ

れる施設では非常に重要かなと思っております。 

 それを踏まえて、御説明にありました５ページの９を見ると、やはり７割の方は個々に

満足している。不満というのが4.4％しかないというのが、企業主導型においても、人材確

保という面からいうと、比較的安心できるのかなというふうに思いました。 

 さて、こうした調査ですが、今は80％だから良いのではないかという解釈もあると思う

のですが、一度実施して終わりというよりも、経年的に実施して、前よりよくなったかど

うか、この点を評価するほうが重要と思います。機構のほうでも先ほど申し上げたアンケ

ートは実は毎年実施をしていて、前よりよかったか、悪かったかを評価し、それを踏まえ

たうえで、人材確保にあたってはこうしたほうがいいですよというのを提案しているとこ

ろです。 

 ですので、ぜひ継続的にこういったアンケートは実施していただけるとよいのかなと思

います。以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございます。ほかの委員の方々からはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○吉田構成員 アンケートをいろいろ拝見させていただきまして、特に保育士というか、

従業員のほうが、前回、私も言ったと思うんですけれども、企業主導型保育は定員が結構

少ないので、保護者の対応とかも、100名を超える認可園とかに比べると非常に働きやすい

のではないか。 

 あとは、保育士がそういう雰囲気なので、多分、企業主導型の保育のほうも家庭でのん

びりとしたような感じで、少人数で結構手厚く見られるといったような利点があるので、

こういったアンケートでもやはり利用者さんといい、従事者の方といい、こういう結果が

出ているというふうに思います。 

 私のほうも、認可園と企業主導型保育の委託をさせていただいてやっているんですけれ

ども、認可園には認可園のよさが非常にあり、企業主導型保育もちょうど今２年させてい

ただいているんですが、こちらもこちらですごく雰囲気よくやっていただいて、人を募集

したら、むしろこちらの企業主導型のほうに行きたいという意見があるぐらいなので、こ

のアンケートを見ていて、なるほどなというふうに私は納得させていただきました。ちょ

っと感想みたいになりましたけれども。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

○日本商工会議所 ２ページですが、利用者アンケートで大体、全項目、満足度が高いん

ですけれども、とりわけこの５番、「急な残業などであらかじめ取り決めた利用時間を変

更する必要がある場合、柔軟に対応してくれている」、これは82.5％の方が「はい」と言

っている。 

 私も実際、子育て中の部下を何人も預かったことがあるんですが、やはり急な残業への

対応に柔軟に変更してくれるというのは非常に重要なことですし、企業主導型ならではの
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メリットが非常に数字にもあらわれて、高い満足度があらわれているのかなという印象を

非常に受けますので、こういったことをぜひ広く企業主導型の特徴としてPRしていくとい

うのも重要なのかなという印象を受けます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

○日本経済団体連合会 先ほど継続的な調査を行うとのご説明がありましたが、どういっ

た場でご説明される予定でしょうか。当検討委員会は、年度末で終了するものと考えてお

りましたが、例えば、子ども・子育て会議などに報告される予定でしょうか。 

○西川参事官 そこはまた、いろいろな場があろうかと思っております。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、次に参考資料として出されております大阪市、広

島県の提出資料について御説明をお願いします。 

○西川参事官 では、参考資料１でございますけれども、手短に申し上げます。 

 定員充足という話が、この委員会の中でもテーマになってございます。大阪市さんのほ

うからは、定員充足を何とか課題を解決しようということでお取り組みが進んでございま

す。 

 「・」の２つ目のところで、市長が関西経済連合会、大商、経済同友会、そういったと

ころとも連携しながら取り組んでいるということで、３つ目のとおりですね。経済団体の

ほうから、企業主導型の地域枠ですね。後で紹介する広島のほうは、どちらかというと従

業員枠のほうに注目されているようですけれども、大阪市の場合は地域枠のあき情報を見

える化しようということで、次のページをごらんいただきますが、非常に優れたホームペ

ージだと思います。 

 こういうマップのホームページで、この真ん中あたりに三角で「企」と書いてあります

けれども、難波あたりに企業主導型が２つあります。 

 それで、これがまたすごいのは、そこにカーソルをあわせると右の箱がぱっと出てきて、

企業主導型保育事業何とか保育園、天王寺区どこどこ、そしてあき情報が２月15日現在、

何人何人ということまで出てくるというすごいシステムが出てきております。一般に居住

されている方で待機児童になっている方がこれを見れば、ここがあいているんだなという

ことが、しかもかなりタイムリーにわかるということでございます。こういう形で、この

定員充足というテーマに大阪市として取り組んでいただけているということでございます。 

 この前、福岡市さんも似たような取り組みを御紹介いただきましたけれども、そういう

ことで、大阪市としてはこの待機児童の受け皿ということで、待機児童効果対策として非

常に注目されているということでございます。 

 次のところが指導監督ということで、大阪市さんは政令指定都市ですので、認可外保育

施設の指導監督権限をお持ちだということでございます。上のとおり、毎年の運営状況は

直接、自分たち監督権限を持っていますので、企業主導型保育事業所から情報を得ていま

すよと。 
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 そして、２つ目の「・」のように、御自身の立入調査結果、今の実施機関である児童育

成協会さんも立ち入り調査結果をホームページで出していますけれども、大阪市もこの２

つ目の「・」のとおり、立入調査結果を大阪市ホームページで情報提供していますという

ことで、見える化に努力されております。 

 ３つ目の「・」で、急な休園、廃止に至った事業所はないということですけれども、仮

にこの企業主導型保育事業所が休止した場合の受け皿確保ということで、せんだって世田

谷区の保坂区長からいろいろお話がございましたけれども、大阪市におきましても、認可

保育所のほうにあき枠があればそちらのほうに誘導していくとか、そのようなこともされ

る方針だということです。 

 御要望ということで、下の最後のところを見ていただきまして、企業主導型保育事業の

監査の基準と、認可外保育施設の監査の基準というものが少し異なっているところがある

ということなので、連携しながらうまく話し合っていきましょうということで、ばらばら

だと多分、園も混乱するだろうということだろうと思います。そういった御要望をいただ

いてございます。 

 ２枚目でございますけれども、広島県ということで、やはり定員充足というテーマの中

でちょっと大阪市と違うのが、恐らく従業員枠というところに注目されているのかなとい

うふうに思います。 

 広島県では２行目のとおり、58の企業主導型保育施設がありますということで、定員充

足率が50％を切っているような園もあるということで、マッチング交流会をやりましょう

ということで、この箱のとおり、昨年12月に幾つかのブースをつくって、企業主導型保育

施設を運営している事業所と、そこに共同利用ということで一緒に参画したいという事業

者さん、恐らく中小企業さん単体ではなかなか設置できないということで、ブースをつく

って皆さんと情報交換をするような場をつくられてこういうセミナーもやられたというこ

とで、非常に期待したいということで御紹介いたします。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、次に議題３「取りまとめに向けた議論」に入りたいと思います。報告案につ

いての議論に入る前に、まず前提として本報告案の位置づけについての認識を共有してお

きたいと思いますので、事務局から御説明いただけますでしょうか。 

○西川参事官 企業主導型保育事業につきましては、制度創設から３年目を迎えましてさ

まざまな課題が生じておりますので、昨年12月にこの検討会が立ち上がってございます。 

 国会など、さまざまな関係者の方々からの御指摘を踏まえまして、実施団体である児童

育成協会、それから事業者の団体、経済団体、それから地方自治体、保護者の関係の団体、

きょうもJFEスチールにおいでいただいたりしながらヒアリング、それから意見交換とい

うことで中心に御議論をいただいてまいりました。 

 来年度以降の企業主導型保育事業の円滑な実施に向けまして、現時点において当面早急

に改善すべき今後の方向性についての対応策をお示しいただくことがまずは必要と考えて
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おります。 

 その上で、現在内閣府においては平成28年度、29年度の事業の運営状況についての検証

作業を進めております。現在、鋭意精査中でありますけれども、その結果が取りまとめら

れましたら本検討会にも御報告させていただき、引き続き所要の対応策について御意見を

伺いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 そして、その後、報告書を少し読み上げていこうと思いますけれども、先ほどのJFEスチ

ールとの関係で、大臣のお話にもありましたように、我々にもいろいろなお尋ねがあるの

で、１点だけ確認をさせていただきたいと思います。 

（報告書配付） 

○西川参事官 １点だけ、補足的に御説明をしたいと思います。 

 ６ページのところを先にごらんいただきます。ここのあたりは骨子を基本的には書き下

しているところでございますけれども、２つ目の「○」のところでございまして、先ほど

JFEスチールの中でもお話がございました「保育事業者設置型については、保育事業を専門

に行う事業者であることも踏まえ、定員20名以上の施設は、保育士割合を75％以上」と、

そこはまだいろいろなタイプがあるかと思いますので、保育事業者設置型があったり、単

独設置型があったり、共同設置型があったり、いろいろなタイプがあって若干混乱がござ

いますので、そういうところでございます。 

 では、読み上げをさせていただきたいと思いますので、スガ係長のほうからよろしくお

願いします。 

○事務局 それでは、御説明いたします。 

 

企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告（案） 

平成31年３月８日 

１．企業主導型保育事業について 

（１）制度の意義 

○子ども・子育て支援法改正により平成28年度に創設された企業主導型保育事業の意義

は、 

１）待機児童対策へ貢献：女性の就労が拡大する傾向が顕著となる中、国政上の課題と

して保育の受け皿を更に拡大していくため、新たな施策の導入により待機児童対策へ

貢献する 

２）企業の従業員の多様な働き方に対応：夜間、休日勤務の他、短時間勤務の非正規社

員など、企業毎の多様な働き方に対応し、保育施設を設置して人材確保を進めようと

する企業を支援する 

３）企業の自主性に配慮：財源は税ではなく事業主の負担する拠出金であることを踏ま

えて、企業の自主性に配慮する 

○企業主導型保育事業を実施する施設に対しては、実施機関を通じ、整備費及び運営費
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について助成金が支給される。助成金の額は、整備費は認可保育所と同水準、運営費

は小規模保育事業等と同水準とされた。助成金の財源は、全国の事業主が負担する拠

出金により賄われる。 

（２）制度創設からこれまでの経緯 

【平成27～28年度】 

○平成27年11月、政府の「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」の中

で、「待機児童解消加速化プラン」による平成25～29年度末までの保育整備拡大量が

40万人から50万人に拡大され、その実現に向けた対策の一つとして本事業の創設が検

討された。 

〇平成28年３月、子ども・子育て支援法が改正され、平成28年度から企業からの拠出金

率の法定上限を引き上げ、拠出金の使途に本事業を追加した上で、スタートした。 

○本事業の整備量の目標は、「待機児童解消加速化プラン」による50万人の保育の整備

拡大目標のうち約５万人分とされた。 

○本事業の実施に当たり、施設の類型として、 

・単独又は複数の企業が保育施設を設置して自らの従業員のために保育サービスを提供

する形態 

・企業が自らの従業員のために設置した保育施設の利用定員の一部について、他の企業

と契約して当該企業の従業員に保育を提供する形態 

・保育専門の事業者が保育施設の設置主体として責任を果たしつつ、利用者を雇用する

企業は、設置主体とならない形態 

が設けられた。また、施設利用者の定員については、 

・設置企業の従業員の児童に係る定員 

・従業員枠以外の児童に係る定員 

の区分が設けられた。 

○各施設への施設整備費や運営費の助成業務、新設申請に係る相談業務、指導監査業務、

従事者向け研修業務等に関して、平成28年４月、実務を担う実施機関が公募され、公

益財団法人児童育成協会が選定された。 

【平成29年度】 

○保育の質や安全性を確保していくため、実施機関において、開設して６か月を経過し

た全施設に対し、年に１回立入調査を行うこととし、結果は、平成30年６月から児童

育成協会のホームページを通じて公表されている。 

○平成28年度の創設当初、本事業は、認可保育所と異なり、独立行政法人日本スポーツ

振興センターの災害共済給付制度に加入できなかったが、平成28年度末に法改正がな

され、平成29年度から加入できることとなり、万一の事故にも対応できるようになっ

た。 

○平成29年度末までに、2,597施設、59,703人の助成決定がされた。内訳は、次の通りで
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ある。 

・設置企業規模別：大企業45.7％、中小企業54.3％ 

・定員規模別：40人以上10.3％、20～40人19.6％、20人未満70.0％ 

・設置形態別：単独設置型45.5％、共同設置型・共同利用型39.5％ 

保育事業者設置型15.0％｡ 

【平成30年度】 

○平成30年３月、子ども・子育て支援法が改正され、平成30年度から拠出金率の法定上

限が再び引上げられ、「子育て安心プラン」による平成30～32年度末までの32万人の

保育の整備目標のうち６万人を本事業で整備する方針となった。その際、とりわけ中

小企業による設置を促進するため、中小企業が設置者となる場合の施設運営費の自己

負担割合を軽減する措置などが講じられた。 

２．企業主導型保育事業の課題 

○事業創設から３年目を迎え、「保育サービスの質」「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、次のような課題が指摘されている。 

➢待機児童対策へ貢献すべく量的拡充に重きを置く一方、実施機関が行う事前の審査、

開設後の指導監査等において、保育の質の視点が不足しているのではないか。 

➢その結果、設置者の財務基盤が脆弱であったり、経営見通しが甘いままに開設された

施設があり、入所児童の確保や保育士の確保が円滑に行われず、定員割れ、休止等に

つながったのではないか。 

➢単独設置型や共同設置型と違い、保育事業者設置型は、施設の設置企業と利用者の間

に雇用関係が無い。また、認可保育所の代替としての側面が強く、入所児童は空きが

生じた付近の認可保育所へ移る傾向も見られること等から、実績の少ない事業者につ

いて、保育の質や事業継続性の面で課題があるのではないか。 

➢自治体と実施機関の間の各施設の運営状況の情報共有、指導監査の連携等が不足して

いるのではないか。 

➢事業規模が拡大する中で、実施機関による指導監査、各種相談の実施体制が、十分に

整っていないのではないか。 

○以上のような課題を踏まえ、昨年12月、少子化対策担当大臣のもと、本委員会を設置

し、事業者、利用者、自治体、実務を担う実施機関等と意見交換を行い、当面、早急

に改善すべき今後の方向性についての対応策を取りまとめた。国においては、来年度

以降、早急に、この方向性に沿って、一層適切な実施体制を確保するよう求められる。 

○引き続き、本報告以降の様々な状況も踏まえて、本委員会としても所要の対応策を継

続的に検討していく。 

３．今後の方向性 

（１）基本的考え方 

【事業の意義の再認識】 
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○制度創設時の「待機児童対策へ貢献」「企業の従業員の多様な働き方に対応」「企業

の自主性に配慮」といった意義を再認識しつつ、これまで３年間の運営状況を再点検

するとともに、早急に諸課題へ対応する。 

【保育の質の確保・向上の重視】 

○子供の安全第一の観点から、保育の質の確保・向上を重視し、審査、指導監査の在り

方を検証し、見直す。 

【事業の継続性・安定性の確保】 

○待機児童対策への貢献や、企業の人材確保といった面で、職域及び地域において継続

的に一定の役割を果たしていけるよう、また子供にとって安全で安定的な保育が可能

となるよう、事業の継続性・安定性を確保する。 

【透明性の確保】 

○全国の事業主の負担する拠出金で財源が賄われていることに鑑み、透明性の高い事業

運営に努めていく。立入調査結果、審査結果の情報開示、各施設の決算情報の公開等

を進める。 

【国と実施機関との適切な役割分担】 

○国と実施機関とが適切に役割分担を行う体制を整備し、国は、審査や指導監査の基準

策定をはじめ基本的ルール策定、特別な立入調査を行い、実施機関は、国の指示のも

とで効率的かつ効果的な審査・指導監査等を担当する。 

【自治体との適切な連携】 

○国・実施機関と自治体との間で、情報を共有しつつ、審査・運営の円滑化や指導監査、

相談などについての連携を進める。 

（２）審査基準、運営基準 

○現在、実施機関において、施設の設置申請を受理し、外部の専門家による審査委員会

の審査を経て助成の可否を決定し、その後、申請内容の精査など所要の手続を経て助

成の可否を確定しているが、審査委員会による審査体制や審査内容の充実を図るべき

である。 

○本事業は、設置者である企業と利用者である労働者の間の安定的な雇用関係を基礎と

した保育の提供が期待されるが、保育事業者設置型の施設の場合、そのような安定的

関係は比較的薄くなりがちとの指摘がある。今後、保育事業者設置型の新規参入する

場合は、自治体における認可保育所の事業者の選定例を参考に、一定の事業実績（５

年以上）のある者に限るべきである。単独設置型・共同設置型・共同利用型の設置者

が、今後、保育事業者へ委託する場合も同様とする。 

○保育事業者設置型については、保育事業を専門に行う事業者であることも踏まえ、定

員20名以上の施設は、保育士割合を75％以上に引上げるべきである。なお、本事業の

既存施設には、３年程度の経過措置を設けることが適当である。 

○現在、原則として書面により設置の審査を行っているが、必要に応じてヒアリング・
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現地調査を行うなど、審査の精度の向上を図るべきである。また反社会的勢力の排除

については、より効果的な対応方法を検討しつつ、引き続き徹底すべきである。 

○施設開設後の安定的な利用者の確保のため、 

・従業員枠について、今後、設置申請の審査時に、利用者の意向調査等のデータを求め

ることとし、特に保育事業者設置型については利用企業を確認するなど精度の高い見

通しを求めるべきである。 

・地域枠については、地域の保育需要の確認などにより、引き続き自治体と相談するべ

きである。 

○審査業務の効率化と適正化を図るため、 

・審査を２段階とし、まずは申請事業者の財務面など適格性を審査し、次にこの適格性

を満たす事業者について、施設の構造面、事業計画等を審査すべきである。 

・市区町村からの情報提供に基づき、施設構造面に係る技術的審査や地域の保育需給状

況といった客観情報について、引き続き審査に反映すべきである。市区町村からの情

報は、事業者から確認するのみならず、必要に応じ、実施機関が直接市区町村から情

報を得るべきである。 

・継続的に安定的な運営されている事業者に対して、運営費助成金に係る事務手続の簡

素化を検討すべきである。施設運営に係る評価指標として、利用者・従事者の満足度

調査の実施も考えられる。 

○施設整備費について、新設の場合の助成額と既存の建築物の改修に係る助成額を明確

に区分するなど、実勢に合わせるべきである。 

○本事業については、設置企業の本体事業と区分経理すべきとされているが、本体事業

の経営の影響を受けざるを得ない。やむを得ず他に事業を譲渡したり、廃止しようと

する場合の取扱は、事業の安定性と保育の質の確保を図るため、新設時と同様、審査

会に諮るなど厳格な審査手続きを要件とすべきである。 

（３）指導監査 

○指導監査の内容について、財務面、労務面を強化することとし、そのために、社会福

祉法人や学校法人、株式会社、NPOなど様々な法人種別に対応した専門人材の確保や監

査の専門的なルールを作りつつ、充実を図るべきである。 

○開設後の指導監査を充実するため、全国に点在する施設に対する指導監査体制が構築

されるよう、地域ブロック別又は業務別の体制を整備するべきである。 

○指導監査業務の一部を外部に委託する場合は、中立性・専門性の確保が必要である。

また、指導監査を行う者が、施設の顧問を務める、資本関係がある等の一定の関係性

を有する場合は、利益相反が生じないよう必要な措置を講じるべきである。併せて、

指導監査を行う者の専門性を向上するため、研修のあり方等を検討すべきである。 

○立入調査結果については公表した後、改善報告を求めてフォローアップしているが、

その改善に向けた相談支援や改善状況の適切な確認の充実を図るべきである。また実
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施機関の度重なる指摘によっても、改善が見られない場合等については、必要に応じ

て国が直接的に指導監査する体制とすべきである。 

○指導監査の効率化を図るため、実施機関と、児童福祉法に基づき指導監督の責任を持

つ自治体による指導監査の合同実施、結果の情報共有を更に図る他、指導監査の研修

を合同で実施したり、連携の好事例を横展開していくべきである。 

（４）相談支援 

○実施機関において、新設申請に係る相談業務は実施してきたものの、開設後の保育業

務、安全等についての相談支援は必ずしも十分な状況とは言えない。事業開始後も継

続的に相談支援していくべきである。 

○各施設への巡回指導、共同設置型・共同利用型で定員に空きが生じた施設と保育ニー

ズのある企業とのマッチング支援など、実施機関、経済団体、自治体が連携している

好事例も提供しながら、事業者支援の充実を図っていくべきである。 

（５）情報公開 

○これまで、保育事故の防止をはじめ質を確保する観点からの指導監査に重点を置き、

全施設を対象として年１回の立入調査を実施し、その結果を公開している。今後、事

業の透明性を確保するため、各施設の決算情報を公開していくべきである。 

○利用者の安定的な確保や事業運営の健全性を確保するため、各施設の定員充足状況等

を公表するとともに、取消や休止施設の情報も一覧で公表するべきである。 

○現在、新設時の審査の基準や着眼点を公表しているが、各審査結果の通知に当たって

は不採択の理由が示されていない。今後、審査過程の透明化等を図る観点から、不採

択となった事業者に理由を通知すべきである。 

（６）自治体との連携 

○平成30年度より、地域枠は、市町村子ども・子育て支援事業計画の供給量に含められ

るよう国の基本指針が改正されたところであり、設置者が地域枠を設定しようとする

場合、自治体と相談の上、地域の保育需給状況を踏まえたものとなるようにすべきで

ある。 

○施設の適切な運営や緊急時の円滑な対応に資するよう、各施設が自治体に対し、定員・

利用者・従事者等の状況を定期報告する仕組を検討するべきである。 

○企業主導型保育事業の円滑な運営に当たって、経済団体、自治体の福祉部局・経済部

局、設置者、保護者等と意見交換の場を作ることが有用である。例えば、施設の休廃

止時や万一の災害時に備えるため、国、実施機関、自治体等の役割を明確にしたマニ

ュアルを整備すべきである。 

○実施機関と自治体が相互に連携しながら、必要に応じて指導監査、巡回指導、研修の

合同実施に努めるべきである。 

○実施機関、経済界、自治体が連携して相談体制が構築されるよう、国による支援を検

討すべきである。 
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（７）実施体制 

○事業の効果的、安定的な運営を確保するため、国と実施機関は、適切な役割分担を図

っていくべきである。 

・国は、審査や指導監査、情報公開基準等の基本ルールを設定し、公表し、必要な場合

には直接、指導監査等を行う。 

・実施機関は、上記（２）～（６）の実施・連携が可能となるよう、中立・専門的な体

制とし、新設審査、概算払による助成金の円滑な支払い等の資金助成、指導監査等の

実務を担当する。その際には、利益相反が生じないよう必要な措置を講じる。 

○実施機関は、高い中立性、専門性のほか、継続的に担うことが求められる。このため、

毎年度、国は、外部評価等を行い、透明性の高い事業運営が行われるようにすべきで

ある。それを前提に、実施機関において複数年の事業実施が可能となるようすべきで

ある。 

４．平成31年度以降の実施体制 

○平成31年度以降の企業主導型保育事業の実施体制については、本報告の提言を踏まえ、

必要な見直しの上で、再構築することが求められる。まずは、国と実施機関との役割

分担を明確にしつつ、実施機関に求められる役割とその要件を整理すべきである。 

○その上で、一定の周知及び準備期間も考慮し、本年夏を目途にあらためて国において

本事業の実施機関を公募し、選定することが適当である。平成31年度分の新規に企業

主導型保育事業の実施施設の募集については、選定された実施機関のもとで、実施さ

れることとなる。 

○なお、新たな公募により実施機関が選定されるまでの間、現行の運営費助成金の支払

業務等は継続する必要があることから、当該期間においては、国の指示の下、現行の

実施機関である児童育成協会が継続事務を執行することが現実的である。ただし、こ

の場合も業務運営及び組織体制について相応の適正化を前提とすべきであり、国が適

切に指導監督することが求められる。 

 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、議論の進め方ですが、大きく３つの部分に分けてやっていきたいと思います。

まず、最初に「１.企業主導型保育事業について」「２．企業主導型保育事業の課題」につ

いての２つをあわせました総論の部分、次に３となります「今後の方向性」について、最

後に「４．平成31年度以降の実施体制」について議論できればと思っております。各項目、

おおむね10分程度で議論いただければと存じております。よろしくお願いします。 

 それでは、まず初めに「１．企業主導型保育事業について」「２．企業主導型保育事業

の課題」についての総論部分で御意見などありましたら、お願い申し上げます。 

○日本経済団体連合会 １点発言させていただきます。 
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 １と２にある意義と課題の項目について、先ほどご説明のあったアンケート調査結果も

反映した形で、御検討いただければと考えています。 

○前田座長 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

 続きまして、「３．今後の方向性」について、御意見などがありましたらお願いします。

また、ほかの部分の部分でもお気づきの点、先ほどの部分でもお気づきの点がありました

ら御発言いただいても結構です。 

 まず、「３．今後の方向性」について、御意見などをお願い申し上げます。 

○嶋方構成員 情報公開という点ですけれども、まず子供を預かる施設ということもあり

ますし、財源が全国の企業が負担する公費ということもございますので、決算情報等を公

開することで、その設置者の健全性について見える化を図るということが大きな柱になる

のかなと感じております。 

 ただ、財務情報の公開というのはそう単純なものではないと思いますので、今後その専

門的な検討を行っていく必要があるのかなと感じます。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。 

 多田さん、どうぞ。 

○多田構成員 地方自治体との連携というところで意見というか、感想のような感じにな

りますけれども、発言させていただきます。 

 今回ですけれども、地方自治体との連携を非常に多く記載していただき、ありがとうご

ざいます。そこでですけれども、今回、東京都の自治体の状況でもあるのですが、企業主

導型保育との関係ということでは、各施設がどのような運営をしていくかが少しわからな

いというところで、各自治体にとっての地域枠の活用が進まないというような状況があり

ました。 

 そうした中、９ページの「（６）自治体との連携」の２つ目に書かれていますとおり、

「各施設が自治体に対し、定員・利用者・従業者等の状況を定期報告する仕組を検討する

べき、というところがあります。ここのところは、各自治体にとっては非常に重要な情報

となると思いますので、具体化をしていただきたいと思います。 

 また、指導監督の関係で幾つか記載がありますけれども、自治体との連携という意味で

はいろいろなやり方があるかと思います。ここに書かれていますとおり、合同での立ち入

りですとか、情報の共有ですとか、研修ですとか、いろいろあると思います。 

 その際に留意していただきたいのが、認可外保育士の指導監督といいますのは各自治体

で少し考え方というんでしょうか、基準の捉え方とかが違ったりしていることがあると思

います。 

 そのため、特に合同とかで指導監督する場合は、その内容の調整といいますか、その前

段階として企業主導型保育事業の指導の基準について明らかにするというのでしょうか、

どういった事項をどういう評価基準で見ていくか。そういったところも、検討していただ

ければと思います。 
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 その上で、情報の共有ですとか、具体的に合同で立ち入りとか、そういったところにつ

いてどういったやり方でやるかということのさらに検討を進めていただければと思います。

以上になります。 

○前田座長 どうぞ。 

○日本商工会議所 ６ページの一番上の「○」で、保育事業者設置型の新規参入する場合、

一定の事業実績、５年以上あるものに限るべきであるというところについてなんですけれ

ども、現在各企業はいろいろな法人ですとか組織の形態についてさまざまな取り組みがな

されております。 

 それで、例えばなんですけれども、とあるＡ社という会社があったとしまして、そのＡ

社の中の保育の提供部門を切り分けてＢ社として分社化するといったようなパターンも実

際にございます。こうした場合ですけれども、設置者でありますＡ社と、実際に保育を提

供するＢ社は取引上、委託と受託の関係になります。 

 それで、このＢ社の設立された年、設立年といった形式的な判断だけ見ますと、新規参

入と見られかねないわけでございます。 

 また、事業所内保育を長年運営してきた実績を持つ部門を、例えば分社化する場合です

ね。その事業実績の判断基準といったようなことも、十分に考慮していく必要があると思

います。 

 今回、全体を通じまして、保育の質ですとか、安定的な保育の運営を確保、担保してい

くという考え方は非常に重要なものでございますが、一定の事業実績、この５年以上とい

う部分については形式的な審査ではなくて、健全な事業者を制限されないように要綱等、

詳細を十分に精査するといったようなことが不可欠でありますし、混乱、誤解がないよう

な形で内閣府さんも十分に周知に取り組んでいただきたいと思います。 

 あともう一点、８ページの「（４）相談支援」の２つ目の「○」のところでございます。

先ほど大阪の事例は非常にすばらしい取り組みだと感じております。こういった事例の紹

介もございました。 

 それで、この２つ目の「○」で書かれてございますようなマッチング支援などの取り組

みですね。まさに重要だと思いますので、こういった取り組みも鋭意進めていただければ

と思います。 

 この報告書にも記載されていますが、この財源が事業主からの拠出金ということもござ

いますので、日ごろから運用規律の徹底ということについても申し上げさせていただいて

いるんですが、十分な効果をこの企業主導型保育が発揮していくというのは非常に重要な

ことでございますので、この相談支援に書かれているマッチング支援などについても非常

に重要と認識してございます。 

 ちょっと長くなりまして、失礼しました。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 吉田構成員、どうぞ。 
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○吉田構成員 どこというわけではないんですけれども、全体的に聞いていて感じたこと

でもあるのですが、以前に待機児童がいないのに企業主導型保育がぱっとできてしまって、

かえって競争、子供の取り合いになるんじゃないかとか、そういった指摘もあったんです

けれども、ただ、保育のニーズというのはなかなか潜在のニーズとかもあったりして、出

ている数字が正しいところが多いと思うんですけれども、どの程度なのかというのがちょ

っとわかりにくいところもあったりします。 

 また、うちなどでも認可保育園と企業主導型保育でも、倉敷は特に車で通勤される方が

ほとんどなので、認可保育園よりも例えば職場の近くのうちの保育園のほうがいいという

方もむしろいらっしゃるぐらいなので、やはりその施設によって従業員枠とか地域枠を設

置するときにいろいろ考え方とかがあるんだなということを、今回この報告書とか、今ま

でのことを含めてちょっと思いましたので、言わせていただきました。 

○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。 

 では、私のほうからちょっと補足で。もう既に多田委員のほうから御指摘があったんで

すけれども、幾つか企業主導型保育事業所に伺ったり、いろいろなお話をして自治体の方

のお話も聞いたんですけれども、そもそも多田委員が言われたとおり、認可外保育施設の

指導監督基準の読み取り方も各自治体で違うんですね。 

 かつ、これまで本当に自治体と企業主導型保育園と交流がほとんどない自治体が多かっ

たので、企業主導型への指導監査が児童育成協会はどういうところにポイントを置いてし

ているかということも全自治体がよくわかっていない。 

 ですので、施設側にすると、今度は逆に自治体から言われたことと、育成協会で言われ

たことが違うことになりますので、この企業主導型保育事業の基準と、どういう点を指導

監査するのかというのを国として取りまとめていただいた上で、先ほど多田委員が言われ

たとおり自治体と情報交換をしていただかないと、うちの自治体はこうだとか、違うとか、

また現場で大混乱が起こると思うんですね。 

 ですので、効果的な指導監督体制をしてくためにも、企業主導型保育としての必要な指

導監査基準、実施団体が行っている監査基準というものを明確化して、自治体にお伝えい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 座長がしゃべって申しわけないですけれども、いかがですか。 

○日本経済団体連合会 今回、文書を拝見させていただきまして、それぞれの項目の主体、

主語等々がはっきりしており、非常に整理された文書になっている点については感謝いた

します。 

 他方、既に企業主導型保育事業を行っている企業さんから、報道ベースでこういうのが

検討されているというのを耳にしたけれども、実際うちの事業所はどうなるんだろうか、

どういうふうに当てはまるんだろうかという懸念する声があったことも事実です。 

 そういう意味では、文書全体を通じて、そういった現場の混乱がないよう、それぞれの

定義ですとか、対象ですとか、丁寧な御説明の御対応お願いしたいと考えている次第です。
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以上です。 

○前田座長 ありがとうございます。皆さん、よろしいですか。 

 それでは、最後になります。４番で「平成31年度以降の実施体制」について、御意見な

どございましたらお願い申し上げます。また、ここの部分にもこだわりませんので、今、

気づかれたことがあれば前の部分でも御発言いただいて結構でございます。 

 いかがでしょうか。 

○本地構成員 前の部分と少しかぶるかもしれませんが、やはり実施機関が複数年で事業

をできるようにする。これは、非常に重要と思っています。ゴーイング・コンサーンでは

ないですけれども、１年で終わってしまうかもしれないということであれば業務に積極的

に取り組めないと思います。 

 当然、透明性を一定確保するとか、ある程度の条件が必要だとは思いますが、やはり期

間は複数年といっても２年とかでは少し短いのかなと思いますし、やはりある程度、例え

ば５年とか、そういった期間を設けて、運営する側も、評価する側も、ある程度長期的な

スパンで物事を考えるような仕組みにする。これは、非常に重要と思っております。 

○前田座長 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○吉田構成員 大きい４番の３つ目の「○」ですけれども、現実的に支払いの業務が特に

滞らないためにも、やはり継続する必要があるというのは本当にそうだなというふうに私

も思います。 

○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。委員の皆様から、よろしいでしょうか。言い足りないことと

か、大丈夫でおられますか。 

 それでは、一通り議論をしていただきました。皆様、大丈夫でおられますか。最後を通

して、特段御意見がないようでございますので、本日の会議はここまでといたしたいと存

じます。本日も、さまざまな御意見を頂戴いたしましてまことにありがとうございました。 

 先ほども確認させていただきましたが、本日の報告案の位置づけは案にも記載してある

とおり、現時点において当面早急に改善すべき今後の方向性についての対応策を取りまと

めたものでございます。引き続き、本報告以降のさまざまな状況も踏まえて、本委員会と

しても所要の対応策を継続的に検討していくこととなっております。本報告会の取り扱い

や、今後の段取りにつきましては、座長の私と事務局に預からせていただければと存じま

す。委員の皆様には別途、連絡させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、最後に宮腰光寛少子化対策担当大臣より御挨拶がございます。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 本日は、これまで行ってまいりましたヒアリングや取りまと

め骨子案についての議論を踏まえ、当面、早急に改善すべき事項につきまして委員の皆様、

あるいはオブザーバーの皆様からも大変活発な御議論をいただきました。 
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 今回４回目ということでございますが、私も初回、２回目は出席させていただきました

けれども、前回の３回目は残念ながら国会の日程の関係で出席できませんでした。 

 委員の皆様方から本当に真剣な御議論をいただき、今回、一定の取りまとめという形で

座長にお願いをさせていただきたいと思っております。 

 実は、国会の中でも企業主導型保育事業については、連日のように質問をいただいてお

ります。企業主導型保育施設にお子さんを預けていらっしゃる保護者の方々、あるいは施

設を運営する企業の皆様と、そこで使命感を持って働く保育士の方々を初め、いろいろな

問題で国民の皆さん方に大変な御心配をおかけしているということを真摯に受けとめさせ

ていただいております。 

 最初の検討委員会でも申し上げましたけれども、親御さんにとって、そして社会にとり

ましてかけがいのない子供たちの生活や命にかかわる問題であります。質の確保向上を図

っていかなければいけないというふうに考えております。 

 もちろん、すばらしい運営をやっておいでになるところが大半だと思いますけれども、

一方でやはりこれまで多くの問題が表面化しているという実態もあります。 

 国のほうで、国会でも御答弁申し上げましたけれども、これまで開設された全ての保育

所を対象にして検証作業を今、続けさせていただいております。2,600カ所にも上るという

ことでありますので、なかなか作業は実は大変でありますが、この検討委員会で御議論を

いただいた機会に、徹底的に検証を進めていこうということで今、作業を進めさせていた

だいております。 

 今回、前田座長におかれましては、本日の議論を踏まえ、速やかに報告を取りまとめて

いただきたいと思っております。そして、内閣府としてお示しいただいた方向に沿って、

できることから早急に、かつ着実に改善を図ってまいります。 

 委員の皆様におかれましては、今後検討委員会の報告に沿った取り組みの進捗をチェッ

クいただき、さらなる改善に向けて継続的な検討をお願いいたしたいと思います。 

 何とぞよろしくお願い申し上げて、締めの御挨拶とさせていただきたいと思います。と

にかく、これからも引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。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、これで第４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、まことにありがとうございまし

た。 


