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○前田座長 それでは、定刻となりましたので、第５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。 

 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として「企業主導型保育事業（平成28

年度・29年度助成決定分）の検証について」、資料２として会計検査院による指摘と対応、

資料３として検討委員会報告の各提言に関する国の対応状況、参考資料１として自治体の

取り組み、参考資料２として３月18日の検討委員会報告、参考資料３として実施機関が公

募されるまでの間の継続事務にかかわる適正化策でございます。 

 机上配付資料といたしまして、そのほかに、第１回、第２回、第３回、第４回の資料及

び議事録をファイルにしたものを御用意してございます。漏れなどはありませんでしょう

か。 

（宮腰内閣府特命担当大臣入室） 

○前田座長 それでは、申しわけないのですけれども、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、議事に入ります。 

 本日は、まず事務局から一括して説明をいただいた後、委員の皆様から質疑の時間を設

けたいと思います。 

 お願いします。 

○西川参事官 では、資料１「企業主導型保育事業（平成28年度・29年度助成決定分）の

検証について」と題するものでございます。 

 企業主導型保育の保育施設の審査につきましては、30年度からはかなり改められまして、

外部の専門家による審査委員会による審査を経るようになりましたけれども、それ以前の

平成28年度・29年度の助成決定プロセス等につきまして課題があるのではないかという御

指摘もございましたので、今回検証したものということでございます。 

 この資料、大部になりますけれども、国会には既に３月に基本的なデータにつきまして

は御報告をいたしてございます。また、定員充足率のデータも入ってございますけれども、

これにつきましては、御案内のとおり、１月のこの委員会のほうにも御報告をいたしてご

ざいます。今回、今後の対応も含めて整理、分析したものでございます。 

 まず、１ページ目の１番、今回の検証内容ということで、大きく全数を調べているもの

でございますが、検証内容ということで、（２）の①から⑤ということで、大きく５つの

観点から検証いたしてございます。 

 ①として、申請から助成決定までの事務的なプロセスのところはどうだったかというこ

と。②として、助成決定した後、その後に取り消しだったり取りやめだったり、そういっ
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たことの現状がどうなっているのか。③として、定員充足率はどうなっているのか。④と

して、施設整備費の問題、この委員会でも少し議論になったところですけれども、整備費

のそれぞれの施設の助成決定額というものが、交付基礎額、つまり、補助基準額ですね。

補助の上限額と同額で張りついているところの施設数がどの程度あるのかというところ。

それから、最後に審査の手順がどうなっているのかという観点から整理してございます。 

 ２ページ目のところで、具体的な検証結果ということでごらんください。まず申請から

助成決定までのプロセスということでございますけれども、①基本的なデータということ

で、申請件数・助成決定件数、全数の施設データを整理してございます。28年度につきま

しては、例えば申請が1,235施設あって、そのうち、審査を経て助成決定したものが871施

設ある。そのようなことで28年度・29年度、ちなみに、この29年度は、28年度からの継続

も含める累計のような形で整理されてございます。 

 ②整備費の申請段階で設立予定であった法人、実はこの事業は法人格の取得ということ

が要件になってございますものですから、申請段階では法人がまだなくて、今後設立予定

だと申されていたところが、実際に助成決定を経た段階できちんと法人が設立されている

ことは確認してございます。 

 ③助成申請から助成決定まで、児童育成協会でしたけれども、どのくらい審査の日数が

かかっているのかということで、28年度・29年度の整備費、運営費、それぞれの審査にか

かった日数の平均ということでございます。 

 ポツで、下のところで、少し時間のかかったようなものもございました。６カ月以上、

審査に時間がかかったところもございましたけれども、法令の観点の確認に少し時間がか

かったということでございます。 

 （２）助成決定した後の状況ということで、①から⑤まで、取りやめ等ということでご

ざいます。 

 ①取りやめしたものということで、助成決定した後、事業者みずからが申請を取り下げ

たり、あるいは取りやめたというところが252施設あったということでございます。助成決

定した後、運営が始まる前に取りやめたもの、運営した後に取りやめたもの、それぞれ214

施設、38施設ありまして、どういう理由で取りやめたのかということを分析したものがそ

の下のとおりでございます。自己都合でやめたり、あるいは、十分にお子さんが確保でき

なかったとか、いろいろな事情の変更があったということで、取りやめられたことでござ

います。 

 当然、その後、助成金の返還が必要になるケースも出てまいりますので、この取りやめ

た施設のうち、助成金の返還が57施設ということでございまして、そのうち大宗の50施設

は返還済みでございますけれども、残りの７施設につきましては、現在助成金の返還を求

めている最中だということでございます。 

 ②として、取り消したという施設、これは既に御案内のとおりでございますけれども、

秋田県と沖縄県の２つの施設が助成取り消しをしているということで、現在、助成金の返
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還を求めている最中だということでございます。 

 ③が事業譲渡ということで、31年４月１日時点での事業譲渡の数ということでございま

す。16法人（44施設）ということになります。譲渡に至った理由ということで、今回理由

別の件数まで詳細に分析をしたところでございます。保育業務を委託していた保育事業者

のほうに譲渡する、あるいはグループ内での組織再編、あるいは民事再生手続等々という

ことでございます。 

 ちなみに、ここに書いてございませんけれども、私ども、保育事業者が設置している場

合に、保育事業者から保育事業者への再委託のようなものは行わないようにするべきだと

いうことで指導してございますので、そのような指導を踏まえて、事業譲渡に至っている

というものも中にはございます。 

 ポツのとおり、この例の施設につきまして確認いたしたところ、譲渡した結果、譲渡事

業者に何らかの利益が生じていて、補助金返還が求められるような事態はなかったという

ことでございました。 

 ④でございます。事業譲渡の件数と一部数字的には重複があるのですけれども、破産・

民事再生ということで３法人（10施設）あったということでございます。第２段落に書い

ておりますとおり、民事再生の２法人（９施設）につきましては、既に事業譲渡がなされ

ているということでございます。 

 ⑤休止ということでございます。11法人（12施設）ということで、今なお休止中のもの

はそのうち２法人（２施設）だということであります。これにつきましても、どういう理

由で休止に至ったのかということを、今回理由別に件数を分析してございます。利用児童

が十分に確保できなかったとか、保育士さんが確保できなかったとか、そういった理由が

示されております。 

 次のページ、今度は⑥ということで、平成28年度に助成決定を受けている施設であって、

31年３月31日でなおまだ運営が開始されていないということで、そういった施設が４法人

（４施設）あったということでございます。この点につきまして、後で御説明します。会

計検査院からも同様の観点からデータが示されてございまして、会計検査院は30年４月時

点のデータということで、17施設あったということで御報告いただいてございますけれど

も、直近のデータで言えば、４法人（４施設）ということであったということでございま

す。理由につきましては、工事がおくれたということであります。 

 （３）ということで、次の大きなくくりでいけば定員充足率についてという大きなくく

りに移りますけれども、これは既に第２回のこの検討委員会でも御報告しているデータで

ございます。繰り返しになりますけれども、運営期間別で見れば、長い期間運営している

ところほど充足率が長くなるとか、あるいは月別のところで見れば、年度当初よりも年度

後半にかけて認可保育所に入りにくいという事情もあるのかと思いますけれども、充足率

が高まっていくという経過がございます。 

 なお、３歳以上児のところは、いずれにしても余り低いということでございますけれど
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も、そこの理由につきましては、下のところに書いてございますように、この企業主導型

保育事業はまだ新しい施設がございます。開園後間もない施設が多いところでございます

けれども、年々お子様が繰り上がってまいりますので、そういったところも見越して３歳

以上児のところは当初は低く抑えられていることもあろうかと思います。 

 そもそも５ページ、下の次のところのなお書きにございますけれども、この施設はどち

らかというとゼロ歳から２歳児のお子さんが定員設定としても多くなっていて、３歳児に

つきましては、少ない定員設定になってございます。 

 これから、大きなくくりで（４）ということでございます。今回の検討委員会でも整備

費の問題ということは取り上げられていて、提言の中でも整備費の上限額を新設の場合と

改修額で分けて、改修の方を少し下げるような形にするべきではないかという御指摘をい

ただいているところでございます。 

 このグラフを見ていただきまして、平成28年度、全体では772の施設が整備費を受ける形

になってございますけれども、そのうち28年度に着工して竣工が終わっているものが410

あったということでございます。それぞれ新設、創設が128、改修が282あったということ

でございますけれども、右の方まで見ていただきますと、創設のところで言えば、そのう

ち14.8％が上限額いっぱいのところで工事がなされていたと。改修のところは全体の1.4％

が上限額いっぱいのところで工事をされていたということでございます。29年度も同様の

形で分析をいたしております。 

 ６ページ、審査の手順ということでございまして、※印のとおり、補助要綱、実施要綱、

助成要領、それぞれ文書がございます。御案内のとおり、整備費につきましては厚労省の

認可保育所、運営費につきましても公定価格を参考にしながら策定をいたしているところ

でございますけれども、第２段落のとおり、基本的には書類審査が中心であったけれども、

中にはヒアリング、現地調査を行ったものもあったということでございます。 

 具体的な事務の流れということで、大体御案内のとおりということで、ア）、イ）、ウ）

とございます。参考に御紹介をいたしますと、ポツのところで、まずは職員配置あるいは

設備の基準、階段とか、部屋面積だとか、そういったところの基準は満たしているのか。 

 それから、財務の関係で、決算報告書、収支予算書を確認したり、法人の関係の定款と

かといったことで、必要に応じてヒアリングや現地調査を行うということでございます。 

 ※印にあります、28年度・29年度は、自治体への事前相談は申請の前提ではなかったの

ですけれども、30年度からは、その点は改めて事前相談を前提ということにさせていただ

いてございます。 

 さらに７ページにございますが、30年度からは外部の有識者による審査会ということで、

審査会においても御審査いただくことになってございますし、さらには、審査の方針とい

うところについても、具体的にどういった点が優先的な点数づけになるのですよというこ

とも明示して、審査を行ってございます。 

 ８ページ、今後の対応ということで、この点につきましては、３月18日の当委員会の報
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告書に沿って対応を進めていくということでございます。簡単に言いますと、（２）で言

えば、助成決定後の状況への対応ということで、今回取りやめとか、取り消しとか、そう

いった事案が残念ながら幾つか出ているということでございますので、そういったところ

につきましては、しっかりと補助金の返還が必要な場合には求めていくということでござ

います。 

 特に８ページの下のところで、事業譲渡の事例につきましては、これも補助金の返還に

つながるような事案の有無に関して、しっかり調査を行っていくということでございます。 

 ９ページ、これは検査院から指摘された方向性を踏まえた改善策ということで、審査基

準、指導監査・相談支援、それぞれこの報告書で述べられている、３月18日の当委員会の

報告書に沿って対応していこうということになります。 

 それから、定員充足率の結果への対応、整備費の助成決定額が同額となっている事例へ

の対応、それぞれこの検討委員会での報告書でおおむねその問題意識は踏まえた上で御議

論をいただいておりましたので、これに沿って徹底的にやっていきたいということでござ

います。 

 11ページ以降は、法人の名前まではもちろん載せてございませんけれども、具体的なデ

ータをつけてございます。例えば11ページであれば、申請段階では法人の設立予定と言っ

ていましたけれども、その後にちゃんと法人格をとっていたかどうかというところの確認

をしてございます。 

 13ページの取り消しにつきましては、これは既に公表している、もうホームページにも

出しているものでございますので、具体的な名前を載せてございます。 

 19ページにつきましては、助成申請の段階での事務におきましてどんな書類を求めてい

るかということを、運営費、施設整備費それぞれにつきまして、確認している書類を載せ

てございます。 

 20ページ以降は、既にこの委員会で御報告させていただいている資料をもう一度つけさ

せていただいております。 

 資料２に移ります。４月23日付で会計検査院から私どもに改善の措置要求という形でい

ただいている文書でございます。 

 かいつまんで申し上げますと、初めの１ページ目から３ページ目、４ページ目の頭まで

は、この事業の概略等につきまして御紹介いただいてございますので、ポイントは４ペー

ジ目以降になってまいります。 

 特にということで、４ページ目の最後の段落のところですけれども、今回、会計検査院

も全国全ての施設を回ったというわけではございませんので、全体のうちの利用定員、利

用児童数等々を勘案してということで、ここに書いてございませんけれども、比較的定員

充足率が低い施設を選んで調査されていると報道されてございますが、そのように伺って

ございます。そういった213の施設を選んで調査を検査されているということでございます。 

 検査の結果ということで、５ページ目をごらんいただきまして、定員充足率というとこ
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ろで、アのところで、先ほどの213施設のうち30年10月時点で開設後１年以上経過している

施設ということで、この30年10月時点で定員充足率がどうなっているか、その直前、１年

間の各月の定員充足率がどうなっているかということで、それぞれいずれもが50％を切っ

ているという利用が低調な施設が、この213のうち72の施設がそうであったという報告でご

ざいます。 

 この点、この資料には当然入ってございませんが、私どもも内閣府のほうで同様の調査、

これは全数で調査をいたしてございますけれども、同じような観点で全数調査をしてみま

すと、50％未満の施設が18％程度ということで、会計検査院のデータよりもかなり低い数

値なのかなと。それは多分母集団のとり方が少し違うということで、会計検査院の場合は、

比較的利用が低いというところを見て入って検査されておりますけれども、私どもは全数

で調べているということで、数字に差が出ているのかなと思われます。 

 ６ページ目、２点目のところで大きく２つの御意見をいただいているわけですけれども、

（２）のところでございます。開設するということで、手続を踏んでいるものの、児童が

いまだ受け入れられていない事態があるのではないかということで、この213施設のうち、

17の施設が28・29年度で整備を実施して、実際に工事も済んだということですけれども、

30年の４月時点でいまだに開設に至っていないということで、全体の17施設があったとい

うことでございます。 

 先ほどの資料１で私どものお話をさせていただきましたが、同様の観点で言えば、現時

点の足元では４施設ということでございます。会計検査院のほうから時点が少し30年４月

ということでございましたので、４施設ということでございました。 

 こういったことを受けまして、８ページに全体の要求が書かれてございます。３のとこ

ろでア、イ、ウということで大きく３点、初めの２点が定員充足率の関係でございまして、

定員充足率の関係では、利用定員の具体的な設定方法を定めて、申請主体に対しまして、

適切に利用定員の設定を行う必要性を周知させるべきであると。 

 それから、その下の行のところでございますけれども、従業員枠、地域枠に係る利用定

員の設定の根拠となる資料を、事業主体から申請時に提出させて、しっかりと利用定員の

妥当性について、審査を行わせるべきであるということですね。 

 それから、イのところですけれども、仮に利用が低調になっている場合も中には出てく

るかと思いますが、２行目のとおり、そういった場合には、事業主体が定員充足率向上の

ための取り組みをしっかりと行うようにと。マッチング等々の支援もございますけれども、

そういったことも適切に行うべしということでございます。 

 ウで、これは２つ目のお話にかかわってくるところでございますけれども、企業主導型

保育施設の設備の基準というものが建築の関係、あるいは部屋面積の関係、いろいろござ

いますので、そういったところの適合性ということが確認できるように、後になってから

ここは設備基準に合っていなかったということにならないように、簡単なチェックシート

みたいなものを作成すべきであるという御指摘をいただいてございます。 
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 駆け足になりますけれども、最後に資料３ということで、３月18日に当委員会におきま

して御提言をいただいたところでございますので、現時点での進捗管理といいますか、皆

様方に今こうなっていますということで、一覧表にしたものでございます。 

 特に現時点で進めているところだけかいつまんでお話し申し上げますと、例えば３．指

導監査というところで、財務面、労務面の指導監査を強化していくべきであるという御提

言が、左のところで書いてございます。右のほうで、財務・労務の専門家、自治体関係者

から助言を得ながら指導監査基準を策定するということで、これはもう策定に着手してご

ざいます。 

 次のページでございますけれども、例えば③で、実施機関と自治体の指導監査について、

情報共有だとか、うまく好事例を横展開していくべきだという御提言をいただいてござい

ますけれども、既に実施しているものとして、国と自治体の意見交換というものを東京都

さんとか宮城県、沖縄県、それぞれ市町村も交えて、開催している最中でございます。 

 企業主導型保育事業だけではなくて、今、幼児教育無償化とか、いろいろなテーマで接

する機会がございますので、そういった機会を活用いたしまして、好事例、大阪府さんな

どがうまく指導監査に取り組んでいるとか、そういったものを紹介しながら横展開という

ことで、各自治体の方にお話をしているところでございます。 

 ⑤で、監査担当者と保育施設の利益相反がかなり問題になってございましたけれども、

この点につきましても、参考資料を後でお時間があれば見ていただければと思いますが、

営利企業への委託は行わないということで、現時点では児童育成協会のほうでは進められ

ているところでございます。 

 次のページ、５．情報公開ということで、幾つかございますけれども、例えば③という

ことで、保育施設の定員充足率等の公表、取り消しや休止施設の情報公表ということで、

既に幾つか公表してございますが、今回２カ年分の検証結果につきましては、公表させて

いただいたということでございます。 

 一応、以上ということでございます。 

 参考資料につきましては、簡単に御紹介いたしますと、毎回この委員会で御紹介させて

いただいております、自治体の取り組みということで、東京都の取り組み、秋田市の取り

組み。秋田市さんでは、企業主導型を整備する場合に単独で少し補助金を出していただい

たりということで、備品の購入とか、施設本体につきましては我々のほうで出しています

ので、我々の補助と重ならない部分を幾つか出していただいていると。 

 最後に明石市さんです。明石市さんも同様に、我々の補助の対象外となっている備品の

購入とか、そういったところを少し、特に地域枠に絡めて補助を出していただいていると

いうことでございます。 

 参考資料２は３月18日の報告ということ、参考資料３につきましては１枚紙でございま

すけれども、この検討委員会の中で、31年度の実施体制をどうするべきかということで御

提言をいただいているところでございます。31年、夏の公募までの間は児童育成協会で実
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施することが現実的であると。ただし、この間も事業運営、組織体制について、相応の適

正化を前提とすべきであり、国において適切に指導監督することが求められるという御提

言をいただいてございますので、それを受ける形で、児童育成協会から我々に提出いただ

いた適正化策ということでございます。これは育成協会から我々のほうに資金助成業務、

指導監査業務、相談支援業務、それぞれこういう方針で夏の公募までの間、実施していく

ということで御提出いただいているものでございます。 

 以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 それでは、これよりまた皆さんから御意見をお聞きしたいと思います。特に資料１と資

料２につきまして、これまでの議論のうち審査、指導監査・相談支援における課題と対応

の方向性に関連してくると思われます。改めまして実施機関を公募する本年の夏を区切り

といたしまして、国において３月18日の報告に沿って具体的な改善策に関する対応、検討

が進められていますが、資料３はその状況の報告でございました。 

 そこで、皆様からまず審査、指導監査・相談支援の項目についてのただいまの事務局の

説明に関しまして、何か御質問、御意見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。 

 嶋方構成員、お願いします。 

○嶋方構成員 ３月の報告書で、審査を２段階にして、まず申請事業者の財務面ですとか

適格性の審査をして、適格性を満たす事業者に対して、施設の構造面であったり、事業計

画等を審査すべきであるという報告をさせてもらっているのですけれども、２カ年検証の

ところで報告された破産ですとか民事再生などの事案は、事業者さんの財務基盤の弱さが

原因でしたので、そこをしっかり審査すべきであったと考えられます。 

 この点、申請の際に、事業者さんから財務数値というのは児童育成協会のほうに報告は

上がってはいるのですけれども、それの適正性を児童育成協会で検証するというには人手

が足りないので、それは税理士であったり会計士に何か意見書みたいなものをもらって、

申請の際に添付するような仕組みもあるのかなと考えております。 

 ただ、申請者が、会計監査人設置会社が大きい会社で、無限定適正に何も問題ありませ

んという意見報告書を既にもらっているのであれば、その手続を省略しても構わないのか

なと思います。 

 税理士さんや会計士さんから意見書をもらうという手続は、事務負担はふえてしまうの

かもしれないのですけれども、ただ、事業者さんであれば、近くにつき合いのある税理士

さん等はいらっしゃると思いますので、そこまで負担にはならないのかなとも思っており

ます。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 本地構成員、お願いします。 

○本地構成員 今のご意見の、税理士さん、会計士さんから意見書をもらうという点に関

して、御紹介させていただきます。平成28年度に社会福祉法人制度改革が行われまして、

その中で、社会福祉充実残額というものを計算することになりました。これを計算して、

お金が残っていたら、そのお金を地域のために使う。そのための社会福祉充実計画をつく

りなさいということが決められました。 

 このときに、今回の意見と同じように公認会計士さんなどから、その計画が妥当かどう

か、しっかり算定しているかどうか、こうしたことをチェックし、確認書ということで国

が決めたフォーマットにそって自治体に提出させるという仕組みがあります。これと似た

ような仕組みを入れることによって、審査業務の効率化と適正化、この２つが図られるの

ではないかと思います。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○吉田構成員 同じく３月の報告書の中に、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等を求めるということがありまして、会計検査院の資料でも

同様のことが課題として述べられていたのですが、保育事業所型の場合、意向調査の提出

に対しまして、もし可能であれば、例えば地域の経済団体さんとかから協力を得られたり

とか、地域によっていろいろ御事情とかはあると思うのですけれども、そういった協力が

できないかということと、申請に際して、そういった協力が得られれば、開所した後もマ

ッチングといったことでつながりはできるかと考えているのですが、いかがでしょうか。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 日商さん、お願いします。 

○日本商工会議所 ただいまの御意見についてなのですが、地域における保育ニーズです

とか、その地域における労働者の就労状況の詳細なデータ、各種データですね。これを一

番持ち合わせているのは地元自治体だと思うのです。自治体ですと保育部門もありますし、

商工労働部門もありますので、こういった地元の自治体の関与が非常に重要になってくる

のではないかと思っております。 

 また、審査で別のことなのですが、以前の会議でも申し上げたのですが、民間の株式会

社の世界では、例えば分社化ですとか合併、分割といった動きが非常に活発に行われてお

ります。そういったさまざまな経営判断が民間ではなされておりますので、そういったこ

とを手続面で負担になることがないようにぜひお願いしたい。留意することが必要なので

はないかと思ってございます。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 今のは事業譲渡などの件ですね。保育ニーズは地元の商工会議所よりもむしろ自治体の
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ほうが詳しいのではないかということですね？ 

○日本商工会議所 自治体のほうが詳細な情報を持っているのではと。 

○前田座長 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○日本経済団体連合会 地域枠のマッチングにおいては、自治体等との情報共有や相談が

必要ですが、企業主導型保育事業は、従業員の福利厚生といった趣旨もあり、その観点か

らは、年度途中に復帰する従業員のために一定の空き枠を確保しておく必要もありますの

で、企業側のニーズと地域枠のニーズ、この両方のバランスはぜひとっていただきたいと

存じます。 

○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。 

○本地構成員 今の事業譲渡の点に関してなのですけれども、今回報告いただきました２

カ年検証の中でも、保育業務を委託していた保育事業者への譲渡とか、グループ内での組

織再編、こうしたことを理由にしたものが幾つか見られたと思います。個別の事情がどう

なっているのかはよくわかりませんが、中小の保育事業者が現に参入してきていまして、

このような規模拡大というか、運営の効率化を目指すような事業譲渡、こうしたものは今

後も出てくるのではないかと思っています。 

 社会福祉法人においても、不適切な事業譲渡は防止するという大前提はあるものの、近

年、中小法人の規模拡大というのは、生産性向上の観点も含めて積極的に進めようという

動きもあります。あまり事業譲渡などについて厳格にし過ぎて合併や事業譲渡が行われな

くなってしまったら、それはそれで問題だと思います。規模拡大というのはよい面もある

という点にぜひ留意して話を進めるべきと思います。 

 社会福祉法人の事業譲渡の手続についても、法律で所轄庁の関与も含めて一定の要件が

あるものの手続が決まっていますし、我々福祉医療機構でも、今年度から融資をしていく

際に、合併の際に必要な経営資金は融資をしますということで、優遇メニューを設定し、

支援しているところがございますので、必ずしも事業譲渡イコール悪いということではな

くて、むしろよい面もあると思います。 

○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。 

 大臣、どうぞ。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 審査業務の効率化と適正化ということで大変貴重な御意見を

いただいたと思うのですが、私も企業主導型保育施設を、これは単独設置型でやっておい

でになるところを拝見したのです。もちろんもう既に設置されているところですから入り

口の審査ではないのですが、毎年毎年の報告書類が山ほどあると。何とかなりませんかと

園長先生からお話を伺ったことがあります。 
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 私もどういうものなのかは全て目を通しているわけではありませんけれども、入り口の

審査で合格になっている場合、例えば面積の問題でありますとかいろいろなもので、毎年

のチェックのときにここはもう省いてもいいのではないか。あるいは、現地に実際に立入

検査をしてここは間違いないと確認ができたところについては、例えば翌年から数年間は

それが必要ないとか、毎年全ての企業主導型保育所に立入検査をしないとだめだというわ

けではないのではないか。あるいは、書類面も簡素化できるところは簡素化したほうがい

いのではないか。とにかく書類で大変な苦労をしておりますので、何とか簡素化をという

要請を園長先生からお聞きしてまいりました。 

 もちろん厳しくする部分は当然厳しくしないといかぬ。先ほど２段階のお話もありまし

た。そういうところもあるのですけれども、実際にしっかりとやっておいでになるところ

については負担軽減というところもあっていいのではないか。そうでないと、全部毎年チ

ェックをすることになると、児童育成協会の体制の整備もそんな簡単にすぐできるわけで

はないと思いますので、そこは重点化をして、チェックするところはしっかりとチェック

する。既にチェックして、ここは大丈夫であるといったところについては負担軽減を図っ

ていくということも、現場での御要請を受けてそう思った次第でありますが、委員の皆様

方の御意見も承れればと思います。これは入り口のところばかりではないのですが、どう

でしょうか。 

○前田座長 御意見ありがとうございます。 

 実は３月18日に私どもで出しました報告、参考資料２になるのですけれども、その７ペ

ージで、継続的・安定的に運営されている事業者に対して、負担軽減を検討すべきである

と。私も幾つか企業主導型を見に行かせていただきまして、小さい規模の保育園で書類仕

事に忙殺されるという御意見はお伺いしておりますので、これについては報告で私どもも

同じ考えを持っております。 

 ただし、一方で、またお話もあると思うのですけれども、保育園の質とか、毎年来る子

もかわりますし、保育士さんの異動もあります。そのため、ちゃんとした保育が行われて

いるかという保育内容のチェックは認可保育園にもあります。それは全ての保育園にもあ

りますので、保育内容のチェックは必要です。ただ、会計的ないろいろな業務とか、そう

いうものは少し簡素化すべきということは確かにあります。認可保育園でも書類業務が多

過ぎて保育士さんが子供に携わる時間が奪われているのではないかということは課題にな

り、いろいろな試みがなされていますので、御意見、確かに承りました。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 私も認可保育園と企業主導型と２つ運営させていただいて、大臣のおっし

ゃるとおりで、書類に関しては現場の保育士も運営する側も含めて本当に負担になってい

ると言うのはあれかもしれませんが、確かに書かなければいけないという認識はあるので

すけれども、１年に１回の監査で毎年チェックをしていただいているのですが、書類のそ
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ういったことをしていただければ、大変私どもも助かるかなというのも正直な気持ちでも

あります。 

 現場に関しては、今、国でも補助金をいただいてICT化を進めていまして、保育士さんの

書類をできるだけパソコンとかといったことで、まだまだ手書きでやったりしているとこ

ろも非常に多いので、そういったことをしっかり進めていきながら、業務の効率化も目指

していけたらと思っております。ありがとうございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見はございませんでしょうか。 

 それでは、もし後からこの部分で気づかれたら、ぜひ委員の方々から御意見をお願いし

たいのです。続きまして、情報公開、自治体との連携、そして、実施体制の各項目を通し

まして、皆さんの御意見をいただいたと思います。もちろん、さらに全体を通してお気づ

きの点があれば御意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○吉田構成員 たびたび失礼いたします。会計検査院さんの指摘の中にもありまして、報

告書の課題にも連動しているのですけれども、定員の充足率の引き上げに関して、報告書

の中で従業員の方が育児休業明けに職場復帰できるようにということで、設置する企業が

あえて定員にあきを設けている場合があるということに留意が必要という記述もあるので

すけれども、私も企業主導型をしている中で、４月からいっぱいにしてしまうと４月以降

が全く入れないことになってしまうので、今回企業主導型保育というのは福利厚生事業と

いう点の事情もあると思うので、そういったところでのバランスですね。そういったとこ

ろも必要ではないかと思うので、４月の時点では定員には達していないけれども、３月い

っぱいになると割と充足できているというのが、そういった面も必要ではないかと思いま

す。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○日本経済団体連合会 企業主導型保育事業は、比較的小規模な園が多いため、一人の欠

員による欠員率への影響が高くなるというバイアスがかかってしまうのではないかと懸念

しています。やはり実態をよく踏まえた形でやっていただきたいと思います。 

○前田座長 いかがですか。 

 どうぞ。 

○日本商工会議所 情報公開についてなのですが、たしか立入調査の結果で70％を超える

施設で指摘事項があったと記憶しておるのですけれども、もちろん、こういった指摘事項

は少ないほうがいいというのは当然のことなのですが、その一方で、いろいろな情報を見

える化していくことも非常に重要なのではないかと思っております。 

 こういった見える化については、軽微と思われる事項であってもしっかりと情報公表す

ることが大事でありますし、単に例えば70％を下げるということを目標にしてしまうと、
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見える化に逆行するような本末転倒的な流れも考えられますので、そういったところは十

分に留意することが必要だと思います。 

 全体に係ることではあるのですが、企業主導型についていろいろな報道があるのも承知

はしておりますが、その一方で、例えば職場と保育の現場が非常に近くて、従業員、労働

者の方が安心して働けるという企業主導型ならではのメリットですとか意義も非常に多い

ものがございます。そういった意義ですとかメリットを、この点については事務局、内閣

府さんに非常に熱心にパンフレットをつくっていただいたり、情報公表していただいてお

りますので、そういった情報を引き続きPRしていただくことも重要かと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

○前田座長 皆さん、ほかにいかがですか。 

 私ごとですけれども、私も子供が２人とも待機児童になりまして、４月の入所に認可保

育園に入れなかっただけでなく、入れるかどうかで仕事を続けられるかどうか、育児休業

中のストレスもありました。自分で言うのは何ですけれども、私の場合も育児休業をとっ

て育児休業明けに復帰できる保障があれば、育児休業もゆっくり楽しめたと思うのです。 

 ですので、認可保育所に入れば就学前まで子どもを見ていただけてありがたいことは確

かなのですけれども、４月に定員が埋まるということが、事実上の育児休業切り上げ時期

を決めている。それをフォローするために企業主導型保育があるので、企業主導型保育も

４月に100％入っていいかというと、同じようにみんな育児休業はそれに合わせて４月に切

り上げなくてはならなくなってしまいます。もっとゆっくり１年間ちゃんととりたかった

のにとれないということになります。 

 これは拠出金という大事なお金を使っていますので、もちろん一人でも多くの子を預か

ることも必要だと思うのですけれども、100％４月から満員というのは、むしろ目的にかな

わないというか、お母さんたちにとって認可に入れないときのセーフティーネットになっ

ているという企業主導型の役割を失うことになるので、そこら辺のバランスが必要かなと

は私自身も思っています。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 確かに待機児童数については、６年ぶりに２万人を割り込ん

だと。これは４月１日現在です。しかし、10月１日現在になると５万人と。 

○小野田統括官 たしか４万7000ぐらいではありませんでしたか。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 ４万7000人。減少してはいるものの、４月１日時点よりは倍

以上。今の前田先生のお話のとおりでありまして、４月１日に定員充足と。そうすると、

その後ということなると、もうあいていない。10月１日には２倍以上の待機児童数になっ

てしまうということなども考えると、ある程度の定員のあき枠は必要なのではないかと。

企業主導型の働き方に応じた仕組みというのは、通常の認可保育園と違うのだと思うので

すがね。 

 だから、先生が今おっしゃった、御自分で御苦労されたことについては、私も全く同感

です。10月になると倍以上の待機児童数になってしまうと。４月に入れなかったお子さん
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は、本当に親御さんは大変御苦労しておいでになると思っていますので、そういう面では、

一定のあき枠は必要なのではないかと私も思います。 

○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 大変ですね。２人ともですか。 

○前田座長 12月生まれと２月生まれですので、生まれた時点で４月入所は無理、待機児

童が事実上決まっています。ですので、認可外保育園にも申し込んでも、４月に入所は12

月や２月生まれでは難しいです。一方１年たちましても１歳児の年度途中でも絶対に入れ

ないことはわかっていましたので、生まれた瞬間に待機児童ということがほとんど確定し

ていたわけでございます。 

 私がしゃべってしまって、ごめんなさい。情報公開などのお話もありましたけれども、

ほかに皆さん、いかがでしょうか。 

 また私からいいですか。情報公開も皆さん御案内のとおり、既存の認可保育所や認可外

保育園の監査結果についても、公開している自治体は余り多くないですね。特定の法人の

監査結果を報告すると、その法人を傷つけることになるのではないかということを恐れて

公開しないところも多いと思いますので、できれば公開していただきたいと。 

 これはいじめの件数と同じで、いじめの件数の報告事例が多いとよくないと言われがち

ですけれども、最近は皆さんの御理解が進んで、それは先生たちの感度が上がって、軽微

な事例とかちょっとの気づきでも報告しているということだと理解されています。必ずし

もいじめの報告件数が上がることは悪いことではないとして、むしろ徹底して気づいたこ

とを挙げるほうが良いと考えられています。そういう意味でも、日商さんから言っていた

だいたのですけれども、むしろ指摘をどんどんしていただいて、それをよくするという方

向に働いていただくほうがいいと思います。 

 私がご指名して失礼なのですが、東京都ではいろいろな自治体で監査結果報告を公開な

さっていますよね。 

○多田構成員 そうですね。認可保育所、東京都の独自の認証保育所、また、認可外保育

施設に対して指導監査、実際に立ち入りをして検査を行っているわけですけれども、その

検査結果というものは基本的に全施設公表しています。さらに、公表内容もどういう項目

を指摘したか、また、それに対して改善があったかなかったかとか、そこまで公表してい

ます。 

 さらに、公表にあたっては、確認しやすいように施設名で検索できるようにしておりま

す。さらに、検査の全体的な報告書というものもつくっておりまして、認可保育所ですと

指摘率が何割程度ですとか、認可外だと何割程度ですとか、そういったところも掲載して

います。今回、児童育成協会が公表しています企業主導型保育事業に対する指摘の率と余

り変わらない程度の指摘率となっております。 

 それはやはり、指摘されたこと自体が悪いのではなく、最終的には改善することが一番

の目的ですので、改善に向けては指摘しなければいけない。なぜ指摘されたかというのを
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施設側に理解していただいて、それが改善につながれば、それは結果として全く問題ない

ことではありますので、そのようにしていくのが、指導監査の目的の一つなのかなと思っ

ております。ですので、指摘の率それ自体については、それほどこだわる必要はないのか

なと私は思っております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 皆さん、ほかにいかがでしょうか。実施体制なども含めて、御意見があればぜひ御指摘

いただければと思います。 

 どうぞ。 

○本地構成員 実施体制についてです。先ほど大臣がおっしゃったことと少し絡んでくる

かもしれないのですが、本事業の規模がかなり大きくなってきたので、実施団体において

もリスク管理や危機管理のための体制を相当構成しないといけないと思います。ただ、過

剰になると、これも同じように書類を大量に作成したりとか、説明資料を相当つくるとい

うことでコストがかさんできたりとか、人員を多く配置する必要がでてきますので、バラ

ンスが必要かと思っています。 

 また、報告書にも記載のとおり、今後は事業運営の透明性を確保して外部評価をやって

いくことになっておりますけれども、評価に当たっても、実施する側も受ける側も相応の

労力が発生しますので、この点については、同じようにコストの軽減にも配慮し、いかに

バランスをとるかということが非常に重要かと思っております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見はございませんか。 

 どうぞ。 

○多田構成員 では、私から自治体の連携というところを一言お話しさせていただきます。 

 報告書の中に項目として自治体との連携がありますけれども、その中に、企業主導型保

育所の円滑な運営に当たっては、経済団体、自治体の福祉部局、経済部局、設置者、保護

者等との意見交換の場を使うことが有効であるとあります。企業主導型が安定的に運営し

ていくためには、自治体との連携は非常に重要なものだと思っています。それは地域のニ

ーズへの対応ですね。保育のニーズを一番把握しているのは自治体であったりしますし、

保育の質の確保につながっていくというものであります。 

 それをするために、自治体との連携ですね。そのためには基礎的なところでは、顔が見

える関係を築くというのは非常に重要だと考えております。本日、配付されている資料に

もありますけれども、参考資料１「平成30年度東京都待機児童対策協議会～区市町村取組

事例集～」というものです。東京都が主催しています東京都待機児童対策協議会ですけれ

ども、ここには都内の自治体さんに集まっていただきまして、自治体における課題を挙げ

ていただき、そして、その課題に対して効果的な取り組みをしている自治体の事例を発表

していただくという協議会を開催しております。その中で、企業主導型保育事業について

一つのテーマとして取り上げていまして、その中での意見交換の成果物としてつくってい
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るものが、この資料となります。 

 具体的にどのような取り組みをやっているかというところでは、例えば３枚目、下に29

ページと書いてあるところですけれども、足立区ですと、「概要及び実績」と書いていま

すが、実績のところに補助金の説明会を実施するほか、「足立区教育・保育の質ガイドラ

イン」の全施設配布、保育施設全体会参加の呼びかけですとか、研修会への参加の呼びか

け、こういうことをすることで保育の質が上がります。それが保育の安全につながってい

くというところがあります。 

 次のページ、武蔵野市になりますけれども、ここの武蔵野市の取り組みとしては、「概

要及び実績」と書いていますが、平成30年度から施設長を集めた情報共有会議を実施して

います。さらに、市が主催するものとしては原則年１回として、必要に応じて臨時開催も

行うということで、市が主催するものは１回ですけれども、実際には施設同士で、開催し

ているものは複数回あるようです。 

 このように行政と施設であったり、施設間の横のつながりですね。このようなものをつ

くることで顔のつながりができまして、それが運営上の課題、保育施設を運営していくに

当たってはさまざまな課題に日々気づくわけですけれども、そういった課題ですとか運営

上の疑問ですね。そこに気づいたときに横のつながりで解消が可能になる。それが結果と

して、大きな問題を回避することにもつながると思っております。そのため、報告書にあ

るような意見交換の場ですね。このようなものは非常に重要なものだと思っております。 

 その他、自治体との連携ということでは、運営状況の報告ですとか指導監査などの連携

とか、さまざまな点を挙げられていますけれども、それぞれ必要な点だと思いますので、

取り組みを進めていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 私からもフォローといいますか、今回、この委員会に来ていただいた自治体は企業主導

型に熱心に取り組んでいただいたり、交流会や研修会などをしてくださっている自治体で

した。ですが、企業主導型関連の記事やいろいろな方のお話をお聞きしますと、問い合わ

せをしても自治体が相手をしてくれない。一方で、自治体のほうからは待機児童が多いと。

ニーズがあるところに企業主導型をつくってほしいのに、そこには余り行く人がいないよ

と言っても、なかなかうまく連携がいかない。物理的に近くても実は交通機関の電車で行

ける時間、距離が短いほうがいいとか、そういうのは日商さんが先ほど言われたとおり自

治体がよくおわかりですし、地域枠もあります。 

 それから、そこに預けていらっしゃる従業員枠でも地域で働いたり、地域で暮らしてい

らっしゃる方なので、自治体との連携もぜひしていただきたいし、企業主導型の方たちも

認可に学びたい、一緒に研修会に出たいという御意見がございます。 

 ですので、内閣府さんからぜひ自治体に企業主導型も普通の認可外と同じように研修な

り、いろいろな勉強会なり、連絡調整をするようにという働きかけをしていただきたいと
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思っております。 

 どうぞ。 

○日本経済団体連合会 自治体と企業主導型保育事業の運営に関する相談や必要な支援を

受けることができる体制が整備されることは、大変望ましいと考えておりますが、他方、

企業主導型保育事業の本来趣旨である、企業の自主性や従業員の多様な働き方に対応する

という観点から、企業主導型保育事業を立ち上げる際などにおいて自治体等によって過度

に関与されることのないように、ぜひお願いしたいと思っている次第です。 

○前田座長 御意見を伺いますと、しかし、日ごろから交流をとっていかないと、実際に

企業主導型が潰れた場合、結局その子供たちの世話をして集める、それは従業員枠も含め

て、その方たちの保育をどう確保するのかというのは自治体でございます。もちろんおっ

しゃるとおり、保育のクオリティー以外のことには過度な介入はしない。しかし、適切な

関係を保っておいて、いざというときの関係は必要です。 

 幸い、この企業主導型は何も大きい事故は起こっておりませんけれども、御案内のとお

り、何かあったときには真っ先に自治体に御連絡いただく必要があります。しかも、企業

主導型の中には規模が小さいものもございますので、そういう場合に保育を継続するため

に緊急に保育士を派遣したり、保育を継続するために援助するのは、実施機関や内閣府で

はなく地元の自治体ですので、ぜひそのご理解もお願いしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○西川参事官 これは横浜市さんに前々回に資料を出していただいたわけですけれども、

突然休止をした園があって困ったということだったものですから、そういったときのマニ

ュアルづくりがこの報告書の提言にもあるものですから、お話を聞く機会がございました。

横浜市さんのお話によりますと、横浜市さんは平時から武蔵野市さんと同じような園長会

というものをやっておられたということだったので、もちろん多少混乱はいたしましたけ

れども、比較的スムーズにいったのかなと。当時はばたばたしましたが、そういう受けと

めでございましたので、そういった平時からの園長会みたいなことを市全体でも取り組ん

でいきたいというお話を伺ってございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに皆さん、御意見はございませんでしょうか。いかがですか。 

 どうぞ。 

○日本経済団体連合会 この報告書が出て以降、自治体などの連携の横展開を進めていく

ことについて、各自治体から内閣府への意見や要請、問い合わせは来ているのでしょうか。 

○前田座長 いかがですか。 

○西川参事官 12月にこの委員会を開催、設置してから、毎回自治体の比較的前向きな取

り組みにつきましては、実際に来ていただいたり、あるいは資料だけということで御案内

させていただいているところですけれども、そういった取り組みは多分だんだん裾野が広



18 

 

がってきているのかなと思ってございます。 

 先ほど資料３で御紹介いたしましたとおり、今、県の方が市町村をみんな集めて、無償

化だったり、いろいろな説明会がございますので、そのタイミングでこの検討委員会に配

られたような資料を横展開していこうということで御案内をしてございますので、恐らく

こういった好事例を我々としても広げていきたいと思っております。 

 企業主導型保育事業というのは市町村の事業ではないので、園長さんを集めて会議など

をやってはいけないのではないかと思っていらっしゃる市役所の課長さんもいらっしゃる

ようでございますので、そんなことはないのですよ、ぜひやってくださいというお話を私

どものほうからしているところでございます。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 言い足りないこととか、皆さん、よろしいですか。座長がしゃべり過ぎました。申しわ

けないです。 

 皆さん、よろしいですか。 

 それでは、本日もさまざまな御意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。本

日の議論はここまでといたします。 

 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。 

（カメラ入室） 

○宮腰内閣府特命担当大臣 昨年12月、これまでの企業主導型保育事業に関する取り組み

を検証し、反省すべきは反省し、しっかりと改善を図っていくべきという厳しい認識のも

とに、この検討委員会を立ち上げさせていただきました。 

 今回、５回目の委員会ということでございますが、立ち上げ以来、前田座長を中心に、

委員の皆様には精力的なヒアリングや意見交換を行っていただき、短期間のうちに当面早

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ていただきました。改めて深

く感謝を申し上げたいと思います。 

 本日は、会計検査院による指摘内容、そして、過去２年間の助成決定分についての検証

結果を御報告させていただきました。また、３月18日の当委員会の報告を受けて、内閣府

として順次具体的な改善策を実施、検討しておりまして、それらの状況につきましても御

報告を申し上げたところであります。 

 本日も、これらの報告を踏まえ、活発な御議論をいただき、これまでの検討委員会にお

いて指摘されてきた課題について、より一層明らかになったものと考えております。 

 現在、幼児教育・保育の無償化法案を国会で御審議いただいておりますが、その中でも

たびたびこの企業主導型保育事業に関する議論が行われるなど、本事業に対する国民の関

心と期待は高いものがあると考えております。内閣府といたしまして、しっかりと反省す

べき点は反省し、この制度に本来期待される役割、意義、よさは維持しつつ、親御さんに

とって、そして、社会にとってかけがえのない子供たちの生活や命にかかわる問題に対し

て、できることから速やかに、かつ着実に改善を図ってまいりたいと考えております。 
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 また、補助金の返還につながるような事業の有無に関しては、既に監査に着手している

ところでありますが、今回の過去２年間の助成決定分についての検証結果を踏まえ、さら

なる充実徹底を図るよう、しっかり取り組んでまいります。 

 改めて実施機関を公募する本年夏ごろを一つの区切りとしつつ、今後も改善策を順次講

じてまいりますので、委員におかれましては、引き続き取り組みの進捗を厳しい目でチェ

ックしていただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 本当に短期間の中でこの報告を取りまとめていただき、国民の関心が高いこの事業につ

いての改善策を取りまとめていただいたことに改めて厚く御礼を申し上げて、御挨拶とさ

せていただきます。 

 本当に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。 

 これにて、第５回検討委員会を終了いたします。 

 今後とも当委員会では、この後の進捗状況も確認しながら、必要に応じて追加的な改善

策も含め意見を申し上げていきたいと存じます。 

 委員の皆様方、お忙しい中を御参集いただき、まことにありがとうございました。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 ありがとうございました。 


