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○前田座長 それでは、皆様、おはようございます。 

 定刻となりましたので、第６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。 

 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 実施状況について（平成30年度助成決定数等） 

 資  料２ 新たな実施機関の公募に当たっての方針案について  

 参考資料１ 経済財政運営と改革の基本方針2019（抜粋） 

 参考資料２ 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 

となっております。 

 また、机上配布資料といたしまして、これまでの資料と議事録をファイリングしたもの

を用意してございます。漏れなどはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事の２、企業主導型保育事業の実施状況についてでございます。事務局から御説明お

願い申し上げます。 

○西川参事官 資料１を御参照いただきたいと思います。 

 企業主導型保育事業の足下の実施状況というカラフルな１枚紙でございます。 

 30年度の助成決定ということで御案内してございますけれども、現在、企業主導型保育

事業につきましては、11万人という目標に向けて実施しているところですが、直近の助成

決定というところで見れば、この3,817施設、86,354人という状況になってございます。 

 28年度、29年度、30年度ということで、合計の数字になってございますけれども、30年

度分だけの新たな部分というものが、この四角囲みの下のところにございます米印の30年

度新規の助成決定というものが、1,327施設、30,278人が30年度中に加わったということで、

トータルとしてはこの大きな太字のとおりということでございます。 

 特徴的なところをこのドーナツ型のグラフにしてございますが、トータルとしては、真

ん中の運営形態というところで、保育事業者設置型というものが約３分の１ぐらいを占め

ていて、残りが単独設置あるいは共同設置となっています。 

 それから、地域別定員、保育士比率というところで御案内のとおり、100％のところが全

体の８割を超えている状況で、50％のところは7.5％、75％以上のところが8.4％という傾

向になっているところでございます。 

 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、委員の皆様から御質問や御意見をお願い申し上げます。いかがでしょうか。

御質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 
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 次に進めたいと思います。 

 続きまして、議事の３「新たな実施機関の公募に当たっての方針案について」です。 

 この夏に行う新たな実施機関の公募選定に当たっての方針案について、３月の検討委員

会報告に沿って、内閣府において整理がなされました。まず、内閣府から御説明いただき、

その後の意見交換をしたいと思います。 

 これは、内閣府としての取りまとめですので、私どもからそれに対しての御意見を申し

述べることになっております。 

 それでは、事務局から御説明をお願い申し上げます。 

○西川参事官 この検討委員会で３月18日に検討委員会報告を取りまとめていただきまし

た。これに沿って内閣府として検討したものが、きょうの資料２の「新たな実施機関の公

募に当たっての方針案について」という資料でございます。 

 検討委員会報告の構成に沿った形で方針の案を書いてございます。まず、基本的考え方

でございますけれども、国との役割分担ということで、この検討委員会の報告書のとおり、

国は基本ルールを設定し、必要な場合の各保育施設の指導監査、自治体との連携調整等を

行うという役割です。 

 一方で実施機関はということになりますと、審査、資金助成、指導監査・巡回指導、情

報公開との各業務を執行していくということになります。 

 組織責任体制といたしましては、高い中立性、専門性、継続性のほか、危機管理という

観点もございますので、責任を持った体制とする。そして、利益相反の観点で、みずから、

または関連機関は当然ながら企業主導型保育事業を実施しないということになりますし、

次の■のとおり、受託事業の体制につきまして、もし、実施機関がほかの事業もいろいろ

やられているようであれば、ほかの事業とは独立性を有しているということでございます。 

 それから、事業実施期間ですけれども、複数年の事業実施期間ということで報告書に書

いてございますけれども、５年間を基本とするということです。国としては「点検・評価

委員会」（仮称）ということですけれども、こういった委員会を新たに設置いたしまして、

実施機関を選定すること。それから、選定した後、評価していくこと。実施期間としては、

毎年度、業績報告、中間報告をして事業の透明性に留意していくということで、それぞれ

方針の案として書いてございます。 

 各業務につきまして、次の審査業務で、まず、保育施設の新設の審査ということで、一

番上の箱が審査の内容・審査の項目になります。国としては、ルールとして現行の審査基

準を定めているところですけれども、これに加えて次の項目をということで、４点ほど追

加したいということで、審査事務を執行していくことになります。 

 まず、１つ目のポツといたしましては、保育事業者設置型の定員20名以上の施設につき

ましては、保育士割合を75％以上に引き上げるということで、既存施設につきましては３

年間の経過措置。 

 ２つ目のポツとしては、保育事業者設置型につきましては、５年以上の保育事業の事業
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実績を求めるということです。ただし、この委員会でも議論がございましたけれども、設

置企業から分社化した場合には、新規扱いはしないとか、あるいは幼稚園事業を営んでい

る場合も、保育事業の実績にカウントするということでございます。 

 次のポツが、単独・共同利用型の事業者が保育事業者に委託するという場合がございま

すけれども、そういった場合はその保育事業者の委託先につきましても審査をして、しっ

かりと５年以上の実績があるかとか、財務の適格性も審査していくことになります。 

 それから、整備費の助成に関しましては、平均的な建設単価の実績との乖離状況につき

ましても審査項目に加えていくということです。 

 それから、次の大きな四角の審査の方法になります。 

 まず、上の■のとおり、事務の効率性の観点から２段階審査を行うべきという御提言を

いただいてございますけれども、この２段階審査のうち、財務の適格性につきましては、

税理士、あるいは公認会計士による証明書の添付を求めたいということでございます。 

 財務の適格性としましては、債務超過ではない、直近３年以上連続して損失を計上して

いない、運転資金を１カ月以上保有しているといった認可保育所と同様の基準を導入した

いということでございます。 

 申請書類の内容につきましては、事業者・関係者等に対して全てヒアリングを行う、あ

るいは自治体への事実確認を行うということでございます。さらに、現地調査等も行いな

がら、内容の適正さを確保していきます。 

 それから、反社会的勢力の排除を徹底。 

 定員設定につきまして、会計検査院等からも御指摘いただいたところですけれども、こ

の審査を強化していきたいということで、従業員枠につきましては、利用者からのニーズ

調査の提出を求めたい。 

 保育事業者設置型につきましては、あらかじめどういった企業と連携するのか、それぞ

れの企業の利用意向調査といったものも提出いただくということで、設定定員の妥当性に

ついては、審査をしていきたい。 

 地域枠につきましては、待機児童を有するような保育需要につきまして、各自治体から

確認をするということでございます。 

 それから、審査委員会を経た審査結果につきましては、不採択だった申請者に対し、理

由を通知するということであります。 

 実施機関に置く外部専門家による審査委員会ということですけれども、保育、会計、人

事労務といった有識者で構成して、実施機関に置きたいということでございます。 

 それから、事業譲渡というものが国会等でも御指摘いただいたところですけれども、今

後、国の定める事業譲渡、財産処分に関するルールを定めまして、それに従って実施機関

で対応していくということになります。 

 それから、次の○で資金助成業務という業務がございます。まず、上の箱で、運営費の

円滑な資金助成ということで、概算払い、精算払いをこのルールのとおり実施していくと
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いうことです。 

 次のページで、今度は運営費ではなくて整備費のほうの助成の適正化ということで、報

告書の提言にもございますとおり、改修費と新設費の助成がございますけれども、建物の

改修費の助成につきましては、新設費の助成と区分した適切な助成水準、助成の上限を導

入するということであります。 

 それから、事業所内保育事業という認可の地域型保育事業の一つの事業類型がございま

すけれども、それと同様により実情に対応した助成の方法。支払い方法につきましては、

一括で支払うということではなくて、運営費の助成金に加算してお支払いする方法とした

ということです。 

 次の■のとおり、保育施設の設置者が助成を受けて施設を整備する、建設工事をすると

きに、現在、いわゆる見積もり合わせによる建設事業者の選定を認めてございますけれど

も、建設事業者に対しましては、建設業法に基づく経営事項の審査もしっかり実施してい

ただくということでございまして、実施機関としては整備状況を現地確認するということ

です。 

 次の３つ目の業務の柱である指導監査・巡回指導・相談支援でございますけれども、上

のとおり、保育の質、事業の継続性という観点からしっかりと観察していくということ。 

 ２つ目の箱でございますけれども、相談支援の内容としては、保育業務、安全、財務、

労務等の相談に対応するとともに、あきが生じてしまった場合のマッチング支援にも対応

していくということです。 

 指導監査・巡回指導の方法ですけれども、年１回行うという原則のもとで改善状況もフ

ォローアップし、要すれば、特別立入調査、午睡時の抜き打ち調査を行います。 

 ２つ目の■ですけれども、自治体とも連携しながら地域ブロック別、業務別の体制を順

次整備していくということで、米印のとおり、国としても自治体との連携調整を行うとと

もに、必要な事務費用につきましては、支援していくということであります。 

 利益相反の排除という箱ですけれども、実施機関が指導監査の業務の一部を委託する場

合であっても、委託先事業者と各保育施設との関係で、資本関係とかコンサルティングと

いった点で利益相反がないように禁止をするということでございます。委託先事業者から

の自己申告だけではなくて、保育施設側からも確認をしてまいりたい。 

  一番下のとおり、指導監査ということで専門性も必要になりますので、研修もしてい

くということになります。 

 ４ページ目になりますが、次の大きな業務の柱としては情報公開ということでございま

す。上のとおり助成決定状況、２つ目に定員の充足状況、取り消し、休止施設の状況、立

入検査の結果、決算の情報、それぞれしっかりと透明性を持ってディスクロージャーに努

めていくということでございます。 

 次の○の自治体との連携ということで、自治体のほうにしっかりと情報提供をして連携

が図れるようにしようということで、まずは実施機関から自治体に対して保育施設の助成
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決定の状況、市町村にはこういった施設が新たにできましたよということをお知らせして

いくことになります。 

 各保育施設から自治体に利用者情報が提供される仕組みになりました。各自治体にとり

ましては、その住民が企業主導型保育施設をどういうふうに利用されているのかわかるよ

うに、そういった仕組みが導入されております。 

 それから、次の箱で指導監査、巡回指導の連携ということで、企業主導型保育事業は認

可外保育施設として自治体が指導監査してございます。認可外保育施設の指導監査を超え

るような部分が出てまいれば、そういった部分につきましては、費用を自治体に支援して

まいりたいということです。 

 最後にその他ということで、利用者・従事者の満足度調査をこの１月、２月に実施した

ところですけれども、右のとおり、各保育施設の満足度調査の結果も見つつ、重点的に巡

回指導をしてまいりたいということでございます。 

 以上でございます。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 検討委員会報告に沿った具体的な案をお示しいただきました。 

 それでは、委員の皆様から御質問や御意見をお願いいたします。内容が多岐にわたって

おりますので、３つに分けて議論してきたいと思います。 

 第１に、基本的な考え方、審査、資金助成の各項目。 

 次に、指導監査・巡回指導・相談支援について。 

 最後に、情報公開、自治体との連携、その他の各項目について議論していきたいと思い

ますので、まずは、一番最初の基本的な考え方、審査、資金助成について、皆様方の御意

見をお願い申し上げます。 

 本地委員、どうぞ。 

○本地構成員 審査の項目の２ページのところで、審査の方法で２段階審査とあります。

この中で２段階審査のうち、財務適格性については、税理士、公認会計士による証明書添

付を求めるとなっていると思います。 

 具体的には、新設申請時に財務諸表を当然実施機関に提出するわけですけれども、その

ときに、例えば税理士署名が入った法人税の確定申告書の写しを添付するなど、当該財務

諸表の適格性を客観的に確認できる方法にすることが現実的と思います。 

 もし、仮に税理士の署名がなければ、別途税理士さんなどの署名を添付するというルー

ルにしてはいかがでしょうか。 

○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。 

 嶋方委員、お願いします。 

○嶋方構成員 今、本地さんが御発言いただいた内容のとおりなのですけれども、今、方

針案のところは、税理士、会計士による署名添付とあるのですけれども、実際、公認会計
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士となると、ハードルが高いのかなと思いまして、この会計士法との抵触との兼ね合いも

ありますので、簡単に証明書が発行できなくて、コストの点でも余り現実的ではないので、

実際に本地さんがおっしゃったように、税理士との書面の添付で足りるのかなと思ってお

ります。 

 また、財務諸表の第三者チェックがあるような社会福祉法人ですとか学校法人、上場企

業であれば、決算情報の正確性はある程度保たれていると思うのですけれども、第三者チ

ェックもない上に、税務申告書に税理士の書面がないような事業者である場合、決算書の

信頼性はやはり劣ってしまうということが実態ですので、このように追加で税理士の署名

を求めるような方針は正しいの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。 

 ほかにいかがですか。 

 では、私のほうからよろしいでしょうか。 

 １ページ目の事業実施機関の契約期間のことですが、５年間ということはこれまで単年

度契約とかではなかなか専門性も蓄積できないだろうということで、３月の報告書では独

立行政法人制度でも５年間ということがありますので、妥当ではないかと議論したわけで

す。新しく設置されます点検・評価委員会について御説明がありましたら、もう少しお話

をお聞きしたいのです。 

○西川参事官 １ページ目の資料の基本的考え方の３つ目の箱のところに記載してござい

ます。 

 現在、企業主導型保育事業につきましては、この検討委員会と、もう一つ、企業主導型

保育事業評価検討委員会ということで、まさに児童育成協会の業績を評価する委員会の２

つがあるわけです。 

 この２つの委員会について、実施機関を選定するということ、選定した後の業績を評価

していくなどという機能を考えているところです。 

○前田座長 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかに皆さん、いかがでしょうか。 

 本地委員、お願いします。 

○本地構成員 独立行政法人制度では５年という話がでました。私は独立行政法人に所属

しておりますので、少し補足をさせていただくと、事業を実施している独立行政法人は基

本５年間で評価をいただいています。基本的にどういう評価かというと、国に置かれた審

議会に７月か８月ぐらいの夏ごろに、前年度の決算とそれに伴って実績を報告する形を行

って、評価いただいているという形になっています。 

実施機関の評価の前提としては、年１回、今年１年間こういうことをやりましたよとい

う報告も必要ですし、年度の中間においても報告を求めるなど、いろいろ多岐にわたって

評価ができる方法であったほうが良いと思います。 
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 つまり、今回、この報告書の中で、毎年度実績の報告と中間的な報告と、年２回報告す

る形になっていますけれども、これは妥当なのかなと思います。 

 また、併せて４ページの情報公開についてですが、情報公開すべき事項については、年

２回の報告の中で実施機関からその場で評価委員会に報告するようなものも出てくると思

います。 

 最後に、前も申し上げたかもしれないのですけれども、１点つけ加えさせてください。

我々の独立法人の評価でも時々話題になっておりますが、成果を把握するための情報は非

常に重要ですが、報告に向けた作業が、国、独立行政法人双方に過度な負担になっている

のではないかという議論もあります。この後、評価方法を考えられると思うのですけれど

も、そのときにどちらにも過度な負担にならないような仕組みにしていただくという配慮

が必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 私のほうからもお聞きしたいのですけれども、実際に運営がうまくいかなくなって、一

定の休止や閉鎖期間を経た後、運営が再開されているような企業主導型保育園もございま

す。ここの２ページ目に事業譲渡時の審査という項目で事業譲渡についてのルールを明確

化するということで入れていただいているわけなのですが、これに関しての皆様方の御意

見、補足、こういうところに気をつけたらいいのではないかみたいなものがあれば、ぜひ

御意見をお願いしたいのですけれども、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○本地構成員 これも前の委員会で申し上げたと思いますが、社会福祉法人の事業展開に

ついて、厚生労働省で議論が進められていまして、その中でも事業譲渡というのは、前向

きに事業をより効率化してうまくやっていくためにあるという文脈でも議論がされていま

す。 

 先ほど、分社化の場合は、審査のときに新規として取り扱わないという話もありました

が、企業の組織再編というのは、分社化以外の方法でも近年頻繁に行われるようになって

いると思っています。 

 こうした点を踏まえると、事業譲渡は、悪いものはしっかりと厳格に審査をしないとい

けないと思うのですけれども、必要なものは円滑に進めていく。これが非常に重要かなと

思います。 

 確かに継続性、安定性という形で課題がある法人が、こういった企業主導型事業に参入

しているケースがあることは承知していますが、メリハリをつけてしっかりやっていくこ

とが重要かなと思います。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがですか。 

 私ばかり発言して申しわけないんですけれども、実は私、保育事故の委員会もさせてい
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ただいております。少し気になっていることなのですけれども、当初、この企業主導型保

育事業は認可保育所とは異なり、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

きなかったと思うのです。ですけれども、法律が改正されまして、2017年度から加入でき

ることになり、万一の事故にも対応できるようになったと理解しております。 

 この保険は無過失保険ですので、認可保育所では多分ほとんどの園が加入しております。

保育所側にとっても、けがや事故に遭われたお子さんや保護者にとっても心強い保険なの

です。ですから、この企業主導型保育事業につきましても、議員立法で保険加入していた

だいたわけですので、もっと強力に推進すべきだと思っております。 

 また、これは企業主導型だけにかかわらず、保育事故を見ておりますと、やはり認可外

保育所からも全部報告が上がっているのかが少しわからない状況があります。なぜかと言

いますと、スポーツ振興センターの保険に上がっている事故の件数と、実際に事故報告と

して上がってくる事故の件数と少し差があります。この災害共済給付のほうは、無過失で

給付を申請すればすぐもらえますので、非常に軽い事故も申請なさっているわけです。保

険給付をもらうためには、網羅的に全ての給付申請をされます。事故があってはならない

ことなのですけれども、企業主導型保育施設における事故も報告されるはずです。保険加

入を勧めていただいて、認可と比べてこの企業主導型保育事業がどういう状況になってい

るかということを、比較検討するために非常に重要であるということと、何よりも子供と

親御さん、保育運営者側にとってもこの無過失の保険に加入するということは安心感も保

証いたしますので、ぜひ強力に加入を勧めていただくようにお願いしたいと思います。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田構成員 先ほど、委員長がおっしゃるとおり、この災害給付に関しては、もうほと

んど認可保育園では加入しておりまして、先ほども繰り返しになりますけれども、過失の

有無にかかわらず給付がなされるという本当にいい保険でありまして、もしかしたらこれ

から参入される方で、知らないでほかの保険に入ったりとかいうところもあると聞いてお

るのですけれども、法改正で、もちろん私がかかわっているところも、既に１年目から加

入していますので、保育所は本当に加入すべきだと私は事業者としても考えております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見ございませんでしょうか。資金助成などはいかがですか。 

 どうぞ。 

○日本商工会議所 この１ページから２ページにかけて、審査に関する事項については、

非常に妥当な内容だと思っております。 

 その上で、この２ページ上段に記載の、例えば、財務の適格性ですとか平均的な建設単

価の実績との乖離に関する審査については、非常に重要なポイントだと思っておりますの

で、専門家の方々の知見を通じて、しっかりと審査していただくことが必要だと思います。 

 それによって、この企業主導型保育事業のさらなる適正化にもつながると思いますし、

各企業が負担しております拠出金の運用規律のさらなる徹底というところにも直結するか
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と思いますので、これらの点をしっかりと審査していただければと思います。 

 あと、３ページ上段の整備費に関してなのですが、改修費助成について分割払いという

こともあったのですが、とりわけこの企業主導型保育は中小企業による設置が進んでおり

ますので、中小企業の資金調達力ですとか、資金繰りに対する配慮も合わせてお考えいた

だければ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す。 

 何か、委員の先生方から、本地委員、お願いします。 

○本地構成員 ３ページの一番上のところで、事業所内保育事業と同様に実情に応じた助

成方法とする、というところです。 

これは事業所内保育所と同様にするということは、建設当初に助成金を一括で払うので

はなくて、運営費の中で毎月支払う方法に改めるという話だと理解をしています。 

 補助金の一括払いを受けた場合、補助金の性格上、一定の年数や用途につき弾力的な取

り扱いもできるのですけれども、もし仮に、改修したり、定員を減らしたり、事業をやめ

てしまった場合に、原則として、その補助金を返還しないといけないという作業が出てき

ます。 

 そうすると、これは事業者にとっても実施機関にとっても手間が発生する話と考えてい

ます。今回は、既存の建物を改修する場合に限ってというお話なので、比較的賃貸した建

物を改修するケースも多いですし、補助金の返還が出ないように、後日、分割で払うとい

う方法もありなのかなという気がします。 

 一方で、おっしゃるとおり、保育施設の設置者にとって初めに資金調達が当然必要にな

ってくると思うのですけれども、改修は新築に比べれば費用が比較的少なく済むというも

のが実態だと思いますし、手元資金が全然なくても入れますよと、一部のコンサル会社が

誘導しているとも聞いていますので、そういった点も踏まえると、こういった形の助成方

法の是正は必要なのかなと思います。 

○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。 

 嶋方委員、お願いします。 

○嶋方構成員 私もこの助成方法の変更は妥当かなと思っております。なぜかというと、

一括ではなくて、加算とした場合、この施設をつくった後に、定員の充足率が低くなった

場合、助成金の補助も当然低くなりますので、保育施設の設置者自身がいい加減な申請を

してこなくなるという意味でいいのかなと思っております。内閣府の方針案として、施設

の設定定員の妥当性の審査を打ち出されていますが、これによって実情に見合わない施設

の防止というものにもなると思うのですけれども、どちらが補足かはわからないのですが、

両方行うことで過度な施設も設置されなくなるのかなと思っております。 
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○前田座長 改修費の助成をめぐっては３月の報告書に記載をいただきましたけれども、

その後も会計検査院から指摘を受けておられますよね。また、残念なことなのですけれど

も、施設整備費をめぐっては不正事案が明るみに出て、刑事事件にもなることがあります

ので、やはり防ぐような手立ては講じていただく必要があると思いますので、工夫をよろ

しくお願いします。 

 あと、どうですか。２ページの下に育成協会からの支払いが遅いということで、運営団

体が非常に運営上支障を来すことが事業者さんから指摘がありまして、２ページには概算

払いは月末、精算は翌々月末に行うということで、今年度は実施機関選定後、適切に実施

ということですが、この円滑な資金助成がちゃんとできそうでしょうか。施設が非常にふ

えていますけれども、いかがでしょうかね。 

 本地委員、どうぞ。 

○本地構成員 我々、福祉医療機構でも助成とは性格が異なるかもしれないのですが、福

祉医療施設等に融資を実施しているところです。融資に当たっては、当然素早い資金交付

は非常に重要なのですけれども、一方で、審査をしっかりすることも重要です。これを両

立させることは、なかなか難しくて、審査をしっかりすれば当然時間がかかってしまう。

さらにいうと、経営が余りよくないとか、ガバナンスがうまくいっていないところはより

時間がかかるわけです。そこを無理やり短くして補助してしまうと、審査が疎かになる可

能性があると思います。 

 ですので、資金助成と審査の部分、ここをうまくバランスをとっていくということが、

非常に重要です。 

 やはり早くやることによって、過誤払いが増えるということになると、本末転倒と思い

ますので、そこは留意をしていただきたいというところです。 

 あと、恐らく先の話だと思いますが、先ほどおっしゃられた点検・評価委員会という場

で評価をするときに、事務を簡素化したか、迅速化したかというものが評価の視点になっ

てくると思うのですけれども、余りそこに重点を置き過ぎて、先ほど言ったような拙速な

支払いが増えるということは避けるべきではないかと思います。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございますか。この資金助成について、何か御意見ございませんでし

ょうか。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田構成員 整備した後なのですけれども、整備状況を現地確認とあるのですけれども、

我々認可保育所の場合ですと、通常、自治体が整備の中間の段階とか完成の段階で確認に

行くことがあるのですけれども、例えば、自治体の協力とかを得て着工から完成に至るま

での間に確認する手段とか、どうかなと思っているのですけれども、その辺はどうでしょ

うか。 
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○前田座長 どうでしょうか。 

○西川参事官 自治体と御協力いただけるかというところは、現段階では、個別に御相談

ということになるのかなと思っております。 

○前田座長 多田委員、どうぞ。 

○多田構成員 施設における自治体との連携というところなのですけれども、企業主導型

保育所は認可外保育施設です。認可外保育施設の開設手続きというのは、児童福祉法では

開設後の届け出でいいということになっています。ですので、整備状況を途中で把握とい

うか確認というのはしていないのが現状になります。 

 一方、認可保育所の認可に際してですけれども、東京都の例ですけれども、東京都は整

備が完成した後、現地確認することに加えまして、現地確認をしたときに、何かしらの修

正点や改善事項があった場合は、写真とか書面での改善状況の報告というものを求めてい

ます。ですので、自治体と連携して、現地で確認することも重要かもしれませんけれども、

そうした現地確認以外の実施機関で実行可能な方法の活用を考えてもいいのではないかと

思います。 

○前田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 この資金助成についていかがですか。皆様方、よろしいですか。 

 それでは、次に指導監査・巡回指導・相談支援について、御意見がありましたら、お願

いいたします。 

 また、先ほどの審査・資金助成の件でお気づきの点があれば、また、補足していただい

て結構ですので、まずは、指導監査・巡回指導・相談支援について御意見がございました

ら、よろしくお願い申し上げます。いかがですか。 

 本地委員、お願いします。 

○本地構成員 ３ページの真ん中で、指導監査・巡回指導を年１回行うとありますけれど

も、やはり年１回は現場に行って確認をするということは非常に重要と思います。 

 社会福祉法人の場合だと、ISO9001を取得しているとか、税理士さんに財務会計に関する

内部統制の向上について指導を受けているということがあれば、数年に１回にしてもいい

ですよというルールもありますが、それは事業単位ではなく法人単位でのルールです。今

回、企業主導型事業は、まだできて新しい事業ということもありますし、いろいろ課題も

あったことなどを踏まえると、年１度現場に行くということについては、非常によい改正

かなと思います。 

 また、後段で満足度調査を実施するとあり、当該調査で下降が続く施設は重点的に巡回

指導とありますので、こうした客観的な指標をうまく使いながら、監査に入る回数とか重

点的にどこをやるかということは、今後議論をしていけばよいのかなと思います。 

 以上です。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 この３ページ目には、自治体と連携し、地域ブロック別または業務別の体制を順次整備
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とありますが、自治体の立場としては、東京都の多田委員、いかがでしょうか。 

○多田構成員 東京都の多田です。 

 ここに指導監査・巡回指導という表現で記載されているのですけれども、東京都のやり

方としてはいわゆる指導監督と巡回指導というものは、異なるものとして実施しておりま

す。 

 指導監督と言いますのは、指導基準というものがありまして、その基準への適合状況を

厳格に確認するというものです。 

 一方で巡回指導というは、施設の運営の向上に向けて保育内容についての助言などを行

うものと使い分けております。 

 企業主導型でどのようにやっていくかですけれども、企業主導型の指導監督につきまし

ては、認可外の指導監督基準にない財務面の監査もあると思っております。 

 そうしたことから自治体としては、指導監督における実施機関との連携は必要なものだ

とは考えておりますので、実施機関と調整し、自治体のほうで巡回指導を実施していくこ

とはあり得るのかなと思います。 

 ですが、そもそも財務面の監査等の指導対象が違うところから考えますと、企業主導型

保育事業における指導監査は、最終的には国なり実施機関などが責任を持って行っていた

だく必要があるのかなと考えております。 

 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。 

 嶋方委員、お願いします。 

○嶋方構成員 指導監査等なのですけれども、こちらは実施機関の重要な業務の一つです

けれども、従来はこれを一括委託してことでいろいろな問題が生じていたというものが当

委員会でも上がっておりました。今後、ブロック別、業務別であったり、一部委託であっ

たり、利益相反の排除みたいな制限がかかる上に、国が関与していくということもありま

すので、すごくよいのかなと感じました。 

 また、情報公開のところで、さまざまな種類の情報の公表がされるようなのですけれど

も、国が各事項の公表の頻度等を設定とあるのですけれども、具体的にどのぐらいの頻度

ですとか、どういった情報がどのぐらいの頻度で公表を求められるのか、想定されている

のかを教えていただけますでしょうか。 

○前田座長 事務局でお願いします。 

○西川参事官 資料４ページに書いてございます国としては各事項の公表の頻度につきま

しては、今後設定していくということでございます。 

 情報の性格に応じて考えてまいりたいということでございます。 

○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。 
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 本地委員、お願いします。 

○本地構成員 今、御説明いただいた点についてですが、情報公開において、必要な情報

をタイムリーに公表していくというのは賛成ですけれども、公表する側の事業者の方が公

表にかなり手間がかかるとか、実施機関に手間がかかるということにならないよう事務作

業の最小化を図るべきと思います。 

 現行では、システムで毎月これぐらい利用したとか、いろいろなことを報告されている

と聞いています。 

 ですので、電子的にもらった情報を、実施機関でうまくウエブで公表するようなシステ

ムを構築するなど、既存の仕組みをうまく使うということについて考えていただけるとあ

りがたいかなと思います。 

 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。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田構成員 資料の３ページなのですけれども、相談支援の内容について、保育施設に

対して相談に対応するとあるのですが、具体的にどのようなイメージをしているのか教え

ていただきたいのです。保育施設は日本全国にありますから、実施機関の拠点が１カ所だ

けですので、それで対応するのは難しいと思うのですけれども、そのあたりを教えていた

だければと思います。 

○前田座長 事務局からお願いします。 

○西川参事官  国の役割ということで、各自治体とうまく連携を図られるように、自治

体と連携を強化するということだと思います。 

 この委員会の中でも、福岡市さんとか大阪市さん、大阪府さんは、もう既にこういった

相談などにも対応していただいている自治体もございますので、そういった好事例を我々

はまとめるつもりでございます。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 電話がなかなかつながらなかったり、つながってもマニュアルを読み上げるだけという

御不満がありましたので、ぜひ実施機関にはお願いしたいと思います。 

 ほかにはございませんか。 

 それでは、次の議案に移りたいと思います。 

 情報公開、自治体との連携、その他の各項目について、御意見ございましたら、お願い

いたします。また、繰り返しになりますが、前の議論で気づかれたことがありましたら、

補足していただいても結構です。情報公開、自治体との連携、その他について御意見がご

ざいましたらお願い申し上げます。いかがでしょうか。 

 では、私からよろしいですか。 

 ４ページ目の最後なのですけれども、その他の事項に「保育の質向上のため、調査研究
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を進める」というものがあるのですが、これは何なのでしょうか。 

 お願いします。 

○西川参事官 ６月25日の子ども子育て会議で東大の秋田委員からも御紹介いただいたと

ころなのですけれども、保育の質に関して調査研究をなさるということでございます。企

業主導型保育事業も含めて全国の保育従事者、園長さんに対して、アンケート調査してい

くということです。国も協力することとしています。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 ほかに皆様方から情報公開、自治体連携について、何かございませんでしょうか。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田構成員 ４ページの自治体との連携のところなのですけれども、その中の自治体へ

の情報提供というところで、各保育施設から自治体へ利用者情報の提供を徹底とあるので

すけれども、この辺を詳しく説明していただければと思います。 

○西川参事官 子ども・子育て支援法施行規則28条14項という条文がございますけれども、

そこで、企業主導型保育事業を利用されている方々が利用していることについて、保護者

から園、園を経由して市町村のほうへ情報提供するという規定があります。 

 園長会とか自治体と園の顔が見えるような関係ということも合わせて必要なのかなとは

思っております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 この自治体への利用者情報の提供なのですけれども、東京都で自治体はいろいろござい

ますよね。もし、よろしければその状況などを教えていただければと思うのです。 

○多田構成員 企業主導型保育事業の活用状況なのですけれども、都内の区市町村によっ

てはいろいろスタンスが異なっていまして、積極的に情報収集し、活用しているようなと

ころもあれば、少し距離を保っているようなところもあります。 

 今、事務局のほうから、顔の見える関係構築というものがありましたけれども、やはり

関係構築には、第一歩となるきっかけづくりが非常に必要なものだと思っております。そ

れがその後のしっかりした関係につながっていくと思っておりまして、そのためには、区

市町村側から保育施策の実施主体として各施設に働きかけていくということも重要ですし、

逆に施設側から区市町村への働きかけも併せて必要だと思っています。 

 企業主導型保育事業を活用していくに当たっては、今、個々の利用者情報のお話があり

ましたけれども、定員の充足状況なり運営状況について毎月区市町村への報告の提出を求

めてはどうかと思っています。そうした情報を区市町村が入手することで定員の空き情報

なりを自治体が把握し、それをホームページで公表することが利用者拡大にもつながると

思っております。ですので、そうしたところも併せて検討していただければと思います。 

 以上となります。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 
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○日本経済団体連合会 １点、指導監査と自治体との連携について、申し上げます。年１

回指導監査を実施し、改善状況をフォローアップする場合、かなり効率的に進める必要が

あろうかと思います。ついては、既に情報公開している情報なども加味しながら監査を行

う等、効率的な方法を視野に入れて御検討いただければと考えております。 

○前田座長 ありがとうございます。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田構成員 先ほどの連携についてなのですけれども、資料の４ページの指導監査、巡

回指導の連携というところの米印の２つ目のところに、「国は、自治体、保育施設、経済

団体、保護者等との意見交換の場が設定されるよう推進」とあるのですけれども、これは、

先ほどから皆さんもおっしゃっているように、ぜひこういった連携は本当にあればいいな

と私も思っております。 

 倉敷市の場合でも、企業主導型は６園あるのですけれども、また、さらに７園もふえる

ということで、ふえるのはいいのですけれども、横のつながりというものも全くなくて、

認可保育園では園長会のようなものはあるのですけれども、あくまでも認可保育園だけの

集まりであるので、そういった企業主導型保育の園も自治体も含めて、そういった連携に

ついて先ほどの話の中でも好事例として年内にもそういった連携の話が紹介されたのです

けれども、国から自治体にもそういった働きかけをしていただくということ。 

 あと、私がさっき述べた相談支援のことについても、地域の倉敷なら倉敷の事業者同士

でも、アドバイスではないですけれども、例えば保育内容とかいった支援も必要ではない

かと思いますので、別に上からというわけではないのですけれども、我々社会福祉法人は

長い保育の経験がありますから、そういったことを企業保育園にアドバイスしてもいいの

ではないかなということもぜひできればいいかなと思っております。 

○前田座長 ありがとうございました。 

 ほかに皆様方、御意見はございませんでしょうか。全体を通しても結構です。何かござ

いましたら、お願いします。 

 今回、これが内閣府さんの案ということで、これで実施団体の公募なども始められます

ので、もし何かございましたら。よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 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。 

 内閣府様におかれましては、本日の意見も踏まえて、公募要項などの具体的な検討を進

め、新たな実施機関の選定を適切に行っていただけるよう、お願い申し上げます。 

 最後に私のほうから、皆様にお礼を申し上げたいと思います。 

 この会議は、大臣が毎回御出席いただきました。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 １回部会の関係でパスしました。 

○前田座長 大臣におかれましては、質問もいつも積極的にしていただきまして、大変密

度の濃い議論ができる委員会になりました。本当に感謝申し上げます。 
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 私自身、この企業主導型保育が2016年に始まりましてからいろいろな方からのお話をお

聞きしておりました。賛否両論はいろいろありますけれども、私はある自治体の認可保育

所に入所申請なさった全世帯を調査したことがありますが、認可保育所に入られた方も入

れるかどうかぎりぎりまでわからない状態です。そのため、育休の間もそのストレスが激

しかった状況が分かりました。実は育児休業はパパママプラスで１年２カ月ぐらいとれる

権利があるのですけれども、認可保育所に入るためには、４月の年度初めに入ることが事

実上入所する必須要件になっています。年度途中はほとんど入れませんので、多くのお母

さん、お父さんたちが本当は育児休業をもう少しゆっくりとりたかったけれども、子供の

生まれた月が遅かったために、生後３カ月、４カ月でどうしても年度初めに子どもを入れ

ざるを得なくて、育児休業を切り上げて残念だったという声もありました。会社側は待っ

てくれるつもりがあったのに、保育所の入所期限で事実上の育児休業の切り上げ期間が決

まってしまうという意見もございまして、特にこの企業主導型は事業者設置型などですと、

従業員の復帰時期が必ず雇用主側も、働くほうも安心して確約ができて、育児休業中に保

育所に入れるかどうかわからないストレスもないということで、大変役割が大きいのだな

と私は一方では思ったことでございます。 

 もちろん、急いでつくった施設ですので、事業が成り立たないようなところも出てきた

り、いろいろなことがあったわけなのですが、大きい役割を果たしていることは確かです

ので、ぜひ内閣府様もこの事業をよりよく育てていただけるようにお願いしたいと思いま

す。 

 この取りまとめに当たりましては、皆様におかれましてはお忙しい中、委員会にいらし

ていただきまして、委員の方々には大変貴重な御意見をいただきました。ヒアリングに関

しましても、いろいろな方に御尽力いただきまして、保育の安全、会計、労務、建設費助

成のあり方、利益相反防止、自治体の連携、実施機関の組織体制などさまざまな議論をす

ることができました。現段階ではございますけれども、私たちなりに精一杯保育の質や事

業の安定性確保のためにどうすべきかという御意見をまとめさせていただくことができま

したことを、皆様に改めて御礼申し上げます。 

 改めまして、内閣府におかれましては、今後の現状をしっかり把握し、よりよい保育事

業を展開していただきますようにぜひお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、この検討委員会の締めくくりに当たりまして、大臣から御挨拶がございます。 

○宮腰内閣府特命担当大臣 本日も委員の皆様方、あるいは経済界の皆様方にはお忙しい

中、お集まりをいただきまして、大変密度の濃い御意見を賜りました。本当にありがとう

ございます。 

 前田座長を初め、委員の皆様には昨年末の検討委員会の立ち上げ以来、現場の実態を丁

寧に見ながら３月には改善策を取りまとめていただくなど、本当にお世話になりました。

ありがとうございました。 

 この間も企業主導型保育事業は社会的な注目を集めてまいりました。また、改善策の取
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りまとめ後も会計検査院からの改善措置要求、さらには補助金適正化法違反の容疑による

逮捕といった残念な事案が生じているところであります。 

 今回、６回にわたってこの検討委員会において、本当に綿密な議論を重ねていただきま

した。６月26日に閉会した通常国会において、最重要法案と言われた子ども・子育て支援

法案が成立をいたしました。その法案の審議の中においても、この企業主導型保育事業が

大変大きなテーマとして議論をされましたし、法案が成立した後も、一般質疑ではあるも

のの集中的な質疑ということで、子供の貧困対策とこの企業主導型保育の２つのテーマが

大きな問題となりまして、衆参両院の内閣委員会で集中的な質疑も行われたということで

あります。 

 仮にこの検討委員会の検討がなければ、恐らくこの子ども・子育て支援法案、いわゆる

幼児教育・保育の無償化法案、親御さんの負担を軽減する。そして、若い方々が子供を産

みたいという思いを実現するための法案でありますけれども、この法案がどうなったかと

いうのは、今から考えるとこの検討委員会における検討があって初めて子ども・子育て支

援法案が円滑に、一度も委員会で審議がストップすることなく成立ができたと思っており

ます。その意味で、大変感謝を申し上げておきたいと思っております。 

 政府におきましては、この検討委員会での御議論を踏まえまして、骨太の方針において

企業主導型保育事業については、待機児童対策への貢献や多様な働き方への対応等の意義

を確認しつつ、子供の安全が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、地方自治体との連携のあり方を見直すなど、円滑な実施を図るということを閣議決定

をいたしました。 

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

わる問題でありますから、保育の質の確保向上に真摯に取り組むとともに、本事業の信頼

性の確保に向けて反省すべきは反省し、しっかりと改善を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 最後の委員会となります本日、新たな実施機関の公募に当たっての方針案について、活

発かつ綿密な御議論をいただきまして、道筋をつけていただきました。いただいた御意見

をしっかり踏まえ、公募を実施し、実施体制を再構築していきたいと考えております。 

 この検討委員会の役割は、新しく設置される企業主導型保育事業点検・評価委員会に継

承されていきますが、皆様には引き続き、さまざまな機会で御助言をいただければと考え

ております。 

 今後とも私自身が先頭に立ちまして、おまとめいただいた改善策やこれまでの御議論に

沿いまして、スピード感と透明性を持って着実にこの事業を実施してまいりたいと考えて

おります。 

 これまでの精力的なお取り組みに改めて敬意を表し、また、お礼を申し上げまして、前

田座長を初め、委員の皆様方あるいは経済界の皆様方に対するお礼の御挨拶とさせていた

だきたいと思います。 
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 どうもありがとうございました。 

○西川参事官 これにて終了いたします。 

 ありがとうございました。 


