
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
  
 

 

 

 

間等の条件が異なることも考えられるので、保護者への情報提供や説明会を開催することとした
らどうか。

（６）利用定員の区分

① Ｃ型の定員の取扱い

② 定員弾力化の取扱い

③ 特例給付の取扱い

・１９人を超える定員の弾力化については、当該事業所以外に利用可能な事業所がない場合など
事由及び時限を限定して認めることにしたらどうか。

運営基準について

（１） 利用開始に伴う基準
ⅱ）応諾義務

・応諾義務における正当な理由について明示する必要がある。また、保育料を滞納した場合の取
扱いについては、現行の認定こども園制度における対応を検証し、新制度としてのあり方を検討
すべきである。

ⅲ）定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考

・選考方法については、学校として性格と児童福祉施設として性格を兼ねた公平な選考基準が必
要である。地域における実情を把握する観点から市町村に協議の上、具体的な選考方法を情報開
示するなど透明性の確保が必要である。

（２）教育・保育の提供に伴う基準

ⅱ）上乗せ徴収等の取扱い
・実費徴収に限度を設けるかどうか
・実費徴収、実費徴収以外の上乗せ徴収を行う場合、あらかじめ額や理由を明示することを求
める。

・実費徴収の上限設定及び実費徴収以外の上乗せ徴収については、経営実態調査の結果を踏まえ
る必要がある。
・実費徴収以外の上乗せ徴収については、「基本制度」では運営主体である法人種別により対応
を異にする考え方が示されているが、幼保連携型認定こども園は学校と児童福祉施設との双方
の性格を有することや、新制度は公定価格制度であること、幼稚園については現行の補助制度
と新制度への移行が選択できる仕組みとなったこと、低所得者への配慮を行うことなど多様な
視点を踏また上で、新制度として統一した基準が必要である。
・保育所には入園金の仕組みがないことや、保護者からの建設費に対する寄付金等は行政指導に
より差控えている。児童福祉施設でもある幼保連携型認定こども園における取扱いについて一
定の考え方を示す必要があるのではないか。

ⅲ）特別利用保育・特別利用教育の提供（定員外利用の取扱い）

・定員割れがある施設について、保護者からの希望がある場合は認めてもいいのではないか。

（３）管理・運営等に関する基準

ⅴ）会計区分

・施設型給付に係る事業を区分経理するものとし、当該事業以外の学校・社会福祉事業以外の事

業への繰り入れは認めないこととすべきである。

・運営主体であるすべての法人の財務諸表を公表する。
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意意意意見見見見書書書書

公公公公益益益益社社社社団団団団法法法法人人人人全全全全国国国国保保保保育育育育ササササーーーービビビビスススス協協協協会会会会 坂坂坂坂本本本本 秀秀秀秀美美美美

小小小小規規規規模模模模保育事保育事保育事保育事業業業業にににに関する関する関する関する件件件件

小規模保育事業については、安心して預けられる保育を提供することを前提に、19人以下という少人

数制かつ対象児童が０～２歳の乳幼児という施設の特徴を踏まえながら地域の実情に応じた事業展開

ができるよう、柔軟な基準づくりを行うことが望ましいと考えます。 

1.	 職員数は、保育所と同様の配置基準を基本とし保育に従事する職員を１人追加加配する案に賛成し

ます。 

2.	 B 型の保育士割合は、「保育所と同じ比率の職員配置数＋１名」の１／２以上を保育士とし、保育

士比率の上昇に応じて公定価格上の段階的な対応がされることに、賛成します。 

3.	 ３歳未満児の保育に従事するという特徴を踏まえ、乳児保育に必要な保育の質の確保の観点から、

保育従事者には一定の研修を求めることは絶対必要です。対象年齢や少人数制保育という事業の特

徴から保育者と保護者との関係が密接となるため、信頼関係の構築はより重要視されるものであり、

研修内容には乳幼児の発達やケア等の知識・技術に加え、児童家庭福祉や家庭・保護者とのコミュ

ニケーションの取り方、保育マインドなどの家庭の子育て支援の科目も必要と考えます。また事業

の拡大と共に研修対象者も増えることが予想されますが、市町村が研修を委託する場合には、養成

校と連携をしている研修機関を基本とするなど研修の質についても検討いただきたいと考えます。 

4.	 B型の保育室の面積基準は、０・１歳児は３．３㎡、２歳児については１．９８㎡以上という、保

育所と同様の基準が良いと思います。 

5.	 屋外遊戯場について、近隣の公園や広場、寺社境内等の代替地を可とし、面積基準も２歳児に対し

１人あたり３．３㎡以上とする案に賛成します。 

6.	 給食については、離乳食の進捗やアレルギー対応の観点から自園調理が基本と考えます。調理設備

については、スプリンクラーや自動消火設備、調理場所の子どもの立ち入り予防策を設けるなど安

全面の最低基準を定め、調理員については保育の質の観点から専任の調理担当を配置すべきと考え

ます。

連携施設等からの搬入は、アレルギー対応・離乳食対応が可能であれば、認めてよいと思います。

ただし、冷蔵・加熱等の最低限の調理設備は必要なため、調理設備における安全性の最低基準は定

めることが望ましいと考えます。 

7.	 ４階以上の屋外避難階段についての見直しを強く希望します。（事業所内保育施設の避難設備の規

制緩和と同条件） 

8.	 転園・卒園時の連携体制、嘱託医による健康診断や栄養士による給食献立や助言などにつき、本園

－分園関係がない小規模保育事業者に対しては、事業者の求めに応じて自治体が連携施設との調整

を図るようにしてください。 

9.	 安定的な運営ならびに保護者支援の観点からも、定員やスペースに空きがある場合には運営事業者

の裁量により適切に活用できる仕組みを考慮してください。
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地地地地域域域域子子子子どもどもどもども・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援事事事事業業業業におけにおけにおけにおけるるるる、、、、訪問型訪問型訪問型訪問型事事事事業業業業のののの導入導入導入導入推推推推進進進進

居宅訪問型保育事業ならびに地域子ども・子育て支援事業において導入される訪問型保育は、子ども

を持つ家庭に対してその居宅を本拠にして柔軟に対応できる保育サービスであり、訪問型を導入するこ

とは、利用者の選択肢を増やすことができ、かつ人件費以外の施設や設備費用のイニシャルコスト低減

が図れるメリットがあります。

地域子ども・子育て支援事業においては、⑤養育支援訪問事業、⑩病児・病後児保育事業以外の事業

においてにも、訪問型保育を導入できる可能性があると考えます。 

④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）について、初回訪問において産後ケア等の観点

から継続したサポート提供が望ましい場合ならびに保護者本人が希望した場合に、２回目以降は訪問支

援者（訪問保育事業者への委託を含む）が保育の提供など実質的な支援（産前産後支援）ができるよう

にすることで、保護者の育児不安解消につながると考えられます。また、母親の心身の安定を図るため

に出産前の母親の体調不調時等における支援も有効であり、産前産後における支援の導入を強く希望し

ます。

個別保育のリスクに対しては、認定事業者を含めた複数の参入事業者を指定し事業内容等の情報公開

を義務づけること、保育提供者の研修の充実によりリスクヘッジを図ること等によって対応を図ること

を提案します。研修内容については、前述の小規模保育事業について３．と同様のあり方が望ましいと

考えます。

訪問支援者には、子育て経験者、幼稚園教諭資格者等の保育士以外を含めることで、地域人材の活用

による地域の保育支援への関心向上による地域全体の保育支援力の高まりも期待できます。

特別なニーズ（多胎児・障がい児・慢性疾患等）の子どもを持つ家庭に対しては、対象児童の年齢を

制限するのではなく弟妹の年齢を考慮するなど、利用範囲を広げることが家庭支援の観点から望ましい

と考えます。
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地域子ども・子育て支援事業における居宅訪問型保育の利用パターン

早朝                   夜間

送迎保育 

⑨延長保育事
業に含められ
るか

最も多い利用パターン。子どもが

長時間に渡り、家庭外で集団生活

をする必要がない。保育所等の開

設時間を長くする必要がない。 

ファミリー・サポートセンターと

の棲み分けは「子ども自身の居宅

で過ごす」点にある。 

⑩病児・病後

児保育 

病後時等の体調不良時に子どもが

移動する必要がない。子どもの体

調に合わせた過ごし方が可能とな

る。 

⑧一時 

預かり 

理由の如何を問わず、保護者が日

中子どもの保育をできない時間に

必要な場所で必要な時間、子ども

の保育を行う。保護者の用務先に

同行して行われる場合もある 

⑨子育て短

期支援事業 

夜間や休日に保護者が不在となる

場合に、子どもが居宅で過ごすこ

とができる。 

⑩養育支援

訪問事業 

養育支援を必要とする家庭に、育

児支援や家事支援を行う事業を市

町村からの委託を受けて行ってい

る。保護者が在宅する状態で支援

を行う。 

ひとり親家

庭支援 

ひとり親家庭の技能習得のための

通学、求職活動なども含め、一時

的に育児支援や家事支援が必要な

場合にヘルパーを派遣する事業を

行う市町村が行っている。 

産前産後 

支援 

妊娠期から出産後の一定の期間

に、育児支援や家事支援を行う事

業を市町村が行っている。保護者

が在宅の状態での支援。上の子ど

もの保育を行う場合もある。 

産前産後休

業時育児支

援事業 

児童育成事業の一環として「双生

児等多胎児家庭・産前産後休業時

育児支援事業」が行われている。

産前産後の休業中、妊産婦健診の

受診や産褥期の体調不良等によ

り、義務教育就学前児童の育児の

ため育児支援サービスを利用した

場合の費用について割引がある。

多胎児家庭

支援 

児童育成事業の一環として行われ

る同上の事業で、義務教育就学前

の双生児等多胎児を養育している

保護者の育児疲れを解消し、リフ

レッシュを図るため育児支援サー

ビスを利用した場合、その費用の

一部又は全部が助成される。 

保育所・その他の保育施設 

小学校･放課後児童クラブ 

必要な期間・必要な時間 

必要な期間・必要な時間 

必要な期間・必要な時間

必要な期間・必要な時間 

自治体が認める回数・時間

必要な期間・必要な時間 

年間 2 回まで（双生児の場合）
年間 4回まで（3人以上の場合）

年度内 4 回以内（現行） 
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平成 25 年 7 月 25 日「子ども・子育て会議 基準検討部会」提出資料 

平成 25年 7月 25日 委員：溜川良次
（全国認定こども園連絡協議会）

第１．6/28基準検討部会第２回での発言を踏まえての要望事項
１．「高い水準を引き継ぐ」際には、現行制度の単なる組み合わせではなく、今回の機会に

現行制度や関係法規の見直しを含め、その必要性の有無や高低を原点に返って判断すべき

だと考えます。 

〔具体例〕

①健康診断の回数：全園児を一律２回とするのではなく、短時間児や三歳以上児などは

年 1回とするなど認定区分を配慮した回数としても健康管理を維持できると考えます。
②保育職員の配置：現行保育所において園児 1 名につき常に保育士 2 名を配置する基準
は緩和すべきです。過剰配置とも申し上げられる場合もあります。

③水質検査の実施：現行幼稚園では、公営企業による水道水についても水質検査が義務

付けられていますが、廃止可能なものと考えます。（保育所は無し）

④学校薬剤師の配置：現行幼稚園では各園に学校薬剤師の配置が求められています。し

かし、園毎に配置するだけの業務量と必要性について疑問であり、各園配置について

義務づける必要性は高くないものと考えます。

⑤保育者の労働時間と休憩時間：給食時間の対応や休憩時間帯の設定など、教育・保育

施設において現行法規の厳正な対応が難しいのが実態です。保育者の健康管理や諸権

利の擁護を基本に、実態にあった法規の見直しを図るか、十分な交替職員の配置を担

保する制度の必要を強く訴えます。

２．「質の高い保育」の実現には、質の高い保育者の確保と養成とが何よりも重要で、保育

者にゆとりある教育・保育の場を実現することにあると考えます。そこで、何よりも「日

常の保育職員を増員できること」に最重点を置いていただくよう切望します。 

第２．当協議会の会員要望事項（H25.6.30当会「13回全国会議」での集約意見）
１．現行認定こども園制度における改善点と新制度への要望 

（１）同一法人における幼保は、設置法人における会計制度を適用することを厳守いただ

きたい（国が通知をしても、異なる法人会計処理＝学校法人保育所に社副会計など＝

を求める自治体の例が絶えません）。

（２）保育所待機児童には認可外保育施設通園児を含めてカウントしてください（現行で

は含まれないため、保育需要に反映されない結果となっています）。

（３）国の「参酌すべき基準」を限定的に絞って「従うべき基準」を原則とすることによ

って、乳幼児が全国どこでも同じ教育・保育を受けられるような制度化を実現してい

ただきたい（地方分権の名のもとに自治体の裁量が幅広いと、自治体首長による制度

運用と解釈がなされ、全国的な教育・保育の公平な提供が妨げられるおそれがありま
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す）。

（４）国・県・市等の「こども園」主管部署の１本化と明確化（新制度は内閣府に統一さ

れますが、全国的には地方行政機関の主管部署がまちまちになる可能性があります。

知事（市長）部局・教育委員会等々自治体によって様々なのが現状で、幼・保の担当

部署が追加的に「こども園」業務を処理している実態があります）

（５）柔軟に対応できる定員の定め方（現行では短時間児に定員上余裕があっても、待機

する長時間児を受け入れることができません。新制度においては、認定区分を超えた

定員管理ができるよう希望するものです）

（６）現行の幼保連携型認定こども園に適用される運営費 75％適用は撤廃いただきたい。

２．新制度への疑問・質問事項 

（１）応諾義務の範囲：在卒園児の兄弟姉妹・卒園児の子・自園の方針に共感する保護者

の児童などについて、入園の優先扱いは可能でしょうか。

（２）保育料の徴収方法：現行認定こども園と同じで、徴収は各園でしょうか。

（３）一体的施設として新こども園の定員は、幼保の合計人数になると思われます。施設

型給付は、その「合計人数」による単価が適用されるのでしょうか。

（４）新こども園の定員は、認可区分による設定となるのでしょうか。その際には区分間

の融通ができるのでしょうか。〔第２・１・（５）関連〕

（５）保育施設の新設が進む地域では保育者不足がみられます。必要人員と保育者として

の質の確保にむけて、フリーの保育者を多数配置できるよう要望します。処遇面での

改善も求めます。

（６）施設型給付園に移行した場合の施設運営者のメリットが見えませんので、お示しく

ださい。

（７）現行こども園（幼稚園 +３歳未満児認可外施設の幼稚園型）が新型こども園に移行
した後に、旧施設（幼稚園）に戻った場合、当該認可外保育施設はどうなるのでしょ

うか。

（８）幼稚園における入園料（おおむね５万円～１５万円程度か）や制服・道具類などの

諸費用は、施設型給付園になった場合に徴収が認められるのでしょうか。

（９）施設型給付園に移行するかどうかの「意向調査」が教育・保育施設にあると伺って

ますが、判断の大きな手がかりとなる公定価格（案）は、調査前に提案されるのでし

ょうか。

全国認定こども園連絡協議会 

【事務局】 

059-0465北海道登別市登別本町２－２５－８
学校法人登別立正学園コロポックルの森

電 話 0143-83-1162  Fax 0143-83-1200 
メール info@nintei-kodomoen.org 
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