
子ども・子育て会議における主な審議事項とスケジュールのイメージ
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（１）公定価格は、法律上「認定の区分（支援法１９条１項１号・２号・３号に掲げる小学校就学前子ど
もの区分）、保育必要量、施設の所在する地域等を勘案して算定される教育・保育、地域型保育に通
常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とされており、
「基本制度」では、「質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準として、
人員配置基準や設備環境を基に、人件費、事業費、管理費等に相当する費用を算定する。」とされて
いる。

（２）給付額の算定に当たっては、例えば、例１、２又は例３のような方法が考えられ、それぞれの特徴、
留意点は以下のとおり。
例１ 個別費目の積み上げ方式（保育所運営費等）

人件費、事業費、管理費等について、各々対象となる費目を積み上げ、費用を算定。

・ 給付費の中に積み上げる対象項目（国の算定基準）が明確になることから、他の補助事業との組み合わせ
が実施しやすく、特に人件費については、経験年数に応じた対応や、配置基準の改善等の政策的な上乗せが
実施しやすくなる。

・ 実際に事業に要した費用（実態）と積み上げた給付費（モデル）の間にずれが生じる可能性がある。事業
費や管理費等については、物価変動等、実態調査の結果を直接反映させる形ではなくなる。

例２ 包括的な報酬体系（介護保険制度等）
サービスに要する平均的な費用を実態調査により把握し、人件費、事業費、管理費等を包括的に評価し算定。

・ 実際に事業に要した費用（実態）に対応した給付費を設定しやすい。事業費や管理費等については、物価
変動等、実態調査の結果が直接反映される形になる。

・ 給付費の中に積み上げられた対象項目が必ずしも明確でない部分が出てくるため、他の補助事業との組み
合わせや、人件費等の政策的な対応が見えにくくなる。
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特 徴

留意点

特 徴

留意点

公定価格の設定に当たっての基本的な考え方



例３ 例１（人件費部分）、例２（事業費、管理費等）の組み合わせ
人件費については、対象となる費目を積み上げ、費用を算定。事業費、管理費等については、サービスに要

する平均的な費用を実態調査により把握し、事業費、管理費等を包括的に評価し算定。

・ 人件費については、経験年数に応じた対応や、配置基準の改善等の政策的な上乗せが実施しやすくなり、
事業費や管理費等については、物価変動等、実態調査の結果が直接反映される形になる。

・ 人件費については、例１と同様。事業費や管理費等については、給付費の中に積み上げられた対象項目が
必ずしも明確でない部分が出てくるため、他の補助事業との組み合わせなどが見えにくくなる。

【対応方針案】
○ 新制度施行時に公定価格を設定する段階においては、対象となる費目を一定程度特定した上で評
価を行う。

※上記の例１～例３は、特に公定価格の改定のあり方として検討。
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特 徴

留意点

＜主なご意見＞
・ 保育士の処遇の改善といった観点からも例１の方が良いのではないか。
・ 人件費については例１、事業費や管理費等については例２といったことも考えられるのではないか。
・ 人件費部分を明示することにより、大幅に人件費水準が低い場合は、労働法令の遵守とともに監査の対象とすべき。
・ 市町村の地方単独事業によって行われている職員の加配などの事業と、連続性のある仕組みとすべき。
・ 例３が良いのではないか。
・ 例１とし、人件費及び事業費・管理費ともに、何が含まれているか見えるようにすべき。
・ 実態との比較や新たな課題に対応しやすい例１とすべき。
・ 居宅訪問型保育については、保育所運営費のような費用構成はなじまないため、現行のベビーシッター派遣事業による助成を踏まえ
て検討すべきではないか。
・ 事業費の中には給食費や教材費もあるので、質を担保していく観点からそのような経費は積み上げとする必要がある。



（基本分保育単価の内訳） 

区  分 内       容 

事 

 

 

務 

 

 

費 

人 

 

件 

 

費 

(1)常勤職員給与（注） 

①本俸、特別給与改善費、特殊業務手当 

②諸手当（扶養手当、地域手当、期末勤勉手当、管理職手当、超過勤務手当、住居手当、通勤手当等） 

③社会保険料事業主負担金等（健康保険、厚生年金、労働保険等） 

(2)非常勤職員雇上費 

①嘱託医手当 

②非常勤職員雇上費 

③年休代替要員費 

管 

 

理 

 

費 

＜職員の数に比例して積算しているもの＞ 

旅費、庁費、職員研修費、被服手当、職員健康管理費、業務省力化等勤務条件改善費 

＜児童の数に比例して積算しているもの＞ 

保健衛生費 

＜1施設当たりの費用として積算しているもの＞ 

補修費、特別管理費、苦情解決対策費 

事業費 
＜生活諸費＞ 

一般生活費（給食材料費、保育材料費等） 

（注）職員数の考え方 

・所    長  １人（設置単価の場合） 

・保  育  士  保育士配置基準に基づき算定 ※その他、配置基準とは別に保育士を１名加配 

乳 児         ３：１ 

１～２歳児         ６：１ 

３ 歳 児        ２０：１ 

４歳以上児        ３０：１       

・調  理  員  ２人（定員４０人以下の場合は１人、定員１５１人以上の場合は３人） 9

（参考）現行の保育所運営費の費用構成



その他、今後、検討していく必要があるものとして、例えば、以下のものが考えられる。

○公定価格の表示方法
公定価格を設定するにあたって、その表示方法（価格表示）について、検討していく必要があるが、

その際、現行の保育所運営費と同様に「円表示」とするか、他制度の例のように「単位（点数）表
示」とするかについて、検討していく必要がある。（次ページ参照）
その際、それぞれの特徴を勘案する必要があるのではないか。

【対応方針案】
子ども・子育て支援新制度は、支給限度額を設定する仕組みではないため、公定価格がどの程度の
額なのか分かりやすい「円表示」を基本とする。

○公定価格の改定
公定価格の改定の時期や方法については、地方自治体の事業計画の状況等を踏まえながら、物価な

ど経済状況の変動等に対応できるものとしていく必要があるが、具体的なあり方については公定価格
の骨格を整理した上で、別途検討する必要がある。
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そ の 他

円表示 単位（点数）表示

特徴
・公定価格がどの程度の額なのか、分かりやすい。
・現行制度における表示方法と馴染みやすい。

・円表示と比較して、公定価格の単価表における項目
数は簡素（地域区分ごとの価格表示が不要）

留意点
・単位（点数）表示と比較して、公定価格の単価表
における項目数が多い。
（地域区分ごとの価格を表示することが必要）

・現行制度では馴染みがないほか、公定価格の請求・
支給に当たって円換算が必要
・子ども・子育て支援新制度では、介護保険制度のよ
うな要介護度に応じた支給限度額（単位）を設定する
方法をとっていない。

＜主なご意見＞
・ 介護保険制度などではサービスという概念から単位や点数が用いられているが、子ども・子育て支援新制度は教育や保育にいくら使われているかを見
えるようにすることが重要であり、円表示とすべき。
・ 市町村の立場では、公定価格なので円表示の方が分かりやすい。
・ 円表示とすることに賛成。



（参考）公定価格の表示方法について
１．現行

○保育所運営費は、円表示

○私学助成、就園奨励費は、各自治体ごとに決定している（円表示）

２．他制度の表示方法

○医療保険（診療報酬）：点数表示

○介護保険制度（介護報酬）、障害者総合支援制度（障害福祉サービス等報酬）：単位表示
・介護保険制度においては、簡素な表示（介護報酬額や区分支給限度額が所在する地域にかかわらず、１つの報酬単位で表示すること
が可能）、サービス量の均等な保障（使用される介護サービスの地域にかかわらず、同じ要介護者に対して同じサービス量を保障す
ることが可能）、の観点から単位表示としている。

・単位の設定に当たっては、基本単位を１単位＝１０円とした上で、サービス種類ごとに「人件費割合」を区分し、当該人件費部分に
おいて地域差（地域区分）を反映させている。

＜人件費割合＞

＜地域区分を反映した金額＞ ＜居宅サービス等の区分支給限度額＞

例）特別区（1級地）での訪問介護：10円×（1＋0.7×0.18）＝11.26円

・障害者総合支援制度においては、同様の観点から単位表示としている。

７０％ 訪問介護／訪問入浴介護／夜間対応型訪問介護／居宅介護支援／訪問看護／定期巡回・随時対応型訪問介護看護

５５％ 訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／複合型サービス

４５％
通所介護／短期入所生活介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介
護老人保健施設／介護療養型医療施設／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 その他

上乗せ割合 18% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

人件費割合

70% 11.26円 11.05円 10.84円 10.70円 10.42円 10.21円 10円

55% 10.99円 10.83円 10.66円 10.55円 10.33円 10.17円 10円

45% 10.81円 10.68円 10.54円 10.45円 10.27円 10.14円 10円

介護度 単位数
要支援１ 4970単位／月
要支援２ 10400単位／月
要介護１ 16580単位／月
要介護２ 19480単位／月
要介護３ 26750単位／月
要介護４ 30600単位／月
要介護５ 35830単位／月
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＜主なご意見（公定価格の全体に関するものや、制度全体に関するもの）＞
・ 消費税財源から質の改善のために充当する３，０００億円だけでは足りない。国会での附帯決議でも１兆円超の財源が必要といわれており、

子ども･子育て会議としても意見を出していくべき。

・ 予算の概算を出して頂き、議論を深めることが必要。

・ 質の改善の検討に当たっては、時限的に対応し取り組みを促していくものと、恒久的なものとを切り離して考えていかなければならない。

・ 社会的養護や放課後児童クラブの処遇改善も必要。

・ 一時預かり事業にも障害児の対応が可能な仕組みを設けるなど、０～２歳の在宅の子どもに対する子育て支援事業への手当もしっかりと

して頂きたい。

・ 病児保育と保育所・幼稚園との連携を高めていくことが必要だが、病児保育が厳しい中でやっているため、地域のネットワーク作りに対して

も明確な補助が必要。

・ 地域子ども子育て支援事業も含め研修の充実が必要。

・ 体調不良児対応型などについては取り組みが進んでいない面もあるので、そのような機能していないものについては整理し、他に振り替え

ていくことなども検討すべきではないか。

・ 社会的養護については、量の拡充だけではだめで質的な改善を緊急に行うべき。個別ケアが可能な体制作りが必要。

・ 給付関係の議論に偏らず、地域子ども・子育て支援事業や社会的養護関係にも、特に在宅で子育てをする０～２歳の保護者のためにも地

域子育て支援事業、一時預かり事業の拡大が必要。

・ 経営実態調査について、事業主体別、地域別に結果を示して頂きたい。また、調査の実施方法やどのような調査対象だったかなど、統計

に関する解説などを併せてお示し頂きたい。

・ 社会福祉法人の退職金共済制度について、法人の違いによる差別は行わず、全ての保育士に同じ制度が適用されるようしていただきた

い。

・ 新制度の施行のタイミングで、会計監査に関する点以外にも、重複する事柄や省略できることについては、積極的に取り組んでいただきた

い。

・ ０．７兆円の段階での質の改善項目について、非常勤職員とされているものが複数あるが、不安定雇用を常態化させる恐れもあるため、1

兆円超の財源を確保して内容を拡充していくことが必要。



２．公定価格の個別検討項目について

≪公定価格の検討に当たって≫

○ 公定価格の検討に当たっては、

・国が定める公定価格の「骨格」

・利用者負担のあり方

に関する個別論点について検討することが必要。

≪公定価格の個別検討項目≫

○ 具体的には、以下の項目について検討することが必要。

・共通要素①（価格の算定に当たり、すべての施設・事業に共通して勘案すべき事項）

…認定区分・年齢、保育必要量、地域区分、定員規模など

・共通要素②（すべての施設・事業に共通する費目）

…人件費、事業費、管理費など

・各種加算等

・その他

…施設・事業ごとに検討が必要なその他の論点

13
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【概要】
○ すべての施設・事業に共通して勘案すべき事項として、認定区分・年齢、保育必要量、地域区分、定員規
模などについて検討、整理する。

【主な事項】

１－１．認定区分との関係

○ 公定価格の設定に当たっては、法律上、認定区分を勘案して定めることとされている。

Ⅰ．共通要素①に関する検討の視点

１９条第１項１号に該当する場合：教育標準時間認定（満３歳以上）
１９条第１項２号に該当する場合：満３歳以上・保育認定
１９条第１項３号に該当する場合：満３歳未満・保育認定

認定区分

＜経営実態調査の結果＞
①幼稚園・保育所の「入所児童１人当たり支出額」

※ （ ）内は平均入所児童（実員）数、＜ ＞内は常勤換算従事者数（以下同じ。）
※ 入所児童の年齢等の要素は考慮していない数値。
※ 「入所児童１人当たり支出額」は、一時預かり事業や他の受託事業に係る部分を控除した支出総額を計算し、入所児童（実員）数で
除して算出している。（以下同じ。）

②保育所の「入所児童に占める３歳未満児の構成割合別」の「入所児童１人当たり支出額」

幼稚園 保育所
入所児童１人当たり支出額 526千円（176人）＜15.0人＞ 935千円（102人）＜22.1人＞
うち入所児童数「 ～ 60人」 717千円（ 41人）＜ 7.3人＞ 1,214千円（ 43人）＜13.8人＞
うち入所児童数「61人～ 90人」 564千円（ 77人）＜ 9.3人＞ 1,005千円（ 73人）＜17.4人＞

３歳未満児の構成割合 入所児童1人当たり支出額
～ 20％未満 842千円（ 94人）＜14.1人＞

20％ ～ 40％未満 845千円（110人）＜22.0人＞
40％ ～ 60％未満 952千円（101人）＜23.3人＞
60％ ～ 1,508千円（ 48人）＜17.2人＞
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・ 調査結果を見ると、「入所児童１人当たり支出額」の傾向としては、幼稚園（主として教育標準時間認定の子どもが利用）
よりも保育所（保育認定の子どもが利用）が高く、保育所においては、子どもの総数に占める３歳未満児の構成割合が高く
なるにつれ高くなっている。
・ また、職員数（常勤換算従事者数）についても、同様の傾向が見られる。
・ 要因としては、幼稚園・保育所の経費構造の性質上、人件費の占める割合が高い（７割程度）ことから、それぞれの職員
配置の実態・基準（幼稚園に職員の配置基準はないが、保育所は子どもの年齢に応じた保育士配置基準がある。）が大
きく影響しているものと考えられる。

【検討の視点】
○ 保育認定を受ける子どもに係る公定価格の設定に当たっては、求められる保育士配置基準等を踏まえ、
年齢区分（乳児、１､２歳児、３歳児、４歳以上児の４区分）ごとに設けることを基本としてはどうか。

○ 教育標準時間認定を受ける子どもについては、そもそも幼稚園に職員の配置基準がないことから、職
員配置の実態を踏まえながら（経営実態調査、学校基本調査等を活用）、公定価格の設定に当たっての
職員数の考え方と併せて、保育所における取扱いも勘案しつつ、年齢区分の取扱いの検討が必要ではな
いか。

○ その際、質の高い教育・保育の提供という観点から、国会での附帯決議で「三歳児を中心とした職員
配置等の見直し」が求められているように、配置基準等の見直しなどの質の改善とセットで議論してい
く必要があるのではないか。

＜主なご意見＞
・ 「基本制度」では、認定区分ごとに単価区分を設ける方向性が示されているが、現実的な方向性ではないか。
・ 個人給付となるため、合理的な差はあって然るべきだが、不合理な差は付けるべきではない。
・ １号から３号は、合理的な範囲での格差に留めるべき。
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１－２．年齢との関係
○ 公定価格の設定に当たっては、各年齢ごとに職員配置基準が異なるなど、人件費等の必要経費が異
なっている点を踏まえることが必要。

【検討の視点】
○ 「１－１．認定区分との関係」の論点でお示ししたとおり、幼稚園・保育所の経費構造の性質上、人
件費の占める割合が高い（７割程度）ことから、職員配置の実態や年齢ごとの保育士配置基準が大きく
影響するものと考えられる。

○ 保育認定を受ける子どもに係る公定価格の設定に当たっては、求められる保育士配置基準等を踏まえ、
年齢区分（乳児、１､２歳児、３歳児、４歳以上児の４区分）ごとに設けることを基本としてはどうか。

○ 教育標準時間認定を受ける子どもについては、そもそも幼稚園に職員の配置基準がないことから、職
員配置の実態を踏まえながら（経営実態調査、学校基本調査等を活用）、公定価格の設定に当たっての
職員数の考え方と併せて、保育所における取扱いも勘案しつつ、年齢区分の取扱いの検討が必要ではな
いか。

○ その際、質の高い教育・保育の提供という観点から、国会での附帯決議で「三歳児を中心とした職員
配置等の見直し」が求められているように、配置基準等の見直しなどの質の改善とセットで議論してい
く必要があるのではないか。

【対応方針案】
○ 保育認定を受ける子どもに係る公定価格の設定に当たっては、求められる保育士配置基準等を踏まえ、
年齢区分（乳児、１､２歳児、３歳児、４歳以上児の４区分）を設けることとしてはどうか。
なお、小規模保育事業のＣ型、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業については、一律の配置基準と
なっていることから年齢区分は設けないこととしてはどうか。

○ 教育標準時間認定を受ける子どもについても、保育所と同様に、公定価格上年齢ごとに職員の配置基
準を設定することとし、公定価格の設定に当たっては年齢区分（３歳児、４歳以上児の２区分）を設け
ることとしてはどうか。 ⇒ 職員の配置基準についてはＰ４０を参照

※ 質の改善事項における「職員配置の改善」の取り扱いについてはＰ４３、４４参照

＜主なご意見＞
・ ３歳児を中心とした配置基準の見直しについては、是非推進すべき。
・ ３歳児だけではなく、１歳児１対５や、４・５歳児１対２５も検討。
・ 教育標準時間認定を受ける子どもについても、保育所を参考にしながら年齢区分を考えていくことも必要。
・ 対応方針案に賛成。
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２．保育必要量との関係

○ 公定価格の設定に当たっては、法律上、保育必要量を勘案して定めることとされている。

【検討の視点】
○ 保育認定を受ける子どもに係る公定価格の設定に当たっては、保育必要量の区分（保育標準時間、保
育短時間の２区分）ごとに設けることを基本としてはどうか。

○ 同時に、保育短時間認定を受ける子どもについては、子どもの利用時間とは別途、職員の勤務の状況、
安定的・継続的な運営等にも配慮する必要があるのではないか。

＜経営実態調査の結果＞
保育所の入所児童の１日当たりの平均利用時間区分別の「入所児童１人当たり支出額」

・ 調査結果を見ると、入所児童の１日当たりの平均利用時間が長くなるにつれ、「入所児童１人当たり支出額」が
増加する傾向が見られる。

平均利用時間
入所児童

1人当たり支出額
施設数（構成割合）

8時間未満 881千円（106人）＜18.0人＞ 76か所（ 6.1％）

8時間以上 9時間未満 888千円（103人）＜21.9人＞ 400か所（32.1％）
9時間以上10時間未満 981千円（102人）＜22.9人＞ 547か所（43.9％）
10時間以上 927千円（ 99人）＜22.2人＞ 224か所（18.0％）

＜主なご意見＞
・ 保育短時間認定を受ける子どもを受け入れる場合でも、職員の勤務状況等にも配慮し、安定的な運営ができるよう配慮すべき。
・ 保育短時間認定の場合には、地域子育て支援拠点事業のような取り組みなどを組み合わせることも考えられるのではないか。
・ 保育短時間認定について、現行の運営費の水準をベースとすることに賛成。
・ 保育標準時間認定について、現行の８時間保育に対する保育所運営費と延長保育基本分による対応を踏まえて、必要な職員体制をとれるよう公
定価格を設定することが重要。
・ 保育標準時間認定については、本来、公定価格の中で11時間分の常勤換算による保育士を配置することができるようにすることが基本であって、
延長保育基本分については、延長保育を円滑に実施するためのものとして措置していく必要がある。
・ 保育標準時間については最大で１１時間までの利用の保障をベースに設定すべき。まずは０．７兆円における対応とした上で、更なる改善に期待。
・ ０．７兆円による改善内容では延長保育を実施している保育所にとっては、非常勤３時間分のみが改善となる。時間帯別の利用状況などに基づく
整理の仕方は別として納得しがたいものがある。
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【対応方針案】

○ 保育認定を受ける子どもに係る公定価格の設定に当たっては、保育必要量の区分（保育標準時間、保
育短時間の２区分）ごとに設けることとしてはどうか。

○ そのうえで、０．７兆円の財源の範囲での具体的な公定価格の設定に当たっては、以下のとおりとし
てはどうか。

◇保育標準時間

• 現行の保育所運営費の水準をベースに、質の改善に関する検討を踏まえ、現在、延長保育事業の基
本分として手当てされている常勤保育士１人分を給付費（委託費）本体に移行するとともに、３時
間分に対応する非常勤保育士の人件費を追加

※ 保育標準時間に係る公定価格の更なる充実については、１兆円超の財源を確保した段階で実施する方向

◇保育短時間

• 国会での附帯決議、職員（常勤保育士）の勤務体制等を考慮し、現行の保育所運営費の水準をベー
スに設定。

※ 保育短時間に係る利用者負担の設定については、上記の非常勤保育士１人（３時間分）のコストの違いを反映
するとともに、幼稚園の利用者負担とのバランスを考慮し、保育標準時間の98.3％程度（▲1.7％）となるよう
設定（Ｐ１０９、１１０参照）
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保育時間・保育必要量（８時間・１１時間）について

①原則的な保育時間（８時間）について

原則的な保育時間は、フルタイム就労での一般的な就労時間が７～８時間であること、子ども達の１日の生活リズ
ム等を考慮し、現行制度上「８時間」とされており、これは新制度でも変わらない。

保育の提供のあり方そのものであり、基準（省令）に規定

８時間

（原則的な保育時間）

②保育必要量（最大で１１時間まで）について

原則的な保育時間を前提とした上で、同じフルタイムでも、各労働者により始業時間・終業時間が違うほか、休憩時
間・通勤時間が必要となることから、現行では１１時間開所を求めており、新制度でも同様の対応を求めるもの。

この範囲の中で、原則的な保育時間を踏まえた上で、保護者の就労状況などに応じて保育を提供
（現行制度と同様。１１時間ずっと子ども全員を受け入れることになるものではない）

実際の利用イメージ

保護者の出勤時間等
に応じて随時登園

保護者の帰宅時間等
に応じて随時降園

利用児童が概ね全員揃って保育を受ける

１１時間（保育必要量＝開所時間）

③保育必要量（１１時間まで）に対する公費負担のあり方について

延長保育（基本分）

＋８時間分

保育所運営費 保育所運営費（一部） ＋

３時間分

現行制度

給付（委託費）新制度
※現行制度と同じ

給付(委託費)(一部) ＋ 給付（委託費）本体に移行 ＋ ３時間分に対応する
非常勤職員人件費※現行制度と同じ

※実施率約80％

※実施率１００％

常勤職員１人分 常勤職員１人分

常勤職員１人分

←別事業で分かりにくい上に、
手当が薄いとの指摘

児童数
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３．地域区分との関係

○ 法律等において、人件費等の違いを考慮し、施設の所在する地域を勘案して公定価格を設定することと
されている。

＜経営実態調査の結果＞
地域区分ごとの全職種平均の職員１人当たり給与月額（常勤・非常勤）
※ 地域区分は、保育所運営費が国家公務員の地域手当に準じていることから、本調査では、国家公務員の地域手当の支給地域の区分に
より調査を実施し、集計も同様の区分により実施した。（支給対象地域は１級地から６級地に区分され、それ以外の地域（その他地域）につ
いては地域手当は支給されていない。）

※ 公立施設の賃金水準は、当該市町村の財政状況
等にも左右されるため、必ずしもその地域の民間賃金
水準を反映したものにはなっていない点に留意が必要。

・ 調査結果を見ると、保育所については、地域区分の級地が高くなるにつれ１人当たり給与月額が高くなる傾向にあり、
地域ごとの賃金水準の差が表れているものと考えられる。
一方、現在、地域区分を設定していない幼稚園においても、概ね同様の傾向が見られる。

【検討の視点】
○ 公定価格の設定に当たっては、地域別の人件費等の違いを考慮することを基本としてはどうか。
○ その区分の設定方法については、現行の保育所運営費の地域区分や他制度の状況等も参考に検討して
はどうか。
○ また、地域区分の見直しのルール（地域の見直し時期）についても、検討していく必要があるのでは
ないか。

地域区分
私 立 施 設

幼稚園 保育所
１級地（18％） 304,807円（ 9.9年） 310,617円（ 9.7年）
２級地（15％） 291,978円（10.0年） 301,717円（ 9.0年）
３級地（12％） 305,630円（10.2年） 281,565円（ 7.5年）
４級地（10％） 276,987円（10.0年） 272,735円（ 8.1年）
５級地（ 6％） 277,862円（ 9.4年） 267,859円（ 8.3年）
６級地（ 3％） 262,177円（10.4年） 253,833円（ 9.2年）
その他（ 0％） 231,699円（10.4年） 248,560円（10.0年）

公 立 施 設
幼稚園 保育所

432,135円（12.2年） 364,480円（16.1年）
345,957円（11.7年） 296,506円（ 8.7年）
413,904円（15.4年） 326,887円（12.4年）
375,054円（13.7年） 327,610円（16.5年）
343,029円（13.1年） 300,276円（11.1年）
344,473円（14.0年） 286,175円（11.1年）
313,962円（14.4年） 288,658円（13.2年）
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基本的な考え方

○ 地域の設定に当たって、現行の保育所運営費は、国家公務員の地域手当（以下「地域手当」という。）の地域
区分を基本として設定しており、他制度においても、同様に地域手当の地域区分を基本としている制度が多い。

○ また、経営実態調査の結果を見ると、職員１人当たり給与月額の実態が、概ね地域手当の地域区分に即した形
になっていること、新制度の実施主体は市町村であることなどを踏まえると、地域の設定に当たっては、地域手
当の地域区分を基本としてはどうか。

［補足］
・ 区分の呼称については、これまでのご意見を踏まえ、地域手当の「○級地」ではなく、「○区分地」や
「○／１００地域」などといった呼称としてはどうか。

※ 以下は、地域手当の地域区分を基本とした場合において、検討することが必要と想定される視点

国の官署が所在しない地域の設定方法について、どう考えていくか。

○ 地域手当は、国家公務員に対する手当であることから、市町村の管内に国の官署がないことにより、「その他
（無支給地）」地域となっている場合があり、その場合の設定方法を検討する必要がある。

⇒ 現行の保育所運営費や他制度の設定方法を踏まえた検討例は以下のとおり

保育所や児童養護施設などの児童福祉施設等（障害児を含む。）の運営費・措置費の設定方法

・ 地域手当の支給地域に約3/4以上周囲を囲まれている地域（首都圏、近畿圏内で市に限る。）①について、
周辺の対象地域の支給割合を踏まえて②設定。

介護保険制度や障害福祉サービス等報酬（障害児を除く。）及び医療保険制度の設定方法

・ 地域手当の支給地域に囲まれている地域（首都圏等の条件はない。）及び複数の支給地域に隣接している
地域①について、周辺の対象地域の支給割合の区分のうち最も低い区分②により設定。
※ 介護保険制度及び障害福祉サービス等報酬は、前回（平成２４年度）の報酬改定時に、医療保険制度と
の整合性の観点等を踏まえ、現行の地域区分に見直している。

① 例１では、異なる支給割合の複数の地域に囲まれている場合、支給割合を新たに設定しているため、区分数は８区分（ただし、
新たに設定した区域は２市のみ）。一方で例２では、最も低い区分により設定しているため、区分数は地域手当と同様７区分。

② 例１では、支給地域に周囲を囲まれている地域を、「首都圏、近畿圏内かつ市のみ」に限定していることから、検討例２と比較
して、対象となる市町村数が少なくなる。

論 点

視点１

例１

例２
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区分を設定する際の市町村域の時点（合併した市町村の取り扱い）について、どう考えていくか。

○ 地域手当については、平成１８年４月１日時点の市町村域により区分しており、その後に市町村合併があった
場合も、その区域の変更をしないこととされている。そのため、支給割合が異なる市町村が合併した場合は、同
じ市町村の中でも、地域により支給割合が異なっている。

○ 現行の保育所運営費については、地域手当の取り扱いに従い、平成１８年４月１日を市町村域の時点としてい
るが、介護保険制度や障害福祉サービス等報酬については、報酬改定の際に直近の市町村合併を反映（支給割合
の高い区分を適用）させている。

⇒ 上記を踏まえた検討例は以下のとおり。

地域手当の取り扱いに従い、平成１８年４月１日時点の市町村域により設定。

（留意点）同じ市町村の管内に所在する施設・事業所であっても、地域区分が異なる場合がある。

本格施行時の市町村域により設定。

（留意点）市町村合併後においても、地域の状況によっては、同一市町村内で賃金水準が異なる場合
もある。

改定ルール（見直し時期）について、どう考えていくか。

○ 公定価格の決定後に、市町村合併が行われた場合や、地域手当の地域区分の見直し（※）が行われた際の公定
価格への反映方法について、基本的な改定ルール（見直し時期）を検討する必要がある。
※ 地域手当は、人事院規則の規定により１０年ごとに支給地域等を見直すこととされている。
（次回見直しは、平成２８年４月１日予定）

○ 改定ルールの基本的な考え方としては、公定価格全体の改定時期に合わせて、市町村合併等を反映させていく
こととしてはどうか。

視点２

視点３

例１

例２
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【対応方針案】

○ 公定価格の設定に当たっては、地域区分を設けることとする。

○ その区分の設定方法については、国家公務員の地域手当の区分を基本とし、他制度との整合性や、市
町村合併等を踏まえた直近の状況等に配慮するため、視点１、視点２について、いずれも「例２」によ
ることとしてはどうか。

○ その際、現行の保育所運営費の地域区分から変更が生じる市町村については、施設の運営や市町村の
財政状況等への影響を考慮して必要な経過措置が必要ではないか。

○ なお、視点３については、平成２８年度に予定されている地域手当の支給地域の見直しに対応し、直
近の状況等を反映してはどうか。

○ その見直し時期については、別途、公定価格の全体の改定のあり方を検討していくこととしているた
め、その改定に合わせて必要な見直しを行っていくこととしてはどうか。

＜主なご意見＞
・ 国家公務員の地域手当の区分を使うのは、現行では、現実的なものとは思うが、より現実的な地域区分がいずれ反映できるようなものを考
えていただきたい。
・ 市町村からは地域手当の区分を使うことに異論も多いのではないか。直近の状況を参照できる仕組みも検討すべき。
・ １級地等の区分の名称について、表現を検討して欲しい。
・ 都市部とその衛星都市との間で格差が大きい地域が存在するなど、現在の設定方法は合理性がないのではないか。
・ 地域の実態に応じて、現状の給与水準のみで判断しないようにして頂きたい。
・ 地域の区分は細分化は不要であり、できる限りシンプルな地域割りとし、見直しも１０年に１度では長すぎるので３年程度とすべき。
・ 地域手当の区分を使うにしても、工夫が必要。
・ 現行の地域区分では、隣接している二つの地域間の格差が大きい等、妥当性がないことから見直されるべき。
・ 現行では、国家公務員の地域手当の区分とすることはやむを得ないが、改定ルールを検討していくことが重要であり、平成２８年度の地域手
当の見直しの際にはこれまで子ども・子育て会議ででた課題を反映して頂きたい。
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