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意見書 

 
【居宅訪問型保育で虐待入院する子どもの支えに】 

・ 昨今、児童虐待によって親元から引き離された子ども達が、児童相談所の一時

保護施設や乳児院がいっぱいのために、病院に入院し続けている「虐待入院」

が課題となっています。 
 

    
 

・ 全国４５４の医療機関に行った調査で、去年までの２年間でこの虐待入院を経

験した子どもが全国に３５６人いました 
 

・ 虐待入院の日数が１か月もの長期に及ぶケースがおよそ３割。最長で９か月近

くも入院を続けた子どももいました。 
 

・ 病院のスタッフが赤ちゃんの世話をできるのは、業務の合間だけです。食事や

入浴など、限られた時間以外はほとんど１人で過ごしています。担当の医師は、

虐待入院が長期に及ぶことで発育に影響が出ることについて懸念を示していま

す 
 
・ 担当医の手記 

“１人で座ることもできず心と体の発達の遅れが心配です。子どもが健全

に成長するには、病院では不足していることが大きいと思います。 
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・ こうした状況に対し、居宅訪問型保育者を病院に派遣し、１日ずっと一緒にい

ながら、愛着を形成し、病院ではなかなか提供できない養護とケアを提供でき

れば、わずかながらも子どもたちの発達の遅れを緩和することができます 
 

・ 親の許可を取らずとも病院長の判断で、居宅訪問型保育をつけられるよう、通

知を発出してください 
 
 
【保育ソーシャルワーカーを置けるようにしてください】 
・ 虐待数は過去最高値を記録し、保育園においてもその対応は極めて重要です 
・ また、グローバル化が進み、保育園現場で外国人家庭も増え、意思疎通や適切な行

政サービスとの接続も課題になってきつつあります 
・ 一方、保育園はリスクの高いケースの場合、児相等に通告はすれど、どのように関

わっていくかはノウハウがなかったり、適切な連携スキームもないような状況にな

っているのが現状です 
・ そこで、何園かに１人、ソーシャルワークを行う「保育ソーシャルワーカー」を置

き、保育園利用家庭が抱える虐待・子どもの貧困・障害や外国籍の親御さんの抱え

る問題等を解決していくことができれば、新たなセーフティネットを生み出すこと

ができます 
・ 現在、「地域連携コーディネーター」という地域住民との合意形成のための役職を

置く事業が存在していますが、これを「保育ソーシャルワーカー」として、より子

どものための問題解決が図れるような仕組みにモデルチェンジして頂きたいと思

います 
 
 
【連携施設設置義務を外してください】 
・ 小規模保育において、３歳以降の受け皿として連携施設の設置が義務付けられてい

ます 
・ しかし、実態として「連携施設を準備できないから、小規模保育はつくらせない」

等と公言している自治体もあります 
・ また、たとえ卒園後の受け皿で連携施設を準備しても、卒園児家庭がその保育園に

行きたいかどうかは分からず、形骸化しています 
・ 本来のあるべき形からずれ始めてきており、これを機に連携施設設置義務の解除を

含めて抜本的に連携施設制度を改正してください 
 
 
【企業主導型と小規模保育が、土曜合同保育できるようにしてください】 
・ 現在、認可保育所と小規模保育所、また認可同士や小規模同士は共同保育が可能に

なっています。 
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・ しかし小規模認可保育所との合同保育や、企業主導型保育と小規模認可保育所の合

同保育については、自治体サイドから断られた、という事例が出てきています。（仙

台市） 
 

・ 企業主導型保育が土曜保育の共同化を他の類型としてはいけない、という合理的な

理由はないはずです。通知やQ&A等で、内閣府から自治体に可能である旨をお伝

えください 
 
 
【企業主導型病児保育を創設してください】 
・ 現在、企業主導型保育に病児保育加算をつけることで、併設型病児保育の設立が可

能となっています 
・ 一方で、東京都等、病児保育つき企業主導型保育を行うには、物件選定が難しい地

域もあります 
・ そこで、病児保育室単体で開設できるよう、制度改正をして頂きたいと思います 
・ 企業主導型病児保育が可能になれば、現在伸び悩んでいる病児保育施設の供給量を

大きく拡大することが可能になるでしょう 
 
 
【子ども子育て会議の頻度が少なすぎる】 
・ 前回が７ヶ月前であり、現場の課題に対して迅速に PDCA サイクルを回せる頻度

ではありません 
・ 最低でも４ヶ月に１度程度の開催頻度を望みます 
 
 

以上 
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意 見 書 

一般社団法人全国認定こども園連絡協議会 

会長   木村 義恭 

 

 子ども子育て支援法はそもそも全ての子どもが健やかに成長するよう良質かつ適切で、

地域の実情に応じて総合的かつ効率的に提供されなければならない理念である。このこと

を実現するために子ども子育て会議では施行までに二十数回に及ぶ会議を行い質の向上と

量の確保について協議を重ね、幼保連携型認定こども園においては幼稚園と保育所のいず

れか高い基準を取り入れているのが特徴である。 

 この観点から次の事項について確認するとともに意見書を提出いたします。 

 

Ⅰ、子育て安心プラン等を踏まえた基本指針の改正（案）について 

改正の内容 

（１）子育て安心プランを踏まえた市町村計画・都道府県計画の作成に関する事項について 

 

③ 幼稚園において預かり保育の充実（長時間化・通年化）*¹により、2号認定子どもの保

育の確保の内容に含めることが出来る 、また 一時預かり事業（幼稚園型)による 2 歳児受

入 *²や 長時間預かり運営費支援事業*³による 0〜2歳児受入 を行う場合には、3 号認定子

どもの保育の確保の内容に含めることが出来る とあるが、 

 

*¹この幼稚園における預かり保育の充実とは、現状の私学助成で対応するものか、それとも

施設型給付の幼稚園に移行し公定価格で対応するのか、その際には特定給付施設として

の申請が必要と考えますが見解をお聞かせください。 

 

*²幼稚園における 2 歳児の受入は待機児童がいる市町村にあって、認可基準を満たす施設

においては市町村からの委託を受けて実施するものであり、すべての幼稚園が無条件に 2

歳児を受け入れることが出来るものではない事を再度確認したい。 

 

*³長時間預かり運営費支援事業とはいかなる事業であるのか詳細を示して頂きたい。加え

て運営費を支援する事業なのか、それとも 0〜2歳児の保育を支援するのか事業名称なの

かを教えていただきたい。この事業実施に伴い特に乳児への安全に関する配慮は欠かせ

ません。保育所等では毎年監査があります。幼稚園において 0〜2歳児を受け入れる場合、

食事、午睡時等における安全対応実施など、事故防止の観点から毎年の監査を義務付ける

必要があると考えます。 

Ⅱ、国家戦略特区における小規模保育事業について 
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現在の小規模保育事業との連携施設が難しい状況から鑑みると賛成します。ただし待機

児童が解消されるまでなど期限を設けるべきである。また施設の確認基準等も幼保連携型

認定こども園に準じるなど子どもたちの安心安全を確保することが重要であり、市町村に

強く通知する事を要望します。 

 

 

Ⅲ、技能・経験に応じた 保育士等の処遇改善等について 

1号認定に関するキャリアアップ研修について 

 

技能・経験に応じた 保育士等の処遇改善等についてキャリアアップ研修計画の実施に伴

い質を向上させ処遇を改善する制度は極めて大切あり感謝致します。2・3 号関係に関して

は厚労省が都道府県にそのガイドライン等を通知し実施に向けて取り組んでいますが 1 号

関係に関しての所管は都道府県・市町村・幼稚園団体・大学等が実施する既存の研修を活用

となっておりますが、１分野１５時間の研修を実施されている機関はありません。仮に免許

更新講習をそれに代替可能となった場合でも３０時間の講習時間では２分野に留まります。 

また認定こども園は１号から３号までの子どもたちが在園し保育者も年度によっては１号

子どもを担当したり、３号子どもを担当することがあります。共通する研修については相互

補完が出来るなどの柔軟な対応も検討しなければなりません。ことから今後の研修実施計

画や柔軟な対応方法などについてお示してください。 

 

 

全体を通じて待機児童対策という極めて重大は課題を解決するために量の確保が先行しそ

れに伴う安全・安心を確保することが疎かになってはなりません。常に質と量がセットにな

った政策が講じられるよう強く要望致します。 

以上 
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子ども・子育て会議 様 
 

企業主導型保育事業に関する意見書 
 

一般社団法人 日本こども育成協議会 

会長 廣島清次 

 
企業主導型保育事業が制度化されて１年あまりが経過し、当協議会の加盟事業者による

施設数も徐々に増えてまいりました。本事業は、多様な就労形態に対応する保育サービスの

拡大により、仕事と子育てとの両立に資するとともに、待機児童の解消を図る重要な保育施

策であり、当協議会としても、積極的に本事業の拡大に取り組んでいるところです。 
しかしながら、加盟事業者が取り組む中で、従業員枠の利用者である企業やその従業員、

地域枠の利用者などから様々な改善の要望等をお聞きしております。 
本事業が所期の目的を達成し、一億総活躍社会が実現できるよう、当協議会としての意見

を下記のとおり取りまとめましたので、ご検討いただきたくお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 子ども・子育て会議における企業主導型保育事業の検証について 
  企業主導型保育事業は、制度発足から 1 年が経過しましたが、この間、多くの企業が本

事業に参入し、一定の成果を上げております。その一方で、多数の方が問題点や懸念を表

明されているところです。 
  企業主導型保育事業について、総括的な振り返りを行う時期が到来していると思われ

ますので、子ども・子育て会議の場において、これを行うよう提案いたします。 
 
２ 地域枠 50％上限の見直し、または従業員枠の弾力的運用について 

企業主導型保育事業における地域枠につきましては、現行の 50％の上限を見直すこと

が公表されたところですが、現時点では、具体的な取り扱いが示されておりません。 
このため、事業者は、従業員枠が空いていても活用できず、待機児童への対応ができな

い状況にあります。 
本事業は、待機児童解消の一翼を担う重要な施策であることに鑑み、地域枠 50％の上

限の見直し、または従業員枠の弾力的運用について早期に実施されるよう提案いたしま

す。 
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３ 連携企業による契約の基準緩和について 

現行制度では、企業主導型保育事業費補助金実施要綱第 3 企業主導型保育事業の実施

方法等４の（２）共同利用に当たっての、他の一般事業主との連携の規定により、企業単

位による契約が条件とされております。 
しかし、「グループ会社で人事制度を運用しているケース」や「ホールディングスで一

括契約しているケース」など企業ごとの契約では対応が煩雑となり、円滑な事業運営に支

障をきたすケースがあります。 
従業員枠の活用促進を図るため、連携企業の契約方法について見直しを行い、基準を緩

和されるよう提案いたします。 
 
４ 利用基準の変更について 

月 15 日程度以下の利用児童は、企業主導型保育事業助成要領第 1 企業主導型保育事業

（運営費）についての２の（２）基準額の算定についての規定により、「定型的な利用の

ない児童」とされております。 
しかし、日数を基準にした場合は、下表のように、事例 2 の方が利用時間数で上回って

いるにもかかわらず、利用日数が多い事例 1 の方が優先入所となる可能性が高く、不公

平感を持つ利用希望者がおります。 
多様な就労形態に伴う保育ニーズに適切に対応し、かつ、認可保育所との整合を図る観

点から、認可保育所と同様に利用時間を基準とするよう提案いたします。 
 

 
 
  
 

以上 

＜労働時間が長い方が不利になるケーススタディ＞

ケース
一週当たりの
勤務日数

一月の週数
一日の労働

時間
保育所の
利用時間

月間保育所
利用時間

助成金

1
勤務日数は多いが一日の労
働時間は少ない方のケース

５日 ４週間 ３時間 ５時間 １００時間 満額受給

2
勤務日数は少ないが一日の
労働時間が長い方のケース

３日 ４週間 ８時間 １０時間 １２０時間 日割り計算

36



 

参考資料 

平成 29年 9月 8日 

子ども・子育て会議意見書 
 

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 

奥山千鶴子 

１．子ども・子育て支援にかかる財源の確保 

子ども・子育て支援新制度がスタートして 3 年目。日本の将来に大きく関わる子ども・子育て支

援分野の推進が停滞することがあってはならないと思います。新制度創設以前は、子ども・子育て支

援の推進に思いきった投資が出来ていなかったことを踏まえ、今後の推進に関わる財源の確保は最

重要課題です。見通しのたたない推進計画はあり得ないわけですから、経済界、労働者、当事者はも

とより、あらゆる世代を通して日本の将来を決定づける「社会の子ども」への投資に対して、協力し

て財源を確保すること、つまり、多様なステークホルダーによる助け合いの仕組みが必要だと考え

ます。税、社会保険、各ステークホルダーの拠出金等あらゆる手法を検討し、早急に安定的な財源確

保の道筋を提示していかなければならないと思います。 

 

２．地域の子ども・子育て支援の質・量の確実な推進 

産前からの切れ目ない支援として、「子育て世代包括支援センター」や「利用者支援事業」に期待

がかかりますが、プランを作成しても、支援サービスのメニューが少なく、サービス量が足りなけれ

ば、利用者にとっては意味がありません。 

地域子ども・子育て支援事業の進捗状況は、平成 27年度の交付金申請から集計した結果は以下の

通りです。 

○利用者支援事業 目標 1,800 か所に対して、812 ヶ所  

利用者支援事業は、子育て家庭の選択に基づき、良質かつ適切な事業やサービス等を総合的かつ

効率的に提供されるよう、提供体制を確保する新制度においてたいへん重要な事業と位置付けられ

ています。しかし市町村で取り組みに偏在がみられ、量的拡充が求められています。平成 28年度は、

基本型 471 カ所、特定型 341 カ所となっており、目標である 1,800 カ所の設置（基本型＋特定型）

には道半ばです。 

制度として活用できる支援サービスが着実に活用できるよう、子育て家庭に対する寄り添い型の

利用者支援事業は、早急に整備すべき事業であり、各自治体への支援が必要です。 

○一時預かり事業 目標延べ 1,134 万人に対して、50%未満 

現在、保育所を活用するタイプが 95％であり、待機児童が多く保育士の確保が厳しい現状では整

備量が増えにくい状況です。地域子育て支援拠点や他の子育て支援施設への併設等による、一時預

かり事業の普及が求められます。現状は第 2 子出産時に、第 1 子の預け先がないなど、出産時の預

かりニーズにも十分に応えられていない現状です。 

親の就労に限らない一時預かりやグループ保育等と通じて、子どもにとって必要な遊びを通して

子ども同士が関わり合う場、環境が必要です。また、親にとっても、自分の時間の確保、レスパイ

ト・ケアが重要です。 

○病児保育事業 目標延べ 150 万人に対して、40%程度 

○ファミリー・サポート・センター事業 

保育所・放課後児童クラブを利用する子どもの送迎ニーズとして利用ニーズが高まっているにも

関わらず、預かり手であるサポート会員が増えていません。目標値がコーディネートの実績ではな

く、実施自治体数の拡大に留まっており、コーディネートのインセンティブが働きにくくなってい

ます。 




