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2019年2月20日 
子ども・子育て会議 御中 

NPO法人 全国小規模保育協議会 理事長 
（財）日本病児保育協会 理事長 

全国医療的ケア児者支援協議会 事務局長 
認定NPO法人フローレンス 代表理事 

駒崎弘樹 

意見書

◎市区町村に提出するデータフォーマットを統一してください

● 今回の経営実態調査も、「市区町村に提出しているデータ」を再度、エ
クセルに打ち込み直して提出する、という事業者の生産性を損なう作業
を強いるものとなりました

● 事業者が既に出している会計や人件費データを、そのまま自治体から吸
い上げて調査を行う方が、事業者負担も無く、回答率の低さに悩まされ
ることもなく、かつ統計的な有意性も担保でき、あらゆる意味で優れて
いるのは明白です

● それができない理由を厚労省に聞いたところ「各自治体ごとに事業者の
補助金請求フォーマットが異なっているので、データの統合が難しい」
という回答を頂きました。また、「内閣府が統一フォーマットを自治体
に推奨しているが、それが中々普及していない」とも。

● 自治体に「お願い」をしていて広がらないのであれば、法制化を行い、
フォーマットの統一を強制して頂きたいです。
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● 医療や介護の世界では、報酬に対する請求フォーマットが統一されてい
るがゆえに、様々なITシステムをベンダーが開発し、事業者の事務作業
をサポートしています

● しかし、保育の場合、自治体ごとに提出書類のフォーマットが著しく異
なるため、システムベンダーが汎用性の高いソフトを作ることができ
ず、保育事業者は手作業を強いられる、と言う構図になります

● 内閣府には、自治体に対して統一フォーマットの使用を「お願い」する
のではなく、利用することにインセンティブをつけるか、強制するか、
いずれにせよ実効的な対応策を取ってもらいたいと思います

◎市町村による一時保護ルートを創設ください

● 現在、児童相談所がキャパオーバーとなり、子どもの命を救えていない
状況があります

● 現在厚労省は、児童福祉司の2000人増員によって児相のキャパを広げよ
うとしています。これは年間15.3％の増員にあたります。

● 一方で、平成26年度〜28年度の3年間の児童虐待対応件数の平均伸び率
は約18%です。

● 現在、児相のマンパワー不足で十分にケースに時間が避けない状況が続
きますが、この規模だと「さらなる悪化」は食い止められそうなことは
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歓迎すべきことですが、「現状維持」に留まってしまうことになる可能
性があります。 

● そこで、児童家庭支援センター（児家セン）や子ども家庭支援センター
（子家セン）等でも緊急時にには一時保護できる、セカンドトラックを
設けることを提案します

● 今は子家センは自分たちでやれる範囲の対応は自分たちで行っています
が、重篤になると児相に送致（「児相さん、よろしくね」とケースを送
ること）することができます。

● ただ、一時保護の判断は児相所長しかできないため、児相が保護しない
と決めたら、あるいは保護して良いかの判断が多忙によってできなかっ
たら、そこで子家センがいくら保護したほうが良い、と思っても、打つ
手なし、という状況になります。

● これを変えて、子家センの段階で「一時保護が必要だ！一刻も早く助け
なきゃ！」と思ったら、子家センが家庭裁判所に一時保護の申立をし、
家裁がそれを受理し、児相に保護命令を出す、というルートを新たに創
設するのです。

● そうすれば、児相がキャパオーバーで正常な判断ができなかったとして
も、市区町村のコカセンでカバーができるようになるわけです。

● もっとも、都市部においては一時保護所の稼働率が高くなっているた
め、市区町村であらたに一時保護所を増設できるよう、支援を行ってい
くこともしていかねばならないことは、言うまでもありません

● 現状では権限集中によって、児相が機能不全になると、システム全体が
機能不全になる、という脆弱性を抱えているので、一時保護権限を分散
化することでシステムの耐久性を上げていく必要があろうかと思いま
す。

◎保育園におけるソーシャルワークに加算を

● 東京都に保育サービス推進事業・保育力強化事業と言うものがあり、そ
こに諸々の加算が組み込まれています

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kodomo/jigyo/kyaria-hoik
u.html

● その中に、「育児困難家庭への支援」加算というものが存在しており、
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子ども家庭支援センターと情報を共有、連携対応した場合に、月々3万
円が支給される仕組みになっています 

● 児童相談所がキャパシティオーバーの中、より上流で、軽度の段階にお
いて適切にソーシャルワークを行うことで、児相にまでいくケースにな
ることを予防することができます

● そうした意味において、保育園で課題をいち早く発見し、子ども家庭支
援センター（児童家庭支援センター）や保健所と共にソーシャルワーク
を行なうことは、極めて重要です

● しかし、現在は東京都のように自治体が単独上乗せをしなければ、保育
園側のコストとなり、積極的にソーシャルワークをしていこう、という
姿勢にはなりづらい状況です

● 悲しい虐待死事件が続く中で、保育園におけるソーシャルワークコスト
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を負担できるような、新たな加算、もしくは事業の創設を要望します 
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平成 31 年 2 月 20 日 
内閣府 
子ども子育て会議御中 

意見書 

公益社団法人日本助産師会 
常任理事 葛西圭子 

本会議では、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）などに関連して乳幼児
の教育、保育等について検討を重ねてきております。社会の仕組みを整え、全ての子ども
たちが健やかに育つことは国民全員の願いです。 
産前から産後の母子の心身の健康はその後の育児や子どもの成長に大きな影響を与えま

す。したがって、本会議のように子どもに関わる有識者、地方公共団体、子育て当時者、
子育て支援当事者等が参画し、多方面から産前産後の施策について検討される必要があり
ます。 
そこで、幼保につながる産前・産後の母子に関する支援について以下のように要望いた

します。 

１ 子育て包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の役割の明確化と連携 

の具体的な方策をお示しいただきたい。 

子育て包括支援センター（母子健康包括支援センター）は平成 28年の母子保健法改正

により法制度に明確に位置づけられました。産後 1年以内のすべての妊産婦、乳幼児とそ

の保護者を対象とし、予防的な視点を中心としたポピュレーションアプローチを基本とす
るとしています。支援ニーズが顕在化していない一般層への支援が育児の孤立や虐待防止
につながります。子育て包括支援センター、子ども家庭総合支援拠点の役割の明確化と連
携の具体的な方策をお示しいただきたいと考えます。 

２ 産後の母親の孤立を防ぐ産後ケア事業が全国で展開できるような方策を示 

し、促進していただきたい。 

１）産後ケアの必要性が高いにもかかわらず広まらない理由についての分析の

必要性

保育園は０歳児からを対象としていますが、産後数か月は主に母親が家庭で育児をして
います。母親の心身の健康はその後の育児に影響を及ぼします。乳児家庭全戸訪問は実施
率が高くなっていますが、母親への直接的な支援がさらに必要です。母子を短期間入所さ
せる宿泊型、日中の一定時間母子にケアを提供するデイケア（日帰り）型、母子の居宅を
訪問してそれぞれの生活環境に合わせたケアを行うアウトリーチ（訪問）型など、母子の
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必要状況に応じて行う産後ケアは出産年齢の高齢化や核家族化に伴いニーズが増えていま
す。しかし、平成 28 年度の予算執行率は 22％であり、全国の市町村に広まっていないの
が実態です。必要が認識されているにもかかわらず実施されていない現状の分析が今後の
方策に必要であると考えます。 
２）産後ケア事業の法制化と安定的な産後ケアの提供

 産後ケアの実施については研究事業が行われ、厚生労働省によってガイドラインが作成

されていますが、幅広く検討する場が少ないと感じております。それは法制度に則ってい

ないことも理由にあると考えます。乳幼児の保育、教育と同様に産前産後の母子に必要な

ケアを提供するために環境整備をお願いいたします。産後ケアを提供する施設、人材育成

などについても予算的措置が必要と考えます。 

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 

 公定価格は大切な税金等が投入されており、その使い方は公平、公正、明瞭でなければな

らず経営実態調査においてそれが担保されなければならないと考えます。経営実態調査に

おいては次の事項について更なる検討をお願い致します。 

〇 簡易的または系統的な調査方法について 

 経営実態調査は様々な観点から調査項目を検討されておりますが、正確かつ多くの 

回答を得られるよう簡易的または系統的な回答が出来るよう仕組みをお願い致します。 

〇 結果の取り扱いについて 

 経営実態調査の結果の取り扱いについては慎重な対応を願います。収益率ではなく 

額についてもご検討ください。 

以上 
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平成３１年２月２０日 

第４２回子ども・子育て会議 御中 

特定非営利活動法人 
全国認定こども園協会 

意 見 書 

この子ども・子育て支援制度の根幹はすべての子どもの最善の利益のための「量」の拡充
と「質」の向上です。現在行われているすべての議論が「すべての子どもの最善の利益のた
め」に充実した教育・保育及び子育て支援が展開されるための議論となることを願います。
また、決して子どもたちとその保護者及びこの職に従事する者たちが置き去りにならない制
度の議論となりますようお願いいたします。 

１．幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査について 
来年度実施される経営実態調査の調査票おいて、以下の通り意見いたします。 
〇問 3 職員給与について 
１）施設全員分の職員給与部分を盛り込むことで回答率が下がる可能性が高い。
２）同様のデータは処遇改善の報告書提出の際に各市区町村に提出しているため活用方法

はないのか。 
〇問 4 収支の状況について 
１）支出の部分は法人会計基準別に入力することができるようになっているが、収入も同 

様に法人会計基準別に設けるべき（現在のものは社福会計のみ） 
〇全体を通して 
１）前回を踏まえ、各法人会計基準別に入力できることは評価できる
２）前回よりも見やすく回答しやすくなっているのではないか（人件費を除いて）
３）法人別に統計とり、どのように認定こども園全体としての収支差率とするのか。
４）回収率を向上させることを考えるのであれば、できるだけ簡素にするべきではないか。 
５）このような大変な調査は事務的にも余裕がある園しか回答しなくなり、余裕がない施

  設は回答することもできず、結果として収支差率が上がってしまうという側面もあるの 
ではないか。 

６）記入要領は別冊ではなく、左ページは記入例と説明、右ページが記入欄という方法を 
とってもいいのではないか。 

 調査を踏まえ、今後の人口減少と少子化の中で役職別の人件費や施設維持に係る経費など
踏まえた上で公定価格の見直しに向かっていただきたい。 
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２．１号認定のキャリアアップ研修会について 
 昨年１２月に処遇改善等加算Ⅱに関わる３府省同時通知が提出されたところであるが、１
号認定のキャリアアップ研修会の要件及び認定こども園のキャリアアップ研修会の要件に
ついては明確に示されているものではなかった。また、２・３号認定キャリアアップ、１号
認定キャリアアップ、教員免許更新講習等の各種研修体系の横断的な受講を相互に認めるこ
とや、一定の要件の下で行われる園内研修をキャリアアップ研修として認めることなど、効
率的に受講ができる要件を早急にお示しいただきたい。 

３．教員免許更新講習について 
都道府県によっては教員免許更新講習が開催される絶対数が不足している地域があり、受

講するために他の都道府県へ行かなければならない状況も存在する。また、同一都道府県内
でも開催されている地域が限定的なため、宿泊を伴う出張とならざるを得ない。さらに、中
教審において都道府県の知事部局にも設置者となることができることとなったが、依然とし
て具体的な運営方法について明確化されていない。保育教諭の特例に関する５年の経過措置
が延長の方向となっているとはいえ、教員免許失効者の８割が保育教諭等として現在勤務す
る者であるという実態には、教員免許更新講習が法で定められた更新講習である以上、大き
な問題があると言わざるを得ない。また、希望しても受講できない、本来受講すべき科目を
受講できないという状態、保育教諭に特化した更新講習が少ないという面においても、講習
受講整備に課題があることは否めない。どうかこの状況を早急に改善するために一定の質が
担保される法人であれば、教員免許更新講習の開設を認めるなど、受講枠の拡充のために喫
緊の課題として取り組んでいただくとともに、処遇改善Ⅱに関わるキャリアアップ研修会の
一部を教員免許更新講習としても認めるなど、柔軟な検討を行っていただきたい。 
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2019/02/18 
子ども・子育て会議 御中

公益社団法人 全国幼児教育研究協会

加藤篤彦

意見書

１． 幼児教育無償化を機に書式や求める実績等の統一を

～ＩＣＴ化の導入を促進に向けて、業務支援ソフトを広範囲に利用できるようにし、

利用コストの低減をめざす～

・新制度では、今までは各市区町村が用意をした独自の書類のフォーマットに実績を記載

して、報告等業務を行ってきました。

・ところが、新制度では、市区町村をまたぐ幼児が入園している幼稚園や子ども園は、

（一時預かり事業を含め）利用実績を各市区町村がそれぞれ別に求める書式や情報を取

りまとめる必要があり、ＩＣＴ化が十分に機能していません。業務が複雑化している実

態があります。（新制度移行園への国アンケート結果からも明白です）

・利用状況等の把握と集計等の業務処理にはＩＣＴ化が必須ですが、それぞれが違う書式

であることや求められるデータが違うことで、ＩＣＴそのものの導入が疎外されてもい

ます。

・まず国において、無償化のために最低限必要なデータを精査いただき、その上で、国統

一フォーマットを作成いただきたいと思います。

・さらにこれに基づき、都道府県の範囲内での事情や独自施策のために必要な事項を加

え、都道府県内での広域調整を行い、最終的な共通フォーマット（都道府県共通書式）

として書式の統一を図ってくださるようにお願い致します。

２． 処遇改善Ⅱについての三府省合同通知の早期の発出を

・全国の研修実施団体では、平成 31 年度の研修計画を策定し、テーマや講師の依頼、会

場の予約を始めています。

・どのようなことになるかが分からないと、処遇改善Ⅱにも適合する研修の準備ができま

せん。また全国の実施団体や各園、各保育者に混乱のない周知をはからなければなりま

せん。

・年度内に発出予定と言われている三府省合同通知を少しでも早期に実施いただけるよう

にお願い致します。
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