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基本指針の改正に関する意見の提出について 
 2019.6.25  柏女 霊峰(淑徳大学) 

1.新・放課後子ども総合プランの策定に伴う追記に関して
(1)平成 30 年の放課後児童対策に関する専門委員会中間とりまとめにおいては、「放課後子
ども総合プランに基づく放課後児童クラブと放課後子供教室との「連携」又は「一体型」
の実施において、今後は学校施設に加え、児童館や社会教育施設等を活用するなど、様々
な方法により、放課後児童クラブの着実な整備を行っていくことも求められる」としてい
る。子どもたちが放課後や長期休業期間も含めて、地域の人々との共生を体験しないまま
に学校内のみで成長することは慎重に考えるべきであり、地域の特性に応じ、児童館や社
会教育施設等を活用したクラブ運営が必要とされるような記載がひつようである。

(2)放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数の基準について、従うべき基準関参
酌すべき基準に見直しがなされたが、子どもが学校教育より長い時間親から離れて生活
する場における子どもの安心、安全の確保、人権保障の観点から、市町村が独自の基準を
定める場合には、当該国の基準をどのように参酌したか、また、独自に定めた基準の根拠
等について地域住民、保護者等に十分説明し、理解を得るべきことを記載することが必要
である。

2.社会的養育・児童虐待防止対策の見直しに伴う追記に関して
(1)市区町村子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、利用者支援事業、(障
害児)相談支援事業所等の包括的支援拠点相互の役割分担と連携の具体的在り方について、
市町村レベルにおける地域包括的で切れ目のない支援をめざすことを念頭に記載するこ
とが必要である。

(2) 都道府県計画と市町村計画策定の各段階において十分な協議、意見交換を行うことを通
じて、児童虐待防止に関し、都道府県、児童相談所と市区町村、総合支援拠点との切れ目
が起こることのないよう、両計画の整合性を図ることについての記載が必要である。

3.その他制度・施策の施行動向を反映させるための追記・改正に関して
(1)幼児教育・保育の質の向上に資する計画を検討するにあたっては、0 歳からの連続的な
学びの大切さ、教育を考慮し、保育所や幼保連携型認定こども園における幼児教育・保育
の質の向上を図ることを念頭に置くよう記載する必要がある。

(2)平成 30 年度末にすべての都道府県、市町村に第 1 期障害児福祉計画が策定されたこと
にかんがみ、基本指針にも、障害児福祉計画策定指針と整合性を持たせた記述が必要であ
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る。たとえば、障害児福祉計画に関する国の指針では、「都道府県及び市町村は、障害児
の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて把握し、利用ニーズを満たせる定量的な目
標を示した上で、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
等における障害児の受入れに体制整備を行うことについて定める。」とされている。 
基本指針においても同様の記載が必要であり、特定教育・保育施設や地域型保育事業並

びに放課後児童クラブ等における障害児利用に関する定量的な目標とその確保方策の策
定に関する記載が必要とされる。また、障害児入所施設のあり方については、原則として、
国の社会的養育推進計画策定要領を念頭に置いた対応を考えて計画を策定すべきことを
記載する。 

(3)医療的ケア児とその保護者のニーズの把握と定量粋な目標の設定並びにその確保方策に
ついての記載が必要である。
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2019年6月25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 

医療法人社団ペルル　理事長
駒崎弘樹 

意見書 

◎小規模保育の共同保育を、朝夕も可能にしてください

・小規模保育所は、認可園や幼稚園の分園として、本園と同じ敷地
や近くに立地することが多くあります

・また、系列園として、小規模保育園同士、比較的近くに立地して
いるケースも多々あります

・こうした園において、朝・夕など子どもが少ない時間帯におい
て、土曜日のように共同保育を行うことを許可してください

・共同保育の可能範囲を朝夕に拡大することで、保育士不足の中、
有効に保育士資源を活用することが可能となります。

・現に、町田市においては朝夕の共同保育を「交流保育」という形
で許可している事例が出ており、現場においても歓迎されています

・町田だけにとどまらず、全国においても可能となるよう、厚労省
から通知等を発出して頂けましたら幸いです

◎企業主導型保育所の小規模な園における処遇改善等加算 Ⅱの4万
円付与ルールを、小規模保育に合わせてください
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・ 小規模保育事業者の中で、企業主導型保育の枠組みを使って、

定員１９名以下の小規模な保育所を運営している団体は多々ありま

す

・そうした団体から、処遇改善Ⅱの4万円付与ルールを、「児童育

成協会が硬直的に運用していて困っている」という報告が多くあ

がってきました

・確認してみると、児童育成協会から、「主任保育士は、処遇改善

等加算Ⅱの4万円付与対象として認められない。」と回答を得まし

た。内閣府が、本加算対象を「副主任保育士等」と記載しているた

めです。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h2
90427/about.pdf  

・しかし、定員１９名以下の小規模園は法定職員数が５名前後であ

り、本制度の対象である副主任を設置するほど組織が大きくありま

せん。

・この実態を考慮し、少なくとも弊会フローレンスの園が所在する

東京都および仙台市では、小規模認可保育所においては、2019年度

から、（副主任ではなく）主任保育士に対する処遇改善Ⅱ４万円の

適用を認めることになりました。

・同条件で運営を行っている企業主導型制度下においても、小規模

保育同様に、主任保育士を付与対象にしてください。

・19人以下の園において副主任に限ることは合理性から遠く、むし
ろ現場の園に大きな負担を強いてしまい、全く無意味です。内閣府
における早急な対応を望みます
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◎小規模保育の卒園児が「３歳の壁」で苦しまないよう先行利用調
整の仕組みを創設してください

・2018年度、小規模認可保育所は4,276施設となり、前年度に比べて
122%増となりました。けれど、待機児童は０～２歳が多い中、小規
模保育園の利用率が低下している地域もあります。原因の一つとし
て卒園後の再保活の不安が挙げられます。保護者が不安なく選べる
仕組みが必要です。

・小規模保育の連携園を特定の園に固定する仕組みは、保護者の
ニーズとマッチしていません。

・横浜市では連携率90%以上でしたが、現実は連携枠に幼稚園が多
く、連携園に進級する子は少ないです。

・東京都足立区では2019年度4月入所より、小規模保育、家庭的保
育を卒園予定の2歳児を対象とした先行利用調整を実施していま
す。一般の4月入所とは別に9月に利用申込みを受付し、卒園児用の
定員枠を設ける仕組みです。

・東京の他の区でも、2020年度4月入所に向けて、同様の仕組の導
入を検討しているところがあります。

・是非、全国の小規模保育園の卒園児を対象とした先行利用調整の
仕組みを創設してください。

足立区　2019年4月入所の例 
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/20170129renkei.ht
ml 

◎企業主導型保育で「認可落ちないと入園できない」ルールを辞め
てください
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・企業主導型保育園は、企業枠と地域枠に分けられており、地域の
子どもたちを地域枠の園児として受け入れできる（待機児童対策に
寄与できる）仕組みになっています。

・ただ、施設利用定員の50％を超えて、地域枠として児童の受け入
れ（地域枠の弾力措置）をする場合、保育所等の入所保留通知がな
いと入園できないという、厳しいルールが存在します。

・近隣の企業主導型保育園への入園を希望する家庭でも、企業主導
型保育園の地域枠に空きがない場合、『一度認可保育所等に入園申
込をした後、その認可に落ちる（入所保留通知を受け取る）』とい
う無意味な手続きをしなければいけません。

・入所保留通知を得るには最短でも申込から1ヶ月弱かかります。
よって、企業主導型保育園の定員に空きがありすぐに入園できる場
合であっても、通知を受理するまでの期間、入園を待機することに
なります。

・結果として、この地域枠の弾力措置で受け入れ時のルールがある
ことにより、一時的に待機児童を生む結果にもなっています。

・企業主導型保育園は、そもそも待機児童対策の一環として始まっ
た事業なので、このルールの必要性はもとより、地域枠と従業員枠
を設ける必要性についても再度検討いただきたいです。

◎特区小規模保育が始動しました

・堺市において、特区小規模保育事業の取り組みが始まりました
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・事業者の設立ニーズはあれど、まだ自治体側の特区小規模保育への認知度が
低いため、広がっていない現状

・厚労省と内閣府は、堺市のようなモデルケースを喧伝し、自治体側の認知を
高めて頂きたいと思います
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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 

本年 10月より消費増税を財源として幼児教育の無償化が本格実施されます。この事は保
護者はもとより乳幼児期の保育・教育に携わる多くの方も喜んでいるところであり、質の
向上を計る事はもとより、全ての子どもが健やかに成長するように、今後更なる乳幼児期
の教育・保育活動を充実していかなければならないと責任を新たにしているところであり
ます。 
その中で、実施 3 ヶ月までありますが、国として利用者や今後利用される方々、更には

関係機関に丁寧かつ正確な情報提供や説明が大切であると考えますので、ご対応の程、宜
しくお願い致します。 

この件において企業主導型保育事業も無償化の対象施設でありますので、実施機関から
の説明や対応方法、関係自治体への報告など、施設の種類によって実施対応にタイムラグ
が発生しないように早急に対応して頂けますようお願い致します。 

以上 
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令和元（2019）年 6 月 25 日 

第 43 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．幼児教育・保育の無償化について 
   本年 10 月より開始する幼児教育・保育の無償化について、国や各自治体でも説明が 
  行われており、各施設では給食費、預かり保育の取り扱いについて検討を行い、保護者 
  への説明の準備を進めているところでございます。今回の無償化に関する各自治体の事 
  務手続きが円滑に進められることを強く望みます。 
   また、この手続きにおいても子どもや保護者が置き去りにならないよう格別の配慮を 
  お願いいたします。 

以上 
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令和元年６月 25 日 

第 43 回子ども・子育て会議への意見 

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 
理事長 奥山千鶴子 

１．家庭における安心な子育ての実現 
（１） 地域子育て支援拠点事業の寄り添い型支援と親としての成長

平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 iにより、地域子育て支援拠
点の特徴ともいわれる「寄り添い型支援」が、子育て中の親が本来持っている強み
（力）を育み、「親としての成長」を促すプロセスが示唆されました。日々の子育
てや子育てで生じた葛藤や困難に立ち向かう中で、自らのこれまでの経験を活かし
つつ、必要に応じて他者に頼るなど、子育てに関する自己決定の経験を通して、わ
が子への感受性や応答性を高めること。また、こうした経験を通して、わが子以外
の子どもの存在に気づき、共に養育に関わろうと認識し行動しようとするプロセス
です。赤ちゃんの世話などの経験が少なく、生活の変化が大きい産前から乳幼児期
の子育てにとって、仕事への復帰が早まっている現在、親としての成長を促す交流
拠点の意義は高まっており、これまで以上に身近な場所への設置が望まれます。 

（２） 利用者支援事業の拡充
多様な課題をもつ家庭が増える中、身近な相談と地域資源のコーディネート事業

である利用者支援事業のニーズが高まっています。平成 30 年実績では、基本型
720 か所、特定型 375 か所、合計 1,095 か所となっており、目標値である 1,800 カ
所の設置（基本型+特定型）に対して 60.8％の実施率です。特に基本型は、個別支
援、地域連携の総合的な類型であり、地域の子育て資源の開拓やネットワークづく
りに寄与する事業として早急に整備すべき事業であり、拡充が必要です。
また、相談が自治体を超えて入るケースがあり、近隣自治体との調整、連携の仕

組みも検討が必要です。

２．地域における子育て環境の向上 
（１） 児童虐待防止対策に向けた取り組みと親の学習機会の保障

児童の権利擁護として、親権者は児童のしつけに際して体罰を加えてはならない
こととする、とされました。一方、保護者からは子どものしつけについての困り感
が高く、親の学びの場やプログラムの提供等、保護者の不安をあおらない機会の充
実も合わせて必要です。 
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（２） 子育て世代包括支援センターとの協働促進
妊娠期からの切れ目ない支援が重要であることは誰もが認めるところですが、母

子保健分野との連携が難しいとの現場の意見が聞かれます。子育て世代包括支援セ
ンターが妊娠期からの切れ目ない支援を果たす機能であり、子育て支援拠点事業や
利用者支援事業基本型の実施機関とともに、体制づくりの一翼を担うことが期待さ
れています。自治体に対してさらなる周知をお願いしたいと思います。

（３）一時預かり事業の拡充
 平成 30年度の調査 iiから、一時預かり事業を積極的にすすめている自治体では国 
庫補助基準額を上回って自治体独自の家賃補助、人件費補助などが行われている一
方で、現状では事業の特性から事務負担や保育士の負担が高く、ニーズに応えられ
ないという経営上の課題が明らかになりました。緊急時はもとより孤立や子育て不
安を払しょくするためのレスパイト機能を有する一時預かり事業について、地域間
格差が広がらないよう、国庫補助として職員の処遇改善、補助単価の見直しを要望
いたします。 

３．地域子育て支援拠点事業の支援の質や機能の向上 
（１） 地域子育て支援拠点事業の運営費の適正化

全国の自治体の中には、国基準で定められた基準額を下回る交付となっている自
治体があると報告されています。職員の定着を図り、運営の質の確保を図るために
は、安定的な人件費、運営費が欠かせません。補助金交付要綱に定められた基準額
が適切に交付されるよう要望いたします。 

（２） 利用親子組数及び機能の違いに配慮した職員配置基準の改善
平成 30 年度の調査研究 iiiにより、主に保育を必要としない子育て家庭が集える

地域の拠点として平日のみ開所されている小規模な拠点と、多機能的な子育て支援
事業を実施し、土日の開所率も相対的に高い地域の中核的な拠点では、必要な職員
数や職員に求められる業務量、スキル、拠点が抱える課題は大きく異なるという結
果が得られています。利用組数が多く、地域における中核的な地域子育て支援拠点
については、利用者対応に中心的役割を果たす職員のための加算を行うなど常勤職
員比率を高めることを要望いたします。

（３） 就労家庭や妊娠家庭への利用促進のための土日祝日開所を推進
多様な働き方の就労家庭が増えるなか、地域子育て支援拠点の開所日について

は、平成 29 年度の調査 ivにおいて、平日に加えて土曜日開所または、土日開所し
ている拠点は利用組数が多いという結果が得られています。地域子育て支援拠点事
業についても、利用者支援事業同様に休日加算を求めます。

（４） 職員の適正な処遇改善と最低賃金を保障する補助金の見直し
対人援助業務については、他機関との連携も含めた職員の質的向上が求められま
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す。拠点施設の責任者や職員のキャリアによる適切な処遇が行われるよう人件費の
拡充をお願いします。児童福祉の担い手として、経験を積み、地域子育ての中核を
担う人材を育成するためにも、人件費単価の見直しを要望いたします。 

（５） 研修機会の確保、研修の体系化と研修予算の確保
平成 30 年度の調査研究 vにより、基礎的研修として位置づけられている子育て

支援員研修「地域子育て支援コース（地域子育て支援拠点事業）」に関して、実施
していると答えた都道府県（回収率 91.5%）は 27カ所のみでした。量的調査から
は、職員が従事する自治体によって研修の受講機会に格差が生じていることが明ら
かになりました。本調査では、調査結果を踏まえて新任職員、中堅職員に必要な研
修内容についてモデルとして提案するとともに、都道府県、市区町村の研修に関す
る役割についても提案しています。拠点事業に従事する職員の専門性の向上のため
にも研修機会の確保と研修の体系化を図っていただくとともに、研修予算の確保を
要望いたします。 

i 平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域子育て支援拠点の寄り添い型支
援が親の成長を促すプロセス分析と支援者の役割に関する調査研究 報告書」NPO 法人
子育てひろば全国連絡協議会 
ii 平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「一時預かり事業の運営状況等に関す
る調査 報告書」三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 
iii 平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域子育て支援拠点の運営状況等
に関する調査 報告書」三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 
iv 平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域子育て支援拠点の運営状況等
に関する調査 報告書」三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 
v 平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域子育て支援拠点事業に従事する
職員の資質向上研修に関する調査研究 報告書」日本福祉大学 教授 渡辺顕一郎 
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令和元年 6月 25日 

子ども・子育て会議（第 43回） 

全国保育協議会 意見 

1．幼児教育・保育の無償化について

 「幼児教育・保育の無償化」の 10月の実施まで期日が迫っています。保護者に混乱

を招かないように、各施設が保護者へスムーズに説明できるよう、国からの説明・情

報提供を早めに行っていただくようお願いいたします。 

2．子ども・子育て支援新制度の施行 5年後の見直しについて 

子ども・子育て支援新制度の施行 5 年後の見直しについては、施行から整理されて

いない事項があり、子ども・子育て会議においても丁寧な議論をしていただくようお

願いいたします。 

本会として繰り返し述べてきましたが、満 3 歳児の扱いについて子ども・子育て支

援給付における整理が必要です。 

無償化にともない、「小学校就学前の 3年間分の保育料を無償化する」こととされて

います。保育所等を利用する子どもについて、「年度途中に満 3歳になっても、翌年度

の 4 月からの利用料が無償化され、また年度途中に満 6 歳になっても、その年度の 3

月までの利用料は無償」とされ、幼稚園・認定こども園（教育・保育給付第 1号認定）

については、学校教育法で定められていることや、満 3 歳になった時から翌 4 月を待

たずに年少クラスに所属することも多いこと、幼稚園就園奨励費の満 3 歳から補助対

象を根拠として「満 3 歳になった日から無償化の対象」とされています。ただし、幼

稚園の預かり保育事業については、保育所等との公平性の観点から、住民税非課税世

帯を除き、翌年度（4 月）からが施設等利用給付の対象とされています（「自治体向け

FAQ【2019年 5月 30日版】」No.53「幼稚園等の無償化対象期間」）。 

給付の対象について一定の整理はされていますが、年度による年齢の考え方に統一

すべきと考えます。保護者（子ども）にとってもわかりやすく、事業者にとっても運営

しやすくなるのではないでしょうか。 

3．働き方改革への対応について 

 保育の現場においても、保育士・保育教諭等の働き方改革への対応が必要です。地

域により保育士等の雇用が難しい（保育士不足の）地域があります。保育の質を担保

しつつ働き方改革に対応するため、保育士等の雇用対策の充実と全産業の労働者の平

均賃金との格差解消へ向けた処遇改善について、さらなる対応を求めます。 

以上 
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子ども・子育て会議御中 
２０１９年６月２５日 
ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン 
理事 徳倉康之 
代理：理事 高祖常子 

意見書 
■児童虐待防止、改正法について
・「親権者等が、子どものしつけに際して体罰を使ってはならないことの明記」をいただけたこと
を評価します。
・「児童福祉施設の長などにおいても同様」と表記されていますが、幼稚園、認定こども園、小規
模保育事業などにおいても、周知徹底いただけるようお願いします。
・親のみならずすべての人が、子どもに対して体罰してはならないことを周知徹底していくこと。
母子手帳配布面談時、両親学級、子育て講座などでの啓発、子育てのサポート、相談のハードル
を下げることなど、様々な方向からの施策をお願いします。

■幼児教育無償化および保育士の働き方について
・幼児教育・保育の無償化スタートにあたって。自治体でも不安や混乱があると聞いています。
保護者の方はさらに把握できていないと思うので、周知徹底の工夫をお願いします。

・無償化スタートにあたって、親のレスパイトはもちろん必要ですが、保育の長時間化や土曜日
等、親が休日にも関わらず、不用意に子どもを預ける時間や日数が増えることがないように、無
償化告知のタイミングなどで、伝えていっていただければと思います。

・保育の長時間化は親子の関わりはもちろん、保育士の働き方にもつながります。土曜日開所に
ついても、同一法人や近隣の保育所などで、保育士確保や子どもの育ちの観点から、合同保育を
するなども考えられると思いますので、さまざまな工夫や施策をお願いします。

・先日、FJ では「ホイクボスフォーラム」を開催し、たくさんの方に来ていただきましたが、そ
の中でも、残業および持ち帰り仕事ゼロ、保育士の休み時間をしっかり確保しているという事例
発表もありました。無償化や土曜日開所においても、保育士の適正な働き方がしっかり守られる
よう、お願いします。

■令和時代に必要な男性育休推進について FJ 提言
・自治体において、両親学級設置義務および受講への強い勧奨を求めます。
・育休名称を「親時間」などに変更を求めます。休みを連想させるため。
・パパクオータ制(父親への育休割り当て制度)導入。一定条件(原則両親学級全員受講、待機児童
解消など)をクリア後、北欧と同様、父親だけが取得できる育休割り当て制度導入を提案します。 
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令和元年 6 月 25 日 
子ども・子育て会議 御中 

一般社団法人日本子ども育成協議会 
副会長 溝口 義朗 

意見書 

「国による基礎自治体に対する認可外保育所への運営費補助等の補助金創設また
は各施設への直接補助を」 

幼児教育・保育の無償化について、認可外保育所の保護者も対象にされたこと
はすべての子どもに対しての教育・保育の機会を均等とする視点で、評価される
べきことであると考えます。 
今後、経過期間を含め認可外保育所の事業者、保育者は、幼児教育・保育とし

ての責務を担うと考え、質の向上に対して努力をしていく所存です。 
一方、各基礎自治体による地方単独型の保育施策に対する、保育施設の運営費

補助はまちまちです。例えば、0 歳児に対する基本部分の保育単価は、東京都認
証保育所（A 型、40 名）では 161,770 円、川崎市認定保育園（A 型、40 名）
87,650 円、川崎認定保育園（B 型）78,300 円、5 歳児においては、東京都認証
保育所（A 型 40 名）78,910 円、川崎認定保育園（A 型、40 名）20,710 円、川
崎認定保育園（B 型）15,090 円となっております。 
比較のために、同じ認可外保育施設である企業主導型保育事業の川崎市で運

営された場合の基本部分の保育単価は、0 歳児 244,600 円、5 歳児 88,720 円（週
6 日開所 保育士 75％）となっています。 
地方単独型の保育事業の質の向上のために、地方単独型保育事業を行ってい

る基礎自治体への補助、または認可外保育施設への直接補助の創設をお願いい
たします。 
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