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2020年1月31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

◎保育所で子ども食堂をすることを許可する通知を出してください

● 保育所はキッチンもあり、子どもにとって安全な環境もあることから、地域
の孤立しがちな親子に対し、子ども食堂を行うのに大変適しています

● 実際に、某市においてNPO法人フローレンスが「ほいくえん子ども食堂」を
行ったところ、母子生活支援施設入居者を含む、地域の多くの親子にご利用
いただけました

● しかし、某市からは「目的外使用で認められない」という指導を受けまし
た。（法的根拠を尋ねると「法的根拠は無かったです」との回答）

● 現在「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」（平成20
年4月17日　雇児発第0417001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） 
を根拠に、施設整備費の国庫補助を受けて建てた保育所の場合、補助目的の
達成や補助対象財産の適正な使用という観点から、保育を実施するという目
的のために補助金を受けて取得した財産（建物）を使って収益を得ること
は、不適当だという考えを厚労省は示しているかと存じます

● しかし、子ども食堂のような福祉的な取り組みにおいては、収益と言っても
実費あるいは実費以下の料金によって、料理を提供しているものであり、こ
の通知で想定している商業性のある用途ではありません

● また、目的外使用と言っても、保育所は保育とともに、地域の子育て支援を
担う施設であることから、子ども食堂のような福祉的な取り組みは目的外使
用とは言えないと考えます

● けれども、全国の自治体においては、「公金を入れた施設の目的外使用は禁
止する」というドグマだけが硬直的に一人歩きし、子ども食堂のような取り
組みまで禁止される有様です
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● 厚労省におかれましては、「子ども食堂（あるいは類似した食を通じた子育
て支援・コミュニティ活動）を保育所でも行って構わない」「その際に実費
を徴収することは認められる」という通知等を発出して頂きたいと思いま
す。

● それによって、保育所が園児のみを対象とした施設から、地域の様々な親子
に寄り添い、支え、伴走していく施設になっていくことを後押しするのでは
ないか、と考えます

◎土曜日の閉所日数に応じた減算調整の仕組みについて

資料１－２「公定価格の対応について」より抜粋

● 基本的な方針には賛成ですが、保育の提供をしていない場合においても、事
前に保育の利用希望を受け、職員を配置していたが、直前のキャンセルが
あった場合には減算の適用除外にしていただきたいと思います

● 特に小規模保育事業の場合、そもそもの土曜利用希望者が少ないので、上記
が発生しやすく、影響が大きいと考えます

● 土曜利用希望を受けた時点で、保育士2名、調理1名の職員を配置し、土曜出
勤の振休を事前に取得済みしていることもあるので、直前のキャンセル等で
保育を提供していない場合でも開所し、人件費はかかります

● よって、保育を提供しているかどうかではなく、保育の利用希望の申込があ
り保育を提供できる体制をとったかどうかで減算の適用判断をする運用に、
くれぐれもして頂きたいと思います

◎土曜共同保育を企業主導型保育園も実施できるようにしてください

※参考資料（12月10日の子ども子育て会議資料より）
子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針について（案）
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● 12月10日に実施された子ども・子育て会議にて配布された資料（※）に記載
がある通り、土曜日の保育園の利用園児数は平日に比べ、どの園でも少なく
なっている現状があり、これは、小規模保育や認可保育所のみならず、企業
主導型の保育園でも起こっています 
 

● 認可保育園や小規模保育園ではすでに共同保育の実施が進められており、保
育園に勤務する保育士等のスタッフの働き方改革にも寄与できている現状が
あります 
 

● ある自治体にて、上記の資料（※）を提示した上で、来年度以降の土曜共同
保育を実施したい旨申し出をおこなったところ、下記回答があり、共同保育
の実施が難しい現状です 
 
❖ 以前児童育成協会に確認をした際に、「他の小規模保育事業等との「土
曜日の共同保育」については、企業主導型保育園として認められないとい
う考え方で差し支えございません。（企業主導型同士での場合も、同様と
なります）」との回答をメールで得ており、本市としては、企業主導型保
育事業がそもそも共同保育という考え方について認めていないものと認識
しております。 

❖ 資料を拝見させていただきましたが、「企業主導型保育事業との土曜日の
共同保育」に関する記載は見つけられませんでした。資料の文中に「通知
やFAQの発出等により明確化」とありますが、この通知やFAQの内 
容として、企業主導型保育事業との土曜日の共同保育が盛り込まれるよう
な議論がなされたのでしょうか。何かご提示いただいたもの以外に資料が
ございますでしょうか。例えば、通知やFAQの具体案等ございましたらぜ
ひともご提供いただければと思います。 

 
通知やFAQを発出いただくことで、自治体への申請もスムーズに進むと想定
されます 
 

● 企業主導型保育園は、各自治体の基準を満たしてはいませんが、どの園も国
の基準を満たしている保育園ですので、ぜひとも通知やFAQの発出とともに
児童育成協会との認識のすり合わせをお願いいたします 

 
 
◎地域型保育事業の認可件数の公表をお願いします 
 

● 子ども・子育て支援新制度が施行された後、平成27年4月1日、平成28年４月
１日と2カ年連続で、厚生労働省が「地域型保育事業の件数について」という
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調査結果を厚生労働省のホームページで公表していました。 

 
● その後の認可件数が公表されておりませんので、引き続き調査、集計結果の
公表をお願いします。 
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現在の産前講座では産後の困ったに対応できず！？
令和時代は、より「夫婦向け」「父親向け」にアップデートすべき

産前講座の受講率69.4％でも、未だに35％は「母親」対象講座
産前講座受講なしの男性は受講あり男性より産後子育てをしていない傾向も

産前講座内容トップ10は「出産」「赤ちゃんの世話」に偏向
産後困ったランキングに 「子育てが母親だけに偏った」が男女ともトップ10入り

「家族や夫婦」で子育てするプログラム強化が急務

ニュースリリース 2020年1月22日（速報時点）

1両親学級に関する全国調査
Copyright © 2020 NPO法人 Fathering Japan All rights reserved.

令和時代に入り、国務大臣の育休取得、国家公務員の男性育休1か月取得推進、男性育休の義務化
検討の動きなど、少子化対策、働き方改革、女性活躍推進とも相まって、男性の育休推進の動きが加
速化しています。一方で、6歳未満の子どもをもつ男性の約7割は育児家事を全くしておらず（総務
省「社会生活基礎調査」）、「ワンオペ育児」となる母親たちの現状や、熱心に子育てしたい意欲と
は裏腹に児童虐待容疑となる父親に関するニュースも後を絶ちません。
現在の日本において、初めての子どもをもつ父親母親に必要十分な情報提供や体験がなされる環境が
あるのかどうか、全国の現状を把握する実態調査が必要なのではないでしょうか。
そこで、NPO法人ファザーリング・ジャパン（東京都 千代田区、代表 安藤哲也）では、2歳以下の
乳幼児を持つ父親母親5000人に対し、初めての子どもを迎える準備状況を把握するために、産前講
座の受講の有無、受講の内容、主催、場所、産後の子育て困難度などを把握するとともに、これから
の産前講座のあるべき姿を明らかにすることを目的として全国調査を実施しました。

調査結果から、
◎産前講座の受講率は69.4％で、そのうち夫婦での受講は61.6％だが、講座の対象者は「両親」
62％、「母親」35％であり、回答者の男女別や地域別でも差があることがわかった。

◎産前講座の主催は「病院等」63.1％、「自治体」29.7％であるが、男女や地域差もある。
◎産前講座内容は、「出産」「赤ちゃんの世話」に偏る一方で、産後困ったことランキングでは「家
族や夫婦の関係」がトップ10入りしており「家族や夫婦で子育て」項目の強化が必要であろう。

◎産前講座受講の有無に関わらず、産後困ったことは同じだけ発生しており、産前講座の受講が産後
困ったことの解消にどれだけ寄与するかは疑問の残る結果となった。

◎産前講座を受講していない男性だけ、産後「全く困っていない」回答比率が顕著に高く、産前講座
を受講した男性と比較し、産後に子育てをやっていない可能性が示唆された。男性が産前講座を
受けると、産後の子育て参画に寄与する可能性が高いのではないか。

◎産前講座に参加しなかった理由の1位は男女とも「強制・必須でなかったから」であり、産前講座
の強制・必須化した場合、少なくともこの層は、産前講座を受講したものと考えられる。

◎これからの産前講座への希望1位は男女共に「土日開催」だったが、それに続く女性の希望は「男
性がもっと父親を自覚できるような内容にしてほしい」23％、「産む性ではない男性こそ必修化
する仕組みにしてほしい」20％であった。

などがわかりました。

今後、ファザーリングジャパンでは、令和時代にふさわしい産前講座の提示、初めて子どもを迎える
全ての父親母親に必要十分な情報提供や体験がなされる環境の整備実現に力を注ぎながら、「男性育
休の推進強化と産前講座の受講はセット」を推進してまいります。
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第 51 回子ども・子育て会議意見書 
 

全日本私立幼稚園連合会 
水谷 豊三 

① 主幹教諭等専任加算の要件緩和 
主幹教諭等専任加算の要件に幼小連携の要素を加えることは、主幹教諭が配置しやすくなり且つ幼小

連携の促進につながるということで有意義な要件緩和と言えます。 
 この要件緩和を実質的により有効なものとしていくためには、小学校の教育現場において、幼児教育
との連携意識が更に高まる必要があると思います。 

現状の幼小連携の実態は地域の差や小学校間の差もあり、また小学校現場においては小中連携により
重きを置かれている傾向があるように思いますので国や自治体からも、小学校現場への啓発を積極的・
具体的に進めていかれることを切望します。 
 

② 施設関係者評価加算の見直しについて 
公開保育の取り組みを施設関係者評価と組み合わせることで、評価が外形的な視点での評価のみに留

まらず、乳幼児教育活動そのものの質向上に寄与することにつながり重要な方法と言えます。 
小学校以降の授業研究等は、実質的な教育の改善や質向上につながる取り組みとして、諸外国からも

関心と高評価を得ていると聞き及んでいますが、我が国の乳幼児教育を我が国の幼稚園教育要領、教育・
保育要領、保育指針との関係から見れば、こうした教育・保育活動が第三者を交えながら現場で評価さ
れ研究が進められていくことは大変必要なことであると考えます。 

公開保育が数年に 1 回という取り組み方ではなく、毎年施設内のどこかのクラスが公開保育を受けな
がら、質向上に取り組み続けていけるよう、関係三府省からの啓発を積極的に進めていただきたいと考
えます。 
 

③ 幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業 
 教諭免許・保育士資格の両有は 90％を超えていますが、特例期間が延長され 100％をめざしていかね
ばなりませんが、これは新制度の質の向上を具体化することのひとつとして当然のことであると考えま
す。 

そして更に 1 種教員免許の取得者比率を上げることは、各園における幼児教育の質向上に必ずつなが
るものであり、また小学校以降の 1 種免許取得率との大きな格差を是正していく上で必要です。 

さらに社会的な評価を上げていくこととともに、保育教諭全体の質を向上させるためには、処遇改善
を図りながら 1 種教員免許の取得を進めていくことが今後の課題であると言えます。 

現在都道府県によっては 1 種免許取得者の人件費補助にインセンティブをつけている自治体もありま
すが、国においても同様なインセンティブをつけていただくことで、都道府県の教員免許上進に対する
意欲につなげられるようご検討ください。 
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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 

 

 令和 2 年度の予算（案）並びに令和元年度補正予算（案）に関わる公定価格の対応につい

てご検討いただき、これまで議論して参りました 5 年見直し案件につきましてもご配慮頂

きましたこと感謝申し上げます。 

 

〇 チーム保育加算の算定方法の改善 

  以前よりお願いしておりました認定こども園のチーム保育加配加算については、幼児

教育の無償化等に伴い、1 号認定子どもから 2 号認定子どもに大きく移行した場合であっ

ても加算額が減額することなく、子どもに質の高いチーム保育を安定して提供して頂け

るようご対応して頂きましたことに感謝申し上げます。 

 

〇 給食実施加算の充実 

  給食実施加算について、1 号認定子どもに対する給食の実施状況に応じた仕組みとして

くださいましたことに感謝申し上げます。 

  その中で現行と見直し後の加算額とでは大きな開きがあります。例えば 211 人以上の

大規模園で外部搬入の場合、現行では年間 246 万円の加算がありますが、見直し後では

66 万円となり 180 万円の減収となります。給食提供できる体制として、給食が園に搬入

された後、園ではアレルギー食の確認や検食・クラスへの配膳など行っておりますが、現

行から 180 万円減額された場合の不足額は園の負担となります。また自園調理への移行

も希望しますが、現状 1 号認定子どもに対する給食施設に関する整備補助はありません。 

  今後の更なる見直しの際には単価の充実を希望するとともに、1 号認定子どもに対する

給食施設整備費補助制度の設置を強くお願いします。また、今回の見直しの内容について、

関係者への丁寧な説明をお願い致します。 
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〇 土曜日における共同保育の実施について 

  子ども・子育て支援新制度施行後 5 年の見直しに係る対応方針の中で、土曜日におけ

る共同保育の実施は有効であり、取組の在り方等について通知や FAQ 等の発出等により

明確化すべきとあります。出来るだけ早期に通知等を発出等していただくようお願いし

ます。また、共同保育を様々な施設同士（認定こども園、認可保育所、小規模保育施設、

企業主導型保育事業施設等）で行うことが可能かについても整理していただくようお願

いします。 

 

以上 
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                                     令和２年１月 31 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 
 
 

基礎自治体が行う地方単独型保育事業への運営費補助制度の創設に関する意見書 

 

  基礎自治体が行う地方単独型保育事業に対する運営費補助制度を創設するよう要望い 

たします。 

 

 【要望理由】 

認可外保育施設（地方単独型保育事業）の保育料が無償化の対象となり、また、認可保育
所への移行支援策の充実も図られたことは、私ども認可外保育施設を支援する団体として感
謝の念に堪えません。幼児教育・保育の一翼を担う団体として、子どもの健全な育ちのため、
研修やセミナーなどを通して、これまで以上に保育の質の向上に努めてまいる所存です。 

しかしながら、認可外保育施設は、現実には、物理的に認可保育所への移行が困難、ある
いは認可外保育施設だからこそ可能な地域の保育ニーズへの柔軟な対応（例えば、短時間保
育、長時間保育、学童保育、直接契約による速やかな入所）など、その実情は様々です。 

これらの施設でも、地域の保育ニーズに応え、質の高い保育を目指して努力していること
は、認可保育所と変わりません。 

こうした認可外保育施設に対する運営費補助は、下表のようにまちまちであり、基礎自治
体の財政力の差が如実に表れております。保育士の確保が困難な状況の中で、これらの施設
の運営は、財政的にも人材の確保の面でも極めて苦しい状況にあります。 

認可外保育施設に入所している子どもに対し、認可保育所に入所している子どもと同じよ
うに質の高い保育が提供できるよう、国において、基礎自治体に対する運営費補助制度を創
設されることを強く望みます。 

 
  【地方単独型保育事業の運営費補助金、保育運営費基本単価】 

 0 歳児 1 歳児 ２歳児 ３歳児 ４、5 歳児 
東京都認証保育所 
（定員 40 名の場合） 

164,620 118,590 118,590 84,780 80,250 

川崎認定保育園（A 型 定員
40 名の場合） 

87,650 61,640 61,640 20,710 20,710 

川崎認定保育園（B 型） 78,300 48,110 47,500 15,090 15,090 
藤沢型認定保育施設（A 型） 46,000 32,000 32,000 8,000 8,000 
藤沢認定保育施設（C 型） 3,000 1,500 1,500 500 300 
企業主導型保育事業 
（例 定員 40 名週 6 日、保
育士 75％、川崎市 16/100 地
域で運営） 

 
213,150 

 
139,460 

 
84,620 

 
77,340 

 
77,340 
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