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令和 2 年 12 月 25 日 
第 55 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 
 

１．令和 2 年度第 3 次補正予算について                       
 令和 2 年度 1 次、2 次補正予算に続き、第 3 次補正予算でも「新型コロナウイルス感染症
等に係る保育環境改善等事業予算」をご用意いただいたことに感謝申し上げる。しかし、今
回の予算は ICT 化に係る助成金も同様に国 1/2、都道府県・市区町村 1/2 となっており、
すべての認定こども園に行き渡されるためには都道府県及び市区町村の予算計上が必須と
なる。新型コロナウイルス感染症はいまだに収束が見込めない中、衛生用品等の購入や ICT
化の整備のためにも助成金は不可欠である。 
 どうかこの助成金が全国すべての市区町村で実施され、すべての施設が受けることができ
るよう特段のご配慮をお願いしたい。 
 

２．新子育て安心プランの概要について                        
 新子育て安心プランの概要を作成いただいたことに感謝申し上げる。前回に引き続き行き
届いた支援となることを願っている。しかし、令和 6 年度までに 14 万人分の受け皿整備が
必要となる一方で保育者の確保も必要となるが、急速に少子化・人口減少が起こる地域でも
保育者の確保が大きな問題となっている。新子育て安心プランの中では是非とも人口減少地
域に対する保育者の確保及び幼児教育・保育をはじめとする子育て支援の受け皿確保につい
ての方針を加えていただき、提供体制が維持できるようご検討いただきたい。 
 また、保育士・保育の現場の魅力発信事業は都道府県及び市区町村が実施することとなる
が、国においても全国的な PR など、ひとりでも多くの保育者を確保できるようご尽力いた
だきたい。 
 
３．児童手当の見直しについて                            
 児童手当の見直しについては一定の理解を示すものするが、保護者にはわかりやすく丁寧
な説明が行われることをお願いしたい。 
 
４．保育所等入所関係手続きに係るデジタル化に向けた検討状況について         
 デジタル化が推進され、市区町村の担当課および保護者の負担が軽減されることは大変喜
ばしいことである。一方で使いやすさ、セキュリティ、リテラシ―などさまざまな問題も抱
えているところではあるが、現在のさまざまな様式が統一化され、双方の業務負担軽減とな
るよう積極的に取り組んでいただきたい。 
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５．多機能型地域子育て支援の新たな展開に向けた対応について             
 利用者支援事業を核とした多機能型地域子育て支援がさらに推進されることは大変重要
であるが、各事業が単体で充実することはもちろんのこと、各事業が連携、協力しながら事
業が実施されるよう引き続き都道府県・市区町村には理解と協力を願いたい。また認定こど
も園における子育て支援が必須化され、独自での事業も展開している。この事業も地域の連
携の輪の中に加えていただき、相互の協力体制を築き、地域全体で子育て支援することがで
きる体制構築を願いたい。 
 
６．処遇改善等加算Ⅱの研修に係る 1 号関係部分の周知について                   
 現在、2.3 号認定におけるキャリアアップ研修会は都道府県及び市区町村で実施されてい
るところであるが、1 号認定部分の団体認定が進んでいない。今一度事務連絡を発出してい
ただき、団体の認定を促進していただきたい。 
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令和 2 年 12 月 25 日 
内閣府 
子ども子育て会議 御中 
 

意 見 書 
 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 
 副会長  長田朋久 

 
私たち「公益社団法人 全国私立保育園連盟」は、全国約 1 万強の社会福祉法人を中心と

した私立認可保育園・認定こども園の団体です。 
 さてこの度、第 3 次補正予算案並びに令和 3 年度予算案、そして新子育て安心プラ

ンの取りまとめが行われました。それを受けまして、以下のように意見をまとめまし

たので、ご高配をお願いいたします。  
 
1. 保育士の処遇改善の継続について 

コロナ禍においてもエッセンシャルワーカーとしての使命を果たすべく、懸命に子

どもたちの健全な発育を願って日々保育に傾注している保育士です。令和 3 年度も 2
年度同様の処遇改善の継続をしていただきまして誠にありがとうございます。  

一方、全産業の女性労働者との賃金格差が未だ月額 2 万円程度ある状況のため、更

なるもう一歩踏み込んだ処遇改善をよろしくお願いします。  
 
2.人口減少地域に関して 
新子育て安心プランの中に「人口減少地域の保育の在り方についても別途検討を進め

る」と明記されております。できるだけ早期に検討を進めていただき、その際、我々

現場の意見や地方自治体の状況等も反映させていただけるよう、施策の充実を期待い

たします。  
 
3.宿舎借り上げ事業に関しての御礼  

令和 3 年度以降も継続していただける予定となりまして、大変ありがとうございま

す。今後の段階的な見直しに関しましては、是非現場の意見等を吸い上げていただき

施策に反映していただけますようよろしくお願いいたします。 
 
４.クラスに 1 名の常勤保育士に関して  

新子育て安心プランの 
②魅力向上を通じた保育士の確保  
＜施策例＞  
・短時間勤務の保育士の活躍促進  
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  待機児童が存在する市町村において各クラスで常勤保育士１名必須との規制

をなくし、それに代えて２名の短時間保育士で可とする  
ですが、最低各クラスに一人は常勤保育士を配置し、保育の質を保たないと、子ども

にとっては、1 日の保育の中で短時間保育士がコロコロ変わって落ち着かず、どの保

育士にも安心感を持てない、お迎えに行っても、午前中の子どもの様子は、常に別の

保育士が見ているため、申し送りだけの状況しか解からず、保護者に詳細を伝えられ

ないなどの状況が毎日生まれるなどを危惧しています。この規制は質の担保の最低限

だったはずです。緩和しないでください。 
 

以 上  
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2020年12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 

 

◎ 小学校の学級少人数化に伴い、保育園の人員配置基準も見直してください。 

 
l 公立小学校において、よりきめ細やかな指導が行えるように、学級人数の上限（現

行40人）を35人に見直し、来年度から5年間をかけて低学年から段階的に少人数化 

に対応することが決定しました。また、これに対応するために、令和３年度文部科学

関係予算案に、 教職員配置の充実のための費用が計上されています。 

 

 

l 一方で、保育園で１人の保育士が見る児童数は、海外と比較しても多すぎであり、

きめ細やかな保育を行える状況とは言えません。特に、３歳児は１人の保育士が20

人、４歳以上児は30人となっていて、目を行き届かせるのは非常に困難な児童数で

す。 

 

 

  人員配置基準（保育士１人当たりの年齢別児童数）1 

 

 日本 英国 
ドイツ 

(ベルリン) 
ニュージーランド 

０歳 ３ ３ 3.75 ５ 

１歳 ６ ３ 3.75 ５ 

２歳 ６ ４ 4.75 10 

３歳 20 13 ９ 10 

４歳以上 30 13 ９ 10 

 

 

 

 

 

 
1
（日本の人員配置基準について） 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条第２項 

（海外の人員配置基準について） 株式会社シード・プランニング「諸外国における保育の質の捉え方・示し 

方に関する研究会 （保育の質に関する基本的な考え方や具体的な捉え方・示し方に関する調査研究事業） 

報告書」（平成31年3月29日） https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000533050.pdf 
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l 小学校の学級少人数化に伴い、保育現場においても、１人の保育士が見る児童数 

を少人数化し、安全で質の高い保育を提供できるように、人員配置基準の見直しを

行ってください。 

 

 

 

 

 

◎ 保育園の空き定員で障害児の児童発達支援をできるようにしてください。 
 

 

l 児童福祉法により、未就学の障害児は、障害児通所施設に通い、児童発達支援 

（日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓 

練等）を受けられます。障害児通所施設には、利用定員に応じた報酬や児童指導 

員等の配置加算額などが支払われます。 

 

 

l 現在、保育園と障害児通所施設は、隣接させることはできても、混ぜ合わせる（保

育園で障害児の児童発達支援を行う）ことはできません。 

 

 

l 「障害のある子どもは障害児通所施設で、健常児は保育園で」という分断を早期に 

生むことは、社会的包摂（インクルーシブ）の理念からは遠ざかってしまいます。 

 

 

l 障害児と健常児が共に過ごして成長できる環境を構築していくことが重要です。 

 

 

l 保育園の待機児童数は平成29年以降順調に減少し、令和２年４月１日時点で 

12,439人となっており2、来年度から４年間で約14万人の保育の受け皿が整備3され 

れば、 待機児童問題はほぼ解消します。 

 

 

l 待機児童問題が解消に向かう中、定員割れする保育園が出てくることが想定され 

るため、その空き定員分を活用して障害児を受け入れ、児童発達支援をできるよう

にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
厚生労働省子ども家庭局保育課「保育所等関連状況取りまとめ（令和２年４月１日）」 
3
全世代型社会保障検討会議（第12回）配布資料「世代型社会保障改革の方針（案）」（令和２年12月14日） 
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◎ 企業主導型保育園にも障害児保育加算の適用をしてください。 
 

 

l 認可保育事業である地域型保育事業 ※ （居宅訪問型保育事業を除く。）において障

害児を受け入れる場合、 障害児２人につき、保育士１人を配置するために必要な経

費「障害児保育加算」が補助されます。 
※小規模保育事業・家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業の４つ。2015年 

に開始された「子ども・子育て支援新制度」で認可保育事業となった。 

 

 

l しかし、認可外保育事業である 企業主導型保育事業では、この「障害児保育加算」

の補助がありません。 

 

 

l 企業主導型保育事業所にも地域型保育事業所と同様に、障害児の申し込みは一定数あ

ります。また、入園時は障害児としての入園でなくても、保育園に通っている間に園

児が障害児となる場合もあり、企業主導型保育事業所で障害児を預かるケースが発生

することはあり得ます。 

 

 

l 企業主導型保育事業所であっても、障害児が安心して通える環境を整備できるよう

に、障害児保育加算を適用してください。 
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◎ 既存施設では対応できないマイクロニーズに応えるため、小規模保育事業 

にS型の創設をお願いします。 

 
 

l 例えばあるエリアに6人の待機児童が発生したとします。待機児童の増加トレンドに

おいては将来的なニーズの増加を見込んで、認可保育所や小規模認可を設置する 

ことは合理性がありました。 

 

 

l しかし、待機児童の減少フェーズにおいては、認可保育所はおろか小規模認可保 

育所も設置することはできなくなります。こうしたマイクロニーズに対応するために

は、既存の制度枠組みでは対応できません。 

 

 

l そこで、2人以上8人以下の新たな小規模保育類型（小規模保育事業S型）を提案し 

ます。 

 

 

l S型は、これまでの小規模保育のように商業ビルやマンション等だけでなく、既存施

設要件にこだわらず、 児童館や公民館、小学校等の地域資源の中でも運営できる 

ようにしていきます。 そうした「改装と所有」を前提としない形態であれば、少人

数の保育の受け皿をスピーディに整備でき、待機児童がいなくなった場合にも撤退

しやすいです。 

 

 

l 一方で、保育の質を担保するために、保育士資格要件については100％を保持するこ

とを提案します。 

 

 

小規模保育Ｓ型（案） 

 

定員数 2人～8人 

施設要件 既存の施設要件とは別に定める。 

公民館や児童館、小学校等の空きスペースでも運用可能にする。 

保育士要件 100％ 

対象児童 0～5歳 

（スペシャルニーズのある子どもにも対応できるよう5歳まで） 

長所 ・マイクロニーズに対応できる 

・待機児童が解消された後に撤退しやすい 

 

 

l なお、現状は定員1人以上5人以下の家庭的保育事業がありますが、主には家庭 

的保育者の居宅で保育を行うため、保育を必要とするエリアに家庭的保育者がい 

るとは限らないことや法人運営の必要性から、小規模保育をより小さくできる方向 

性での制度アップグレードを提案したいと思います。 
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第 55 回子ども・子育て会議 意見書 
全日本私立幼稚園連合会 
政策委員長 水谷 豊三 

①一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ) 
 地域こども・子育て支援事業の充実事業として一時預かり事業(幼稚園型)において保育体制充実加算
の増額および要件弾力化を進めていただいたことは、幼稚園における預かり保育の充実につながるもの
と思われます。 

ただ、私学助成園が一時預かり事業(幼稚園型)を実施するケースが少ないという報告が以前にありま
したが、「預かり保育」と「一時預かり事業(幼稚園型)」のどちらでも実施可能であることの説明を受け
ていない幼稚園が相当ある、また一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）は市町村の判断で実施していないケース
があると思われますので、国及び自治体からの十分な説明をよろしくお願い致します。 
 
②子育て支援員の活用について 
 人材難は待機児童の多い地域では深刻な課題となっていますが、預かり保育を行う子育て支援員の活
用はその課題を少しでも補う手段として位置づけられます。 
この子育て支援員を安心して確保できるようになるには基礎自治体における研修が十分に提供される体
制づくりが必要となってきます。 

しかし現状では子育て支援員を養成する研修は十分に提供されていない自治体も多くあり、人材難を
乗り越えるためには研修体制づくりが急務と言えます。 
国や都道府県のバックアップにより、研修体制の確保と充実を図っていただきますようよろしくお願い
致します。 
 
③処遇改善等加算Ⅰの基準年度取り扱いについて 
 基準年度の取り扱いが前年度の処遇改善との比較に変わり、事務処理がスムーズになったため、各事
業所の事務量改善につながるものと思われます。 
ただ、前年度より園児数が減少(基本分単価は同額の範囲)し、且つ雇用職員数は減少しないケースにおい
ては、処遇改善を図る収入増はなく、収入減となるケースも実際には出てくると思われます。 
この場合の処遇改善に対しては、処遇の改善が図れなくても弾力的に対応できる基準を設けていただく
必要があるのではないかと思われます。 
 こうした対応がない場合は、人件費率が上昇し人件費以外の経費削減が余儀なくされますので、これ
までの保育の質や保育環境を維持するためにも、何らかの弾力的対応を検討していただきたいと思いま
す。 
 
④小規模保育の弾力化について 
 新子育て安心プランに小規模保育の定員弾力化が盛り込まれております。保育インフラが整っている
幼稚園が小規模保育に取り組む場合には保育環境を悪化させることなく小規模保育に取り組むことがで
きるようになります。幼稚園関係者に周知を図り、積極的に取り組んでいきたいと考えています。 
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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 

 
新型コロナウイルスの陽性者は連日、過去最高人数が確認され、いつどこで・誰が感染してもおかし

くないほど状況に危機感を感じながらも、保育現場ではエッセンシャルワーカーの方々が最前線で活躍
できるよう必死に保育に勤めており、それを制度や財政支援して頂いていることに感謝申し上げます。 
 これからの状況等を踏まえ、下記の事項についてご確認頂けますよう、また意見を申し添えさせて頂
きますので、宜しくお願い致します。 
 
 

〇 新子育て安心プランについて 

 第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げを踏まえ、保育環境の整備を進めにあたって保
育士不足の採用が深刻な問題となっています。待機児童の多い首都圏ではその解消の向けて様々な取り
組みや財政支援などを行い保育士の確保に努め、それが首都圏に隣接する保育士を呼び込み、今度はそ
の地域で保育士が不足し、更にはその近隣へと広がっている状況にあります。地方では保育が出来ない
状況が近づいてきます。 
 この解消には潜在保育士の掘り起こしが重要であり、早急に対策を取らなければ、特に人口減少地域
で保育環境が不足した場合、子育てが出来なければ人口は流出し人口減少は更に加速し、市町村の存続
すら危ない状況になりかねません。静かなる有事とも言えます。 
 人口が減少していく中で、保育士等の養成学校に進学する生徒数も減少し、資格を有しながらも卒業
後保育士を選択しない学生も多くいる中、更なる処遇の充実、新型コロナウイルス等対応などの危険手
当等の新設要望などもお願い致します。 
 

〇 児童手当に関して 

 限られた財源のなかで質の向上を図るとともに様々な制度改革を進めるためには児童手当の特例給付
について高所得者を対象外とすることは理解できます。 

その中、世帯合算は導入せず、主たる生計維持者の所得で判断されることは多くの方々への影響を配
慮されたことに感謝申し上げます。 

実施時期が令和４年１０月支給分からの適用となることを考え、丁寧な説明と広くご理解いただける
対応をお願い致します。 
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〇 量の確保から質の向上へシフト 

 「新子育て安心プラン」の閣議決定を受けて、２０２１年から４年間で１４万人、２０２４年度末ま
でに待機児童解消を目指すこととなり量の確保の最終段階になっていると考えます。量から質へとシフ
トアップする時期に入ってきます。 
 その際にキャリアップ研修の取り組み状況、特に１号認定こどものキャリアップ研修に関する取扱い
が都道府県等によって速度が大きく異なります。 
 また保育士不足を考える時、保育士等の配置基準が多い認定こども園の配置基準、子どもにとって適
切な保育時間の検討、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等に示された「幼児期の終わりまでに育
ってほしい姿」の共有など中間年度を見据えて取り組み始めて頂けるようお願い致します。 
 

○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の詳細に関して 

 今年度の補正予算における「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」内で特に「延長保育事
業」「一時預かり事業」「子育て支援拠点事業」「病児保育事業」等の扱いについて、「対象となるのか」
子ども・子育て交付金の「令和元年度まで遡及をして支給対象となるのか否か」が明確でなく、自治体
ごとの対応に差違が大きく現場に混乱が見受けられます。 
アルコール、ゴム手袋等の感染対策品購入金額も非常に高騰しており、感染防止対策に計上する費用に
ついては通常の園内衛生費を大きく上振れしております。 
 今後も継続的に感染拡大防止を進めるためには、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」に  
関する FAQ の発出を行う事で、可能な限り、明解な対応を進める事が出来るように配慮をいただく事
で各園が感染拡大防止への対策を進めることが、大切であると考えます。 
 

○ 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業当初予算の内定について 

 令和 2 年 12 月１4 日 初等中等教育局幼児教育課振興係より保健衛生用品の購入に要する経費を優先
採択した結果の事務連絡が各都道府県にありました。この事業の目的は幼児教育の質の向上のために環
境を整備することにより質の高い環境で、子どもを安心して育てることが出来る体制を整備することを
目的としており、その内容として遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の整備、新型コロナウイルス
感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品や備品の購入、新型コロナウイルス感染症対策に
関する掛かり増し経費への対応となっています。 
 子ども達が主体的に遊び、学ぶ環境を計画的に設えていくためにも重要なこの事業費が保健衛生用品
の購入のみとなったために複数の認定こども園を設置する法人においては全体で 600 万円の予算を計画
していたが保健衛生用品のみのため、75 万円に留まり遊具等の環境整備をすることが出来ずにいるとこ
ろもあり、会員より問い合わせなども多数入っております。 
 子ども達にとって遊びは学びであり、そのための環境整備は常に改善を図る必要があり、その貴重な
事業費が結果的に保健衛生用品の購入に要する経費のみとなったことは残念でなりません。つきまして
は、何故このような結果になったのか、また令和 3 年度についての見解をお知らせください。 
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子ども・子育て会議 様 

 

医療従事者等の子どもの円滑な受入れに関する意見書 

 

                  一般社団法人 日本こども育成協議会 

副会長 中正 雄一 

 

 新型コロナの感染者数が連日のように記録更新を重ねており、医療関係団体も合同

記者会見を開き、このままでは医療崩壊になるなどという悲痛な叫びともとれる声が

報道されたところです。国におかれては、Go to 事業の一時停止や営業時間短縮の措

置を講じ、さらに強制力を伴う対応についても検討中など、取組強化に努められてい

るところです。 

 このような状況下においても、私ども保育関係団体といたしましては、医療従事者

等エッセンシャルワーカーをはじめ、保育を必要とする方々の子どもを受け入れ、こ

れらの方々が支障なく業務を遂行できるよう、尽力する覚悟です。 

つきましては、医療従事者等エッセンシャルワーカーなどの保育を必要とする子ど

もたちを円滑に受入れられるよう、次の施策を講じていただきたく、ご提案いたしま

す。 

【提案事項 １】 

 保育士等に感染者や濃厚接触者が出た場合でも、業務に支障をきたさないよう、

代替職員雇用制度の充実を図っていただきたく提案いたします。 

 また、待機児童対策の一翼を担っている自治体認定の認可外保育施設について

も、少なくとも新型コロナ感染症が終息するまでの間、代替職員雇用費を助成いただ

きたく提案いたします。 

【提案理由】 

 保育士等従事職員が感染者や濃厚接触者となった場合は、一定期間、自宅待機

や入院の措置が取られることになりますが、その間、代替職員の雇用ができなけ

れば、受入人数を縮小せざるを得まず、エッセンシャルワーカーなどの子どもた

ちの受入れにも支障が生じます。 

 また、自治体認定の認可外保育施設においても、エッセンシャルワーカーの子

どもを多数保育しておりますが、自治体が定めた基準をかろうじて満たす保育

士配置数で運営している状況にあります。 

 このような状況の中で、保育士が感染者や濃厚接触者となった場合は、直ちに

受入れ人数を縮小、停止せざるを得ません。待機児童が多い都市部では、エッセ

ンシャルワーカーの子どもたちの次の受入れ先の確保も困難であり、これらの

方々の業務にも支障をきたす恐れがあります。 

 この事態を未然に防ぐために、代替職員雇用費助成制度の創設が必要です。 



13 
 

【提案事項 ２】 

 新型コロナ感染症が蔓延した場合、その状況や地域によっては、エッセンシャルワ

ーカーの子どもの保育を優先し、その他の方々には登園自粛をお願いせざるを得な

い状況になると思われます。 

 このような事態に陥ったときに、市区町村や保育所が混乱をきたさないよう、国とし

て明確な対応方針をお示しされるよう提案いたします。 

【提案理由】 

 第１波の際には、未経験ということもあって、自治体によって対応がまちまち

となり、保育所（施設）も混乱し、保護者からの苦情も多数いただいたところで

す。この経験を踏まえ、対応方針を事前に示すことにより、市区町村や保育所が、

混乱を未然に防ぎ、円滑に業務を遂行して行く必要があります。 
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