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令和４年２月１日 
第 60 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．保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業について               
 本年 2 月より、処遇改善臨時特例事業を実施していただき、大変ありがたく感謝申し上げ
る。令和 4 年度の人事院勧告を経ても、継続実施していただけるようお願い申し上げる。 
 今回の特例事業実施により、3 つの処遇改善を実施していただいていることとなるが、申
請書や実績報告書の提出などが処遇改善ごとに提出することとなっており、事務負担がさら
に増加している状況となっている。支給要件が異なるため、各々で行わなければならないこ
とは認識しているが、できる限り申請事務の簡素化を図っていただきたい。 
 
２．こども家庭庁創設について                          
 こどもに関する取り組み・政策を社会のまんなかに据えるための新たな司令塔として創設
される「子ども家庭庁」に大きな期待を抱くとともに、すべての子どもの最善の利益である、
誰一人ぬけ落ちることなく、切れ目のない包括的な支援が行われることを切に願っています。
また、「こどもの最善の利益」の中には「質の高い幼児教育・保育を享受する権利」も含ま
れており、乳幼児期の教育・保育が小学校教育と、学びの連続性において連携を強化し、ま
た、保育者の質を高めるための研修等もより深くなることを願います。 
 
３．各園における利用定員変更手続きについて                     
 昨今の少子化による園児の不足により、園によっては定員に達することができず、利用定
員の引き下げを余儀なくされている。しかし、一部自治体において、明らかに定員を下回っ
ている状況であり、定員に達する見込みがないにも関わらず、利用定員の引き下げを認めな
い指導をしている自治体がある。公定価格が園児数×単価である以上、利用定員数に近づく
ことで通常の経営が成り立つ仕組みとなっており、利用定員が引き下げられないということ
は単価が低いままとなり、直接的に経営に大きな打撃を与えることとなる。自治体がなぜそ
のように対応するかの理由を確認いただくともに実態に即した指導が行われるようお願い
したい。 

以上 
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2022 年 2 月 1 日 

子ども・子育て会議（第 60 回） 意見 

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 
認定 NPO 法人びーのびーの 

奥山千鶴子 

１．一体的相談支援に関する市町村等のマネジメントの強化について（資料１，２） 
 令和 3 年度の補正予算における、「母子保健と児童福祉の一体的提供に向けた支援」にも示された通り、子育
て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点を再編して一体的に相談支援を行う機関を整備するとさ
れていますが、利用者支援事業基本型（保護者に身近な場所での相談・地域連携）や「かかりつけ」の相談機関
として期待されている身近な相談支援及び支援のコーディネート体制については、利用者の立場にたった体制づ
くりが求められます。 
 資料２の市町村等におけるマネジメントの強化においては、利用者支援事業の母子保健型（子育て世代包括支
援センター配置）と基本型（約半数が地域子育て支援拠点に配置）も含めた整理が必要です。また、一体的相談
を行う機能を有する機関については、地域の事業に応じて、業務の一部をかかりつけの相談機関等に委託可とな
っておりますので、地域のこれまでの体制や取組を活かした運用をお願いしたいと思っています。 

具体的には、利用者支援専門員（基本型）は、「子育て家庭に身近な場所において、子どもや保護者の相談に応
じ、必要な情報及び助言を行うとともに、関係機関との調整、便宜の提供を総合的に行う事業」となっており、
子育て家庭の選択に基づきサービスや事業を円滑に利用できるよう支援するコーディネート業務です。個別支援
及び地域連携として支援先のコーディネートを行っており、母子保健型との連携も深まっています。以下、実施
状況を参照ください。 

実施か所数：基本型 888 か所  特定型 394 か所  母子保健型 1,582 か所（令和 2 年度） 
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利用者支援事業の実施状況 【実施場所別】 （令和 2 年度） (厚生労働省資料）
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また、普段から通い慣れた場所において、相談支援が行われることの機能については、以下のように整理され
ています。継続的な見守り（モニタリング）機能含め相談につながった家庭を包括的に支援しています。 

〇利用者支援専門員は、「身近な相談相手」であるとともに、「深い悩みを引き出す相談相手」や「詳細な情報の
提供者」としての役割を有している。また、他の社会資源や当該地域子育て支援拠点へのつなぎを行い、必要に
応じて同行や付き添いを行い、「社会資源への仲介者」としての役割を果たしている。 
〇地域子育て支援拠点に利用者支援専門員が配置されることで、利用者は日常の場（地域子育て支援拠点）と、
利用者支援事業という悩みを話し解消できる場を「往還すること」を可能とし、拠点のもつ「寄り添い型支援」
を強化されると考えられる。 

２．こども家庭庁について 
すでに丸 2 年、新型コロナウイルスの感染拡大により、妊娠・出産・子育てに大きな影響が広がっています。 

こども家庭庁に関しては、組織の再編集約にとどまらない、将来を見据えた大きな制度改革に期待したいと思っ
ています。特定の人だけがサービスや給付を受ける現在の体制には限界が来ていると思います。出産費用の負担、
出産前後の所得補償、就園前の子育て家庭への支援が十分でないこと、子育て中に時短勤務が難しいために発生
する長時間保育、保育所や放課後児童クラブの待機児童問題、不登校等の子どもたちの学習機会の喪失など。こ
ども家庭庁の所掌の範囲等が示されましたが、こどもをまんなかに、少子化対策、家族政策、労働政策等も含め
た総合的な設計としていただきたいと思います。 

そして、なによりも大きな変革に伴う費用算出と社会全体の費用負担のあり方を検討したうえで財源を確保す
るなど、将来展望をしっかり打ち出していただきたいと考えます。 

令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 

「地域子育て支援拠点事業及び利用者支援事業（基本型）における利用者の個別ニーズの把握・相談対応状況に関する調査研究」よ

り 
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2022年2月1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

◎子どもの預かり人数に応じた職員配置を認める通知を出して下さい◎子どもの預かり人数に応じた職員配置を認める通知を出して下さい

● 東京都23区のある自治体では、預かり人数が利用定員に満たない場合でも利用定員

に応じた職員配置を求められています。

次月以降に園児が入園する可能性に備えて、常に利用定員に応じた職員を予め配置

しておくことを要求されています。

● 事業者としては、子どもの預かり人数に応じた職員配置は守ります。

しかしながら、次月に備えるために、お預かりしていない子ども人数に対し、職員

を配置するのは、ポスト待機児童時代で入所率が減っている中、事業者負担が増し

経営を圧迫していきます。

● 一方で23区の他の自治体では、子どもの預かり人数に応じた職員配置を認めていま

す。自治体によって、対応にばらつきが生じてしまっています。

● 厚生労働省保育課に問い合わせをしたところ、国では保育所の施設運営基準上、利

用定員ではなく、預かり人数に応じた職員配置を求める解釈をしているということ

でした。 

● 自治体に向けて、子どもの預かり人数に応じた職員配置を認める通知を出して下さ

い。

◎東京都の「保育園で学童の預かりができる」制度を国レベルでも創っ

てください

● 東京都の2022年度予算が1月28日に発表となりました。
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小１の壁を突破するために、空きスペースのある認証保育所において、学齢児を預

かれるようにしよう、というものです 

今後、待機児童がなくなり、保育園の充足率が下がり続けていきます。令和3年にお

いて、全体でも90％に下がり、地域型保育事業の充足率に至っては８割を切ってし

まっています。 

こうした状況の中、保育園の空き定員を活用するための多機能化は必須と言えるで

しょう。 

東京都の保育園内学童保育の試みを、国レベルでもできるようにしてください。 
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◎「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の2022年4月以降の

賃金改善要件を緩和して下さい

「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」において、2022年4月以降の賃金改

善については、勤務当月に支払う賃金での改善が求められています。 

しかし、従業員への賃金支払を勤務実績に基づき翌月払いとしている多くの法人に

おいては、4月の賃金支払は3月の勤務実績に基づいて支払われます。 

2022年4月賃金支払分（3月の勤務実績分）の改善を行うためには、2021年度内で給

与改定等の変更が必要となり、事務手続きが非常に煩雑になります。 

2022年4月以降に関しては、対象月に賃金改善をしていれば、支払いタイミングが勤

務当月でなくても賃金改善として認める緩和措置をFAQで出してください。 

  （例）・4月勤務の賃金改善分を5月に支払った場合も、4月の賃金改善として認める 

※翌年3月勤務の賃金は4月に払うが、当期中の人件費に計上する

◎デジタルソーシャルワークを国の制度にして下さい

現在の日本の福祉では、行政の窓口申請など、特定の場所まで行かないと支援を受

けられないことが多く、支援を受けることができるようになるまでに数多くの物理

的・心理的なハードルが存在しています。 

実際、私達が2017年に文京区で開始し、現在は28都道府県60団体以上で導入が進ん

でいる、食品のお届けをきっかけに安心できるつながりをつくって様々な支援につ

ないでいく「こども宅食」の利用者の８割が行政や地域の支援とつながっていない

という調査結果があります。 
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また、高齢化・過疎化が進む地域では、子育て支援にかけられる予算自体が減り、

自治体・民間の支援機関の人材不足も深刻です。たとえば、78%の自治体で児相の職

員が基準人数に達してないそうです。 

このような課題を解決するため、デジタルをフル活用して地域を超えた支援を届け

る「デジタルソーシャルワーク」を私たちは提案しています。 

予防的なアプローチをプッシュ型、アウトリーチ型で行うことで、申請主義・窓口

型で地域や領域による縦割りが進んでいる既存の福祉を補完するものになりうると

考えています。 

「デジタルソーシャルワーク」とは、食品配送等の支援を届けながら、オンライン

で継続的に声かけ、ゆるやかに雑談・相談を受け、情報提供・支援へつなぐ活動で

す。利用ハードルの低い支援をデジタルで提供し、より多くの家庭とつながってい
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くことで、貧困や虐待等で困難を抱えている家庭を早期に発見し、必要な支援につ

なぐことを目指しています。 

私たち認定NPO法人フローレンスでは、昨年の８月に神戸市と連携して「おやこより

そいチャット」というサービスを開始しています。神戸市さんの協力で、ひとり親

や生活に困窮する家庭など、幅広く周知いただき、約4000家庭が現在、LINEでつな

がっています。 

このLINEでは、神戸市の地域団体であるBE KOBEみらいプロジェクトさんが実施する

「神戸こども宅食」の利用申込みができるほか、地域の子ども食堂・フードパント

リーの情報、学習支援に関する情報など、ご家庭のニーズの高い情報をプッシュ型

でお知らせしています。開始からまだ半年ですが、すでに月間平均で200名から500

件ほどの相談があります。

相談内容は、地域・行政サービス制度利用に関すること、教育に関すること、生活

やお金に関することなど幅広いです。 
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利用者はLINE登録後は、自動的にプッシュ型で情報を受け取り、気になったことに

気軽に質問したり・雑談・相談ができるようになります。そこから、自然な流れで

支援の情報提供を個別に行います。チャットボット型の一問一答では解決できない

ような、モヤモヤによりそい、より複雑な課題にも、自然な流れで、人としていっ

しょに考える。孤立している・孤独感を感じているご家庭に、まずは、少しでも頼

れる相手として認識してもらえることを目指しています。 

現在、この仕組みを支える相談員（デジタルソーシャルワーカー）は、社会福祉士

などの資格をもった方に、全国からフルリモートで参画してもらっています。デジ

タルを活用すれば、子育てや介護で制約のある、専門職の方にもっと力を発揮いた

だくことができ、地方の専門人材不足を補完してもらえる可能性を感じています。
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課題は、このような地域を越えた仕組みを支える国レベルの補助・制度がないこと

です。私達を始め、類似の全国規模で展開している民間団体の多くが、寄付を中心

とした自主財源での運営を行っており、安定した財源がない状態です。しかし、コ

ロナ禍以降、デジタルソーシャルワークに対するニーズはますます増えており、

日々、多くの家庭からの相談に対応しています。全国規模の仕組みを民間団体の自

助努力だけでカバーするには限界があります。地域では解決が難しい、地域を越え

た仕組みを支える国レベルの補助・制度の実現をお願いします。

◎認可外保育施設も、多子世帯の保育料負担軽減の対象施設に含めて下

さい

多子世帯への金銭的な負担軽減の推進制度である子ども・子育て支援法施行令の第

十三条「複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特

例」の負担額算定基準の子どもの対象施設は以下と示されており、認可外保育施設

は対象外となっています。 

複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例【抜粋】 
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  一方で、同じく保護者の負担軽減を図る「幼児教育・保育の無償化」の対象施設

としては、認可外保育施設も含まれており、3-5歳児クラスは「月額3.7万円まで無

償」とされています。 

認可外保育施設が、「幼児教育・保育の無償化」対象になっているにも関わらず、

多子世帯の保育料負担軽減の対象施設に含まれないのは、保護者の負担軽減を図る

制度として一貫性がありません。 

香川県高松市では、地域型保育施設と接続している認可外保育施設があり、3歳以降

も認可外保育施設に預けたいと希望する保護者もいますが、第2子を認可保育施設に

預ける場合、多子世帯の保育料減免対象外となるため、入所に躊躇する事例もあり

ました。 

ついては、子ども・子育て支援法施行令の第十三条「複数の負担額算定基準子ども

がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例」の対象施設に認可外保育施設を加

え、第2子以降の保育料減免の対象としてください。 
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第 60 回子ども・子育て会議 意見書 

全日本私立幼稚園 PTA 連合会 

副会長 月本 喜久 

この度、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント」が示され

ました。 

常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもの視点で、こどもを取り巻くあら

ゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健や

かな成長を社会全体で後押しするという考えは素晴らしく、保護者の立場から誠に

安心できる政策理念だと感じております。 

子どもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案が「いの一番」に位置付け

られ、経済対策としての就労支援から、子どもの意見や年齢や発達段階に応じて政

策に反映される点も大いに賛成です。 

また、家庭が基盤。親の成長を支援することがこどものより良い成長につながる

という考えで、子育て当事者の意見を政策に反映されるということで、今回、初め

て私が堂々と意見を言えるポジションが与えられたように感じます。 

さて、妊娠前から、妊娠・出産、新生児期、乳幼児期、学童期等々の一連の成長

過程において、良質かつ適切な保健、医療、療育、福祉、教育を提供し、安全で安

心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや体験ができ、幸せな状態

（Well-being）で成長できるよう、家庭、学校、職域、地域等が一体的に取り組む

とあります。 

社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会報告書にも、市区町村等における

マネジメントの強化の中で、子育て世帯の「かかりつけ」の相談機関として保育

所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点事業、を通して、悩み等の受け止

め、情報提供、訪問を実施一体的相談機関につなぎ、そこから、保育所の保育・一

時預かりや、幼稚園の子育て支援等につなぐことが示されています。 

困難を抱える家庭や子どもに対しては、手厚い援助が必要です。DV 等、一旦親

母子が離れた方が良い場合もあります。 
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一方、そうした深刻な事態に至る手前の保護者が、なぜ相談機関や一時預かり事

業等を利用するかと言えば、保護者どうしのつながりを感じられるからではないで

しょうか。 

「子育て支援」と言った時には、子どもを預かることにとどまるべきではありませ

ん。 

特にコロナ禍で、公園や支援センター等で。保護者同志が繋がることが特に難し

くなって、孤立した子育てで幸せな状態（Well-being）からは程遠い状況で鬱々と

しているのが実態です。 

資料６の参考２に掛かれているポンチ絵を見ると『子どもの居場所つくり』には

強く配慮されておりそれは素晴らしいと思います。私が強く訴えたいのは、産後か

ら就園に至るまでの期間の『親の居場所づくり』です。未就園の親子の中には、自

分の行かせたい施設があるのでそれまでを待っている人もいます。 

それは、意中の保育所であり、認定こども園であり、幼稚園であります。それぞれ

の施設が様々な子育て支援や園庭開放を行っています。施設によっては、財政的裏

付けの全く無い中でも、地域の子育て当事者のために行っています。 

この度の「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を具体化される際、

是非とも、『親の居場所づくり』に積極的に取り組む施設が増えていくよう、必要

な措置や補助金をお願いします。 

おりしも、くるみん認定制度も拡充され、10 月からは新たな男性育休制度もスタ

ートします。 

初めて子育てに取り組む父親も母親も含めて、子育て当事者が集い、繋がり、家

族すべての Well-being が保障される偏りのない子ども真ん中の政策をお願いしま

す。 
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第 60 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 

◆地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会のとりまとめについて

地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会は、待機児童が減少し保育所と保育士の在り方

を検討する「ポスト待機児童時代」の課題といえますが、これは市町村に存在する幼稚園も同様のことが

言えます。 

また地域のインフラを有効に活用することが市民目線で見ても有効性を高く感じます。 

認可された幼稚園として高い潜在能力をもつ幼稚園の施設と人材を生かすために保育所・保育士だけに

留まらない視野で施策づくりを是非進めていただきたいのですが、幼稚園や認定こども園も含まれた検

討となっているかご説明ください。 

◆キャリアアップ研修について

今までにキャリアアップ研修が保育所・認定こども園・幼稚園で統一したものにしていただくよう要

望をさせていただいておりますが、現時点では統一されていません。 

この現状は保育教諭等が転職や法人内異動により、研修修了要件を満たさないケースが生じえます。 

研修要件が統一されていないと、転職や異動のしかたによって保育教諭等に不利益が生じますし、その

ことを知らない保育教諭等も多く存在します。 

早急に研修要件の統一を進めていただきますようお願いいたします。 

すでに研修時間を積み上げている保育教諭等も多く存在することから、認定こども園・幼稚園のキャリ

アアップ研修方式で統一してください。

そうでなければキャリアアップ研修の実績が有効とならないケースも生じますので、よろしくお願い

いたします。 

◆一時預かり保育幼稚園型Ⅰの事務加算について

現在事務加算について小規模事業などとの連携が必要ですが、実施施設では事務員が必要であるにも

かかわらず、認可施設数に対して小規模など施設が少ない実態が多くみられるため、事務加算を必要と

する施設が要件を満たせない実態があります。 

この要件を廃止もしくは緩和していただきますようお願いいたします。 
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2022 年 2 月 1 日 

内閣府 子ども・子育て会議 

会長 秋田 喜代美 様 

子ども・子育て会議委員 村上 陽子 

意 見 書 

 子ども・子育て支援をめぐる課題について、検討すべきと考えられる事項に対し、以下の

とおり意見を申し述べます。 

＜資料１―１ 令和４年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況について＞ 

○子育て支援の量的拡充および質の向上に必要な1兆円超のうち、まだ確保されていない0.3

兆円の財源を早急に確保することを求める。子どもが安心して生活できる環境を整備する

ためにも保育施設などにおける職員の業務負担の軽減は重要であり、１・４・５歳児の職

員配置基準の見直しなどを進めるべきである。

〇保育士や幼稚園教諭などの収入の３％程度の引き上げについて、職員配置基準を上回る配

置を行っている施設で働く職員の収入の引き上げ額が少なくなることがないよう配慮すべ

きである。 

〇成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進として、オンライン相談などの予算を確保

いただいている。感染症の感染拡大などどのような状況下であっても、妊産婦やその家族

が孤立することのないよう取り組みを進めていただきたい。また、通信環境や通信費の負

担の問題がある。その点についても配慮いただきたい。 

〇ヤングケアラーについて、18 歳以上の若者であっても困難を抱えて生活しているケースが

ある。対象を「子ども」として 18 歳未満で区切るのではなく、柔軟に対応いただきたい。 

＜資料３ 児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会報告書について＞ 

○感染症の感染拡大を防止するために書面などによる監査を可能とする考えは理解できるが、

研究会で指摘があった通り書面で得られる情報は極めて限定的あり、施設にいる子どもや

職員の様子など実地でなければ確認が困難なものが多く存在する。施設を利用する保護者

の立場から考えれば、感染症の感染拡大のために保育参観なども実施されず以前より保育

の状況が見えにくくなっている。こうした状況にも関わらず、実地監査も行われないとな

れば安心して子どもを預けることができずに不安を抱えることとなりかねない。

書面や Web 会議サービスによる監査は実地監査の代わりとならないことを認識し、実地

の要件は現行のままとしたうえで、あくまで感染拡大時の例外として扱うべきである。ま

た、子どもの最善の利益を考え、成育環境の質の担保・向上のために全ての施設に対する

監査を徹底することもあわせて求める。 

＜資料６ こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント＞ 

〇「こども家庭庁」については、子どもの最善の利益を第一に考え、「こどもまんなか社会」

の実現にふさわしい名称とすべきである。 
〇地方自治体職員や民間人材の積極登用について、地方自治体ではすでに人手が不足してい

る。自治体や自治体職員の負担を増加させることのないよう配慮が必要である。 

以上 
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令和４年２月１日 

内閣府 

 子ども・子育て会議 御中 

 

第６０回 子ども・子育て会議 

意見書 

 

公益社団法人 全国私立保育連盟 

常務理事 望月昌幸 

 

１．公定価格特定加算部分の要件緩和及び基本加算部分のチーム保育推進加算について 

 現在、各地域で令和４年度の入所調整が行われており、新年度の利用児童数の見込みがある程度把握

できる状態にあります。 

 コロナ禍において入園を希望しない児童が増えたのか、出生率の低下から入所児童数が減少している

のか、人口減少地域で子どもの数が減少したことが原因なのか、それぞれの地域で要因は違うと推察し

ますが、全国各地域の施設長から「入所児童数が少ない、０歳児の入所が無い」もしくは「乳児３人の

利用を確保する事が難しく加算要件を満たせない事により運営に不安がある」という意見を多数伺って

おります。 

 子ども・子育て会議の中でも、さらには内閣府・厚生労働省との接見の際にも公定価格の特定加算部

分の加算要件の見直しについては、これまで要望してきているところではありますが、現在も改定され

ていない状況ではあります。 

 令和４年度以降の保育事業者の運営を考えた時に、複数の加算要件を満たすことが条件となっている

主任保育士専任加算および施設機能強化推進費加算、また主任保育士専任加算を受ける事が必須となっ

ている療育支援加算の要件を満たすことができず、多くの施設で運営費の前年度比減額が予想されるこ

とになります。 

 これら加算の要件である「乳児が 3人以上利用している」という要件の緩和や、どの施設でも加算を

受けやすい要件の追加をお願いいたします。 

 さらに、基本加算部分のチーム保育推進加算については、保育所だけ「職員の平均経験年数が 12年

以上であること」とされており、他の施設類型とは別の縛りが掛けられています。「なぜ保育所だけ」

と疑問視する声は保育所を運営する施設長から多数あがっています。その理由について明確な説明をお

願いするとともに、平均勤続年数 12年以上の要件緩和をお願いいたします。 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症の対応について 

 現在流行しているオミクロン株による感染は、就学前の乳幼児にまで感染を拡大させている状況下で

あることはご承知のとおり、現場の施設長からはその対応は限界であるとの悲鳴が上がっております。 

 各地域の保健所が機能不全となり、さらには医療機関においての PCR検査及び抗原検査キットの不

足により、濃厚接触者となった園児を抱える保護者は経過観察をせざるを得ない状況下にあります。 
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 事業継続の為の開園か、感染拡大防止の為に閉園すべきなのか、職員の安全も守りつつ、対策を講じ

ていても感染に歯止めがかからない保育現場では限界を感じています。 

 医療や介護と同様、保育事業者のエッセンシャルワーカーとしての位置づけの明確化と、それに伴う

職責に対する社会的な評価、そして新型コロナワクチンの優先接種を各自治体の判断に任せるのではな

く、全国一律に行われるよう早急な対応についてご検討をお願いいたします。 

３．地方版子ども・子育て会議の活性化について 

 地域の抱える課題については、それぞれの産業構造や人口構造などを見据えた上で、将来の社会福祉

を含めた子ども政策を立案し、地方行政に活かしていくものと考えます。その為には行政が地域の子育

て構成員とともに協議・検討を行い、子ども関連の政策を導いていくものと考えておりますが、残念な

がらそのための会議が形骸化に陥っている自治体も多数あるのではないかと感じます。 

令和 2年度及び令和 3年度に行われた、人口減少地域等における保育に関する調査研究事業のアン

ケート結果からもわかるように、自治体の考える人口減少への問題意識と、保育事業者の肌に感じてい

る問題意識との乖離が浮き彫りになり、これでは本来必要な施策が地方政策に反映されることは難しく

感じます。 

 前回の子ども・子育て会議の意見書にも記したとおり、地方版子ども・子育て会議の活性化について

国からの積極的な後押しをお願いいたします。 

以上 
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意見書 

2022 年 2 月 全国病児保育協議会 

常任理事 木野 稔 

病児保育は子どもが病気の時、保護者あるいは保育所に代わって保育する施

設であり、子ども中心の Children First の事業です。その結果、保護者は安

心して就労することが可能になるばかりではなく、社会的活動がより拡大する

制度でもあります。育児に悩む保護者支援の役割があり、虐待防止を視野に入

れた社会のセーフティネットとしての機能を有しています。 

しかし従来から病児保育施設運営は難しく、施設の 70%は赤字経営となって

おります。何回かの事業の改訂が行われているもの事業困難さは必ずしも改善

されていません。2020 年 1 月から流行した COVID-19 の流行により病児保育利

用者は前年度の 20 から 30%まで低下し、利用実績による加算部分が大きく占め

る病児保育交付金は著しく減額される可能性が高まりました。2020 年度は、

2019 年度の利用実績を当てはめる特例が施行され、また令和 3年度 4月からは

基本分の増額と加算分の見直しなど病児保育事業への交付金算定方法の改訂を

行っていただきました。しかし一方では、年間 2,000 人以上を預かる大規模施

設には減額になるなどの課題があります。 

そこで以下の要望事項を厚労省宛に提出しております。 

（1） 病児保育交付金の算定方法の改訂

 病児保育は社会のセーフティネットとしての役割を担っております。その役

割を遅滞なく行うためには、交付金の安定が必要です。年間 2,000 人を超える

大規模施設は地域の中核的機能を有しており、その実績に見合った評価ができ

る制度の導入をお願いします。そのためには病児保育室の定員化とそれに見合 

った交付金の定額化を考慮してください。 

（2）病児保育施設に就労する保育士の待遇改善

病児保育事業では保育所等に適応される多くの優遇策の適応がありません。

特に、病児保育勤務保育士は保育士の待遇改善策の適応外となっています。 

2022 年から保育士に対する優遇策が実施されますがクリニックに併設されてい

る病児保育室勤務の保育士には適応されません。これは病児保育事業が地域子
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育て支援事業の範疇にあるためですが、是非保育所勤務保育士と同じ待遇とし

てください。病児保育勤務保育士は保育士であるとともに小児の看護にも精通

する立場にあります。保育所勤務保育士と同待遇に加えて、病児保育士手当、

病児保育専門士手当等の新設をお願いいたします。 

（3）病児保育事業の対象適応範囲の拡大について

病児保育事業は病気の児童が保護者の疾病や就労により保育できないとき

に利用する事業です。しかし子どもの病的状態は子どもの疾患だけではなく、

保護者の精神的な悩み、子育て不安でも発生します。病児保育の病児の定義は

厚労省が定める病児保育実施要項に定められていません。にもかかわらず、現

在骨折などの外傷、術後の安静時の保育が認められないことがあります。これ

らを含め神経発達症（発達障碍児）など、病児の定義について幅広く規定して

頂きたいと思います。また最近注目されている医療的ケア児の受け入れ機関と

して、医師、看護師、保育士が連携している病児保育施設は最も適した施設と

考えます。今後は子どもを取り巻く病的な状態・環境すべてを適応範囲と考え

ています。病児保育は子どもの貧困、災害、あるいは戦争時にも社会のセーフ

ティネットとしてなくてはならない事業となりえます。

以上の観点から病児保育の対象として従来の子どもの身体の病気に追加し

て、発達障碍児、保護者の不安、精神的身体的疾病、医療的ケア児、災害等で

の利用に拡大して頂きたい。病児保育ではこれらを総称してゆとり保育という

概念を提案しています。 
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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 

保育士・幼稚園教諭に対する 3％程度の処遇改善について 

 新型コロナウイルスが猛威を振るい、その中で奮闘しているエッセンシャルワーカー(保育士・幼稚園
教諭等)への処遇改善政策を導入していただき、感謝申し上げます。 

今般の報道におきまして、『「保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員」を対象に、「収入を３％程
度（月額 9000 円）引き上げるための措置」を行う』という『「処遇改善Ⅱとして保育士・幼稚園教諭へ
４万円支給」との報道』と同じように改善額のみが一人歩きをしました。実際の処遇改善Ⅱでは「副主任」
「専門リーダー」「職務分野別リーダー」などの役職や、その同じ役職でも支給額は各園で異なっており
ます。 

今回も同様に現場では、職員が 9000 円の賃金引き上げを期待しているものの、算定額の根拠となる 
職員数を超えて職員を多く配置している園に置きましては、必ずしも職員全員が、3％改善とならない 
ケースがあります。

例えば公定価格で定められている職員数が 8 名であっても、より手厚い保育のために 10 名の職員を配
置した場合、実際に 9,000 円×8 名＝72,000 円、これを 10 人に支給した場合一人当たり 7,200 円となり
ます。 

施設により現状が異なるため今後、事業周知の際には、特段のご配慮をお願いします。 
また、申請書類等については、事務負担軽減のため簡素化の検討をお願いいたします。 

児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査のありかたについて 

 都道府県は１年に１回以上、事業者が『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』に従い運営を 
行っているかどうか実地による監査を実施しているところですが、新型コロナウイルス感染症並びに 
他の感染症が流行している状況下においては、書面監査やリモートによる監査も実施をしていただくと
共に、保育の質の担保に為に、リモートや実地、書面等を組み合わせたハイブリットな監査方法の確立
をお願いします。 

また、業務負担軽減の為、ＩＣＴ化により、紙媒体の削減が推進されております。監査時においても
書類の取り扱いについては、電磁データの積極的な活用など、デジタル化が可能なものについてはご対
応いただきたくお願いします。 
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子ども・子育て会議 様 

保育士宿舎借り上げ支援事業の継続実施等に関する意見書 

一般社団法人 日本こども育成協議会 

  副会長 中正 雄一 

 昨年１２月、令和５年度の早期に「こども家庭庁」が創設されることが閣議決定さ

れたところです。子どもに関する制度政策が一元的に実施されることとなり、一層効

果的、効率的な推進が期待されるところです。当協議会といたしましても、大いに期

待いたしております。 

 同じく昨年１２月、「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取り

まとめ」が発表され、その中で（概要版）、政策の方向性として、「保育を必要とする

家庭への保育を確実かつ質を伴う形で提供する体制を前提としつつ、（中略）多様な保

育・子育て支援ニーズを地域全体で受け止める環境整備を行う」としております。 

当協議会も、同様の観点から、次の施策を実施していただきたくご提案いたします。 

【提案事項１ 保育士宿舎借り上げ支援事業の継続実施 】 

  保育士の確保、就労継続を図るため、本事業の継続実施を提案いたします。 

【提案理由】 

１ 本事業の実施目的が達成されていないこと。また、待機児が解消されたとし 

ても、安定した良質の保育サービスを提供していくためには、引き続き、保育 

士の就業継続と職場環境の整備が必要であること。 

  本事業は、待機児解消のため、保育を支える保育士確保は喫緊の課題という

認識の下、「保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境

を整備することを目的」に実施しているが、令和３年１０月時点の保育士有効

求人倍率が全職種 1.16 倍であるのに対し、2.26 倍と高止まりしています。「地

域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取りまとめ」における

「（４）保育士の確保・資質向上等」でも指摘しているように、給料が安い、

仕事量が多いなどの理由により必ずしも定着率が高いとは言えず、引き続き、

改善への取組が求められます。 

２ 事業廃止による影響が甚大であること。 

  本年度（令和３年度）の採用者で本事業の対象となっている保育士は、１０

年間の家賃補助（社宅）があることを前提に就職したものであり、これを途中

で一方的に変更することは、入居者にとっては生活の維持に直接影響する問

題となることから、法的争いにも発展しかねないおそれがあります。 

また、今後１０年間にわたり全ての家賃を事業者が負担することは不可能

です。 
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【提案事項２ 処遇改善臨時特例交付金相当額の認可外保育施設への補助 】 

   認可外保育施設である企業主導型保育施設が認可保育所と同種の措置が取ら

れることとされたことに鑑み、その他の認可外保育施設についても、処遇改善臨時

特例給付金相当額を補助されるよう提案いたします。 

【提案理由】 

１ 認可外保育施設も保育の一翼を担っていること 

 認可外保育施設は、独自の保育サービスを提供し、認可保育所では困難な地

域の様々な子育てニーズに柔軟に対応しています。 

  このような対応をすることで地域、利用者の支持を得て存在しており、単に

待機児童対策として認可保育所を代替するためだけの施設ではなく、保育の

一形態であり、子育て支援に係る社会インフラとしてとらえる必要がありま

す。このことは、自治体から特定教育・保育施設と同様の保育サービスを提供

する施設と認められ、保育の必要量の認定を受けた子どもを保育しているこ

とからも明らかです。 

２ 社会インフラととらえ、援助、指導により子育て支援に活用すべきこと 

  認可外保育施設で働く職員は、認可保育所と比較して給料は低く、仕事量も

多い労働環境にあり、これらを改善することにより、社会インフラとしての整

備が一層進み、地域の子育て支援にも今以上に貢献できます。 

  同様の保育サービスを提供している企業主導型保育施設が、認可保育所と

同種の交付金が交付されるのに対し、その他の認可外保育施設が対象外とさ

れることは、不公平感を生み、就労意欲を削ぎかねず、ひいては離職の要因と

もなり得ます。そうなれば、子育て支援の貴重な社会インフラを失うことにも

なりかねません。 
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【提案事項３ 認可外保育施設入所児童に対する保育料無償化措置の継続 】 

  保育の質を担保するための支援を行いつつ、５年の猶予期間終了後も、認可保

育所と同様に、無償化措置を継続されるよう提案いたします。 

【提案理由】 

１ 認可外保育施設が無償化の対象とされた事由 

  幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討

会報告書（平成３０年５月３１日とりまとめ）において、「園の保育方針に共

感して今の認可外保育施設を利用している」「夜間保育を必要としているた

め、認可外保育施設を利用せざるを得ない」などのヒアリング結果が報告され

ております。 

  これらは、様々な保育ニーズがあることの一端を示すものであり、認可保育

所だけでは、これらの保育ニーズに対応しきれていないことを示しているこ

とに他なりません。 

  また、「認可施設の利用者との公平性の観点から、認可外保育サービスの利

用者についても、無償化の対象とすることか適当であると判断される」とし、

認可外保育施設も、５年間という限定期間ではあるが、無償化の対象とされた

経緯もあります。 

２ 無償化措置を廃止した場合の影響 

  認可外保育施設に係る保育料無償化を廃止した場合は、一定程度の利用者

は、認可保育所等に移ると思われます。 

しかし、現時点では、認可保育所が多様な保育ニーズに応えきれていないた

め、保育料を負担してでも認可外保育施設にとどまることを選択する利用者

も多数出現すると思われます。 

また、認可保育所等とは異なる独自の保育サービスを提供し、利用者から支

持を得て運営されてきた認可外保育施設は、利用者数の減少により、経営が困

難になる施設も少なからず出現することが予測されます。 

このような状況は、利用者負担の公平性を阻害するばかりでなく、保育に係

る貴重な社会インフラを失うことにもなりかねません。 
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