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2022 年 10 月４日  

 

子ども・子育て会議（第 62 回）への意見書 

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．妊娠期からの切れ目ない支援の体制整備について 

 資料１の令和 5 年度こども家庭庁関連予算概算要求（P10）にも書かれておりますが、安心して出産・

育児を行っていくためには、妊娠期から切れ目ない支援の体制整備が必要です。コロナ禍により、里帰り

出産や遠方の親族の手伝いが難しく、むしろ各自治体での支援体制をこの機に見直しする等の体制整備が

必要です。 

①保健分野、福祉分野、子育て支援分野の連携強化 

各地で連携が難しいという声が聞こえてきます。子どもや子育て家庭を中心に行政の部局を越えた連携

が必要です。こども家庭庁の発足により連携促進の司令塔の役割を果たすことを期待します。 

②地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業基本型（子育て Co 等）と子育て世代包括支援センターの母

子保健型（母子 Co）の連携強化 

 妊娠 7～8 か月頃の両親学級の開催、妊娠 8 か月頃の出産前の地域子育て支援拠点での集い、出産前教

室の共催、産前産後の支援サービスの紹介等、連携して切れ目なく実施していくことが必要です。 

③産前産後ヘルパー事業の全国展開 

 産後ケア事業は、利用調整があるために自分が利用対象者かどうかわかりにくい、申請しにくいという

声があります。誰でもが活用できる子育て家庭への産前産後ヘルパー制度の充実が必要と考えます。本事

業については、必要性に鑑み市町村独自事業としている自治体があります。国庫補助としては、多胎児家

庭、養育支援家庭、ヤングケアラーへの家事支援訪問等がありますが、妊娠期から家事・育児支援を実施

できる産前産後ヘルパーは、家庭に初めてアウトリーチできる貴重な事業でもあり、国の支援が必要だと

思います。私どもも横浜市にて事業者登録をして活動していますが、小学生がいる 30～40 代の女性が 2

時間という単位で活動するために働きやすいということでヘルパーの担い手となっています。 

 

２．年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援 

この文言の通り、年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援に期待しています。資料の 9 ページ

のイメージ図について、乳幼児期の支援にファミリー・サポート・センター事業が掲載されていますが、

概ね学齢期までを対象としながらも、小学校 6 年生までという自治体が多いと思います。また、13 事業の

ひとつである利用者支援事業も妊娠期から学齢期（18 歳まで）までが対象となっておりますので、年齢区

分については記載の工夫をお願いいたします。 

こども家庭庁の主要事項の第 4 である「成育環境にかかわらずだれ一人取り残すことなく健やかな成長

を保障する」施策のひとつとして、新規事業として「未就園児家庭への伴走型支援」が記載されています。

就園前の支援について 20 年以上取り組んできた地域子育て支援拠点は、全国に 7800 か所以上あり、この

分野の開拓者であります。また 2015 年の新制度発足とともに事業化された利用者支援事業は、子育て家

庭が教育・保育施設や子育て支援事業等を円滑に活用できるよう、地域支援の開拓・育成も含めた地域連

携・連絡調整を行う事業であり、「未就園児家庭への伴走型支援」に取り組んできた経緯があります。 



参考までに認定 NPO 法人びーのびーのが取り組んでいる地域子育て支援拠点の相談と、利用者支援事

業の相談概要を紹介します。 

 

①地域子育て支援拠点どろっぷサテライト（令和 3 年度実績） 

 地域子育て支援拠点内の年間相談件数（年間 244 日開設） 

 ・個別相談（個室等）     384 件 

 ・ひろば内でのフロアー相談 4,995 件 

  ・オンライン相談        3 件 合計 5,383 件 

 

②地域子育て支援拠点どろっぷサテライト（令和 3 年度実績） 

 利用者支援事業の年間相談件数 

 ・電話相談  148 件  ・面接相談  305 件 

 ・出張相談   68 件  ・その他    35 件 合計 556 件 

＊利用者支援事業は、出張相談が可能 

 

利用者支援事業の対象者年齢 

 ・プレママ・パパ ８％ ・0～2 歳児  71％ 

 ・3～5 歳児    16％ ・小学生    3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容 

１．親自身       44％ 

２．子どもの生活    17％ 

３．子どもの発育・発達  9％ 

４．地域情報       8％ 

４．就園・就学      8％ 

 

個別相談

7%

ひろばでの

相談

93%

オンライン

相談

0%

地域子育て支援拠点内の相談

プレママ・パパ

8%

０歳児

26%

1歳児

20%

2歳児

25%

3歳児

11%

4歳児

3%

5歳～未就学児

2%

小学生

3% その他

2%

利用者支援事業（基本型）対象者年齢

電話相談

27%

面接相談

55%

出張相談

12%

その他

6%

利用者支援事業（基本型）相談方法

子どもの健康

3%

子どもの生活

17%
子どもの発育・発達

9%

子どものしつけ

3%

地域情報

8%

親自身

44%

親の仕事

3%

子どもと家庭

2%

就園・就学

8% 制度・サービス

2%

親の介護

その他の介護

経済問題

1% その他

利用者支援事業（基本型）相談内容



1 

 

2022年10月4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 

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 会長 

医療法人社団ペルル 理事長 

駒崎弘樹 

  

意見書 

 

◎通園バスへの「置き去り防止装置」の導入・運用コストを全額公費負

担にしてください 

  

通園バスへの「置き去り防止装置」の設置を義務化していただき、ありがとうございます。 

しかし、導入・運用にかかる費用が事業者負担となる場合、園運営を圧迫し、導入が遅れる

恐れがあります。 

通園バス置き去り事故の再発を防ぐため、以下の3点を要望いたします。 

 

1.「置き去り防止装置」導入・運用にかかるコストを全額公費負担としてください 

 国として、安全管理のために有効と考える装置を決め、その装置の導入及び運用にか

かるコストを全額公費負担していただきたいです。また、１施設あたりではなく、バス

１台あたりで計算した補助額にしていただきたいです。全額公費負担がなければ、ただ

でさえ経済的に厳しい園運営を圧迫することになり、導入が進みません。 

 

2.現状非常に支援の薄い通園バス運行への公的支援を強化してください 

 そもそも、通園バスの運行は園にとっては大きな負担であるにも関わらず、公的支援

はわずかしかありません。このことが、少ない人数でとり回さなければならず、事故の

リスクを上げてしまう遠因となっています。通園バス運行への公的支援を強化してくだ

さい。 

 

3.障害児用施設も対象にしてください 

 保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部だけではなく、障害児用施設

（障害児通所施設、特別支援学校等）も対象にしてください。自分で判断したり、身動

きをすることが困難な障害児の置き去りも発生しえます。 

 

◎企業主導型保育の障害児加算を充実させてください 
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 しかしながら、ある県に設置された医療的ケア児支援センターによると、相談のほ

とんどは就園に関することであり、保育園の就園は大きな課題となっています。 

 一方、内閣府の「企業主導型保育事業を行う施設における医療的ケアの必要な児童

の預かり実態について」によると 

 医療的ケア児の入所相談を受けたことがあると回答した企業主導型保育施設

のうち、実際に医療的ケア児を「受け入れたことがある」と回答したのは2

0.4%にとどまっています。 

 医療的ケア児の受入れにあたり課題と感じる点として、以下が挙げられてい

ます。 

 「医療的ケア児や医療的ケアについての基礎知識がない」（66.3%） 

 「事故発生時等のリスクへの対応」(60.1%) 

 「医療的ケアへの対応が困難であるため、保育従事者のマンパワーが

不足する」(57.5%) 

 「看護師等の確保が難しい」（56.4%） 

 「受け入れ体制を整備するための資金が不足している」(41.0%) 

 看護師を加配できれば、上記に挙げた課題は改善が期待できます。 

 認可保育所では、保育所が2人以上の看護師を配置する際の補助金が年1058万円とな

っています。 

 企業主導型保育にも同等の補助金の導入をお願いします。 

 また、企業主導型の現行の障害児加算の仕組みでは「障害児2人」に対する職員配置

への加算となっていて、障害児1名をお預かりしている場合は加算認定されません。 

 1名でも加算認定されるように変更をお願いします。 

 

◎居宅訪問型保育事業に「障害児対応加算」を新設してください 
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 現状、居宅訪問型保育事業には障害児対応加算はなく、健常児でも障害児でも対象

者による保育料の違いがありません（施設連携加算として、健常児より障害児の方

が18,090円（217,080円／年）高く支給されます）。 

 

 しかし、障害児保育では、急変が起こるなど安全体制の確保が何よりも重要であ

り、普段からの巡回やアドバイス体制（保育リーダー／巡回訪問費など）、保育と

は異なる看護や療育の専門性（保育アドバイザー／看護アドバイザーなど）、医療

従事者ではない保育スタッフの初期研修（1-2ヶ月間）や継続育成、が必要です。 

 

 また、障害児においては担任交代も容易ではなく、真の意味で保育者と児の「1対1

保育」となる。集団保育同様に複数の保育者が関わり、複数の視点が入ることは障

害児においても大事であることから、担任一人が児二人をみることで、実質担任2人

で一人を見れる複数担任体制に現在移行しています。しかし、複数担任体制を実施

するにあたり、安全の観点で、「担任同士の情報共有や保育方針の議論」の時間が

必要であり、更に人員工数が必要となっています。 

 

 千葉県や神奈川県、狛江市、三鷹市などの事業者や自治体からも「居宅保育事業実

施の相談」が来たものの、財務上事業が成り立たず参入できず断念している状況で

す。フローレンスでは、訪問看護と組み合わせたり、寄付を募ることで、会社とし

て事業を成り立たせています。しかし、居宅保育事業と訪問看護事業のみでは大き

く赤字（約3500万）0F

1の状況であり、撤退検討が必要になっています。 

 

                            
1 内閣府HP 令和元年12月10日 第50回子ども子育て会議配付資料 参考資料２より 
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 全国の医療的ケア児は約1.9万人1F いるとされ、そのうち未就学児は0.52万人いると

推定2F されます。更に医療的ケア児数は医療の発達に伴い年間約750人のペースで増

加3F

4しており、今後も医療的ケア児の保育ニーズも高まっていくと考えられます。 

 

 全国の集団保育園での受け入れも順次進んでいますが、居宅訪問型保育は【集団園

へ入園可能なラインまでの児の成長支援／集団への移行支援機能】も担っています

（事業開始から約6年間で、①96名のお預かり、②現在も32名が利用中、③約半数の

39名を通常の集団保育園に転園させてきた実績があります）。 

 

 2021年9月に施行された「医療的ケア児支援法」においては、医療的ケア児を育てる

家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やかな成長と家族の離職防止を目指すこと

が国や地方自治体の責務となります。障害福祉分野では施行に伴う検討や改定が進

んでいますが、保育分野ではまだまだといえる状況です。 

 

 居宅訪問型保育事業の公定価格の見直しとともに、障害児加算の検討を行い、医療

的ケア児の保育や保護者の就労の道を守ってください。 

 

 

 

◎入院中の医療的ケア児にも居宅訪問型保育事業を提供できるようにし

てください 

 

 医療的ケア児はNICU退院後も、重篤な基礎疾患やそれに起因する合併症のため突発

の入院や、その他治療や評価、親御さんのレスパイトのための計画的入院、などの

ため頻回に再入院を要します。 

 

 居宅訪問型保育を利用している医療的ケア児は、自宅において毎日の保育者との交

流を通して、生活リズムを形成したり、遊びを通じて五感の発達を促進したり、言

語以外の方法によるコミュニケーションを育むなど、児の健やかな心身を育むため

の時間を取ることができます。 

 

 しかし頻回な入院中は、ベッドで過ごす時間が長く、身体が硬直しやすかったり、

遊びの時間がなかなか取れない場合があります。そのため、手先や身体を動かした

り、五感を活用する支援も含まれる保育は入院中のお子さんにとっては重要です。 

 

                            
2 厚生労働省社会・援護局、令和元年10月1日発表資料「医療的ケア児に関する施策について」より 
3 児童に占める未就学児の割合を27.5％とし、年代別ごとの医療的ケア児比率に差がないとした場

合。総務省統計局「人口推計（2018年（平成30年）10月1日現在）結果の要約 参考表1：年齢（5歳

階級）別人口―総人口，日本人人口(各月1日現在)」および「統計トピックスNo.109 我が国のこども

の数 －「こどもの日」にちなんで－ 表２：男女、年齢３歳階級別こどもの数」より 
4 厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）分担研究報告書 平成30年度医療的ケア児

に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究 分担研究課題（1-2）：「医療

的ケア児数の年次推移」図2より 
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 しかし、院内保育士等の支援者が不足しているあるいは配置できていない病院も多

く4F

5、5日～2週間といった短中期的入院をするお子さんは上記のような機会を入院中

に得ることが難しいです。これは病院の支援者も大変心を痛めているところだとよ

く伺います。こういった状況の中で、居宅保育事業の活躍が期待されています。 

 

 
 

 平時に居宅で計画的に保育を提供していても、入院期間に支援が途切れてしまい、

お子さんの継続的な発達・成長支援が出来ないという状況があります。 

 

 その理由は、居宅訪問型保育における「居宅」が「自宅」とのみ現行解釈されてし

まうためです。 

 

 しかし例えば、障害福祉の分野にはなりますが、介護における「居宅サービス」で

は「短期入所療養介護」もそのサービスに含まれます。サービス受給者が生活する

空間のことを「居宅」と指していることがわかります（介護保険法 第8条）。 

 

 継続した保育を提供するために、居宅訪問型保育における「居宅」には、児の自宅

だけではなく、突発や計画的な入院先の病院や、短期入所施設（ショートステイ）

など、児が短中期的に生活する空間等も含む」といった通知をQ&Aなどで出して下さ

い。（実施にあたっては、入院先の病院等と実施可否や方法については十分に協議

することとする） 

 

 特別支援学校の病院内訪問のように、入院中でも居宅訪問型保育の対面あるいはオ

ンライン支援を提供できるようになることで、児の健全な発達を一貫して提供する

ことが可能です。 

 

                            
5 石井悠ほか（2019）.「全国の病棟保育に関する実態と課題 第１報」『小児保健研究』, 78巻, 第5号, 460-4

67 



6 

 


	00_【参考資料３】表紙
	01 奥山委員子ども・子育て会議意見書（第62回）ひろば全協220930
	02 駒崎委員221004子ども・子育て会議_意見書（全国小規模保育協議会_駒崎）

