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2013/12/16 
意見書

恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授

NPO 法人あい・ぽーとステーション代表理事 
大日向雅美

本日（12 月 16 日）の会議に欠席いたしますので、一時預かり事業における保育従

事者の特性について、意見書を提出させていただきます。

この件につきましては、第 8 回子ども・子育て基準検討部会において、奥山千鶴子

委員が出された意見書に基本的に賛同するものです。

私は地域の子育て・家族支援を行う NPO 活動の中で、「理由を問わない」一時預か

り事業を 2003 年から実施しております。一時預かりの利用理由は、保護者の不定期

な仕事・他のきょうだいの学校行事・介護や通院・求職活動や資格取得のための学

び・リフレッシュ等々、さまざまですが、必要に応じて一時預かりを利用すること

で子育てにゆとりが生じ、喜びをもって子どもと向き合えるようになったという利

用者の声と姿に数多く接してきました。こうした一時預かりが全国各地に普及する

ことが、親の子育て困難現象の解消に寄与することは、長年の育児不安・育児スト

レスの調査研究からも明らかです。

新制度において一時預かり事業が拡充されることを期待しております。

しかしながら、一時預かり事業には通常の保育所保育とは異なる難しさがあります。

一時預かりに来る子どもは、年齢も利用時間帯もそれぞれに異なります。それだけ

にとてもきめ細やかな対応が求められます。子どもが安心して、楽しく安全に過ご

せるためには、一人の保育者あたりの子どもの人数を通常の保育所保育よりも、さ

らに少なくすることが一つの方法です。全体を統括する保育士の存在は不可欠です

が、同時に保育補助者の人数を豊かにすることが実質的と考えます。

今回、保育士を「二分の一」とする案が出されていますが、それは一時預かりの実

情にそぐわず、折角、各地の子育てひろば等で徐々に普及し始めている一時預かり

を後退させかねないことが懸念されます。勿論、保育補助者にはきちんとして研修

が必要なことは言うまでもありません。（第４回部会 大日向提出資料 参照）

各地域の実情に合った研修制度の整備拡充を課題とした上で、一時保育従事者の要

件については、「保育士を核として、一定の研修を受けた保育補助者が共に担う」と

していただくことが望ましいと考えます。                以上

1



子ども・子育て会議 御中

2013年12月16日 
意見書

【公定価格について】

・ 子ども・子育て会議では、様々な基準についての議論を重ねてきましたが、その基

準において量の拡大を実行した場合、どの程度のコストになるか、誰も分かってい

ない状態です。これでは、現実的で実効的な水準で基準を策定していくことに、支

障をきたしてしまいます。現状の基準案で、7000億円の予算内で収まっているのか、

あるいは超えてしまっているのか、超えているならどの程度超えているのか、を教

えて下さい。それを踏まえることで、より現実的かつ地に足のついた密度の濃い議

論を行っていけるのではないでしょうか。

・ 保育標準時間を１１時間とすることを支持します。８時間労働に加えて通勤時間を

加味すると、妥当な水準であると考えます。

・ 小規模保育の施設長加算について。定員数10人以上19人以下の場合、施設長1人

分の人件費を認可保育所等と足並みを揃え加算を行い、９人以下の場合は 1 人分の

75％に減算を行うことを提案します。 

・ 小規模保育において、保育士比率の向上に伴って段階的な評価を行っていくことを

支持します。一方、家庭的保育者とはいえ、憲法に謳われている健康で文化的な、

すなわちディーセントな生活ができる処遇を保証する必要も、またあることを検討

の基礎に置いた上で、制度設計をして下さい

・ 地域型保育における障害児の受け入れについて。従来は障害児 2 人で 1 人分の加算

になっていましたが、障害の程度によってはマンツーマンにならざるを得ない場合

があります。よって、障害程度によって、加算額を変える柔軟な設定にして下さい。

マンツーマン障害児保育において懸念される費用ですが、全国の重症心身障害児数

は2万5000人（出典：2008年日本重症児福祉協会）で、障害児家庭の常勤雇用率

は５％（大阪市調査）だとすると、1,250人程度。これに中度以上の障害児が加わる

とはいえ、ある程度の範囲で収まることが想定できます。

・ 居宅訪問型について、保育士が行う場合とそれ以外で評価を変えることは支持しま

せん。というのも、障害児保育の場合、児童指導員や作業療法士、理学療法士、言

語療法士、看護師等、多くの人々が関わります。そこにおいて、保育士でなければ

減算されてしまう、というのは実態と合いません。また、保育士資格を持たないが、

障害児保育施設での実務経験がある者の場合、保育士資格を単に持っている場合よ

りも、知見が深いと言えます。このように、資格によって一律に評価してしまうこ

とには、慎重になるべきです。

以上

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

認定NPO法人フローレンス 代表理事 
駒崎弘樹
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株式会社ワーク・ライフバランス

  小室淑恵

意見書

学童保育について

○保育所の受け入れ拡大等により、学童保育の待機児童が急増しており、量的な拡充が必

要。そのためには、小学校の校舎の有効活用についても積極的に検討すべき。運営におい

て事故などがおきた際に学校の責任が問われることを避けるために、なかなか進まない側

面もあることから、そういった場合の対処についても踏み込んで議論すべき。

○質的にも、体験活動等多様なプログラムの提供延長保育や送迎等、多様なサービスへの

ニーズも大きいが、公的補助の対象となっている従来型の施設では対応できない。保護者

の多様なニーズに対応するため、ＮＰＯなど多様な主体が、公的補助の対象となる標準サ

ービスと利用者負担となる高付加価値なサービスとを組み合わせて提供することも可能と

なる方策も今後、検討するべき。
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２０１３年１２月１６日

子ども・子育て会議・基準検討部会への意見

保育中の「事故発生時の対応」について

（１）施設・事業者の実施義務の明記

保育中の事故が増えており、施設や事業者に対し、運営基準において事故時の

対応を明確にする対応方針（案）を支持します。事故の発生（再発）防止策を

講じ、発生時は関係者へ迅速に報告し記録をとるなど、各施設で取るべき対応

を運営基準に明記し、事実上の実施義務と位置づけることを求めます。

（２）死亡事故の検証スキーム

上記の取り組みを施設・事業者に求めるにしても、子どもの死亡事故はそもそも

起きてはならないことであり、原因究明による再発防止が徹底されるべきです。

現在、死亡事故の報告義務がないため正確な実態把握がなされておらず、原因の

検証や解明もされず、再発防止に生かされていない事態は迅速に改める必要があ

ります。行政の取り組みを検討する際は、①死亡事故の報告を施設・事業者から

受けた自治体は迅速に国に報告を行う②第三者の立場で調査・検証する委員会を

都道府県に設置し、事故時にはすみやかに調査し結果を国へ報告する③国は自治

体から報告された情報を集約し、分析した内容を公表する――という検証スキー

ムの確立を求めます。事故の発生・再発防止には、検証の成果を保育現場にフィ

ードバックして生かす仕組みが欠かせないと考えます。（児童虐待の死亡事例検

証スキームが実態把握に貢献している取り組みを参考に）

（３）国の責任でガイドラインを

国は、通知を行い事故防止の徹底や保育施設における事故の報告を自治体に求め

ていますが、死亡事故の報告漏れが多数判明しており、事故の調査・検証が一部

自治体でしか実施されていないことも明らかになっています。今回の保育制度の

改革では、保育の質を確保する行政責任のあり方が、従来の「事前規制型」から

「事後チェック型」へと転換が求められています。多様な事業主体が参入するな

か、施設・事業者の自主的な取り組みに期待するだけでは足りず、積極的な事故

防止の働きかけが必要です。そのため、国の責任で事故防止のガイドラインをま

とめ、ガイドラインの中で、施設・事業者を指導監督する自治体が保育現場への

抜き打ちの立ち入り調査も行うことを求めることが必要と考えます。

   読売新聞 榊原智子
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子ども・子育て会議（第９回）基準検討部会（第１０回）合同会議提出意見 

平成２５年１２月１６日             
社会福祉法人日本保育協会 

 
１． 保育の必要量の取扱いについて 

特定教育・保育施設における保育短時間認定者に係る日々の保育利用に当たっては、利用量
の上限を月単位又は週単位の総量として捉えるのではなく、１日当たりの利用時間の上限を８
時間とし、各保育所が１１時間の開所時間内の一定の８時間を保育短時間認定者に係る保育時
間帯として定め、当該８時間を超えて利用する場合は、保育標準時間認定の取扱いと同様に延
長保育として取り扱うものと考えて差し支えないか。 

 
２． 公定価格について 

（１） 基本的考え方 
・給付額の算定に当たっては、積み上げ方式、包括方式及び両者の組み合わせの三つの例示
が示されているが、給付費モデル（保育の質の水準）と実態との比較や新たな課題などに対
応し易い「積み上げ方式」が適当と考える。 
 

 （２）基本構造に関わるもの 
保育の基本となる保育所保育指針が平成２０年に大幅に見直され、新たに児童福祉施設最

低基準（厚生労働省令）に基づく厚生労働大臣告示による保育所保育指針（以下「新保育所
保育指針」という。）として制定され、保育所の社会的役割、保育の計画及び評価、保護者
に対する支援、職員の資質向上（施設長の責務等）等について新たな規定や保育の質の向上
を図るための改正が行われたところである。しかし、当該指針を実現させるための保育所運
営費等の見直しについては、保育制度改革の議論とともに先送りされたままになっており、
公定価格の設定においてこれらの経緯を踏まえた対応が必要である。 
① 職員配置について 
・３歳児を中心とした職員配置の改善が優先課題である。 

また、保育所における３歳以上児の保育については、保育所保育指針において幼稚園教
育要領に準ずる教育を行うこととされており、特定教育・保育施設における施設類型間の
教育・保育の質に格差が生じないように基本額を算定すべきである。 

 
・１歳児の職員配置基準の改善を図るべきである。 

 
・保育所長の資格基準の制定と職責に応じた処遇改善が必要である。 

保育所長については、新保育所保育指針において、「保育所の役割」や「施設長の責務」
が規定され、保育所長の職責の重要性が高まっているが、保育所運営費においては、従前
からの設置・未設置別の単価設定のままとなっている。近年、保育所の役割や保育所長の
責任が増大していることを踏まえ、保育所長の資格要件を定めることと併せて常勤専従の
所長の設置を義務付け、その職責に応じた処遇について経営実態調査の結果等を勘案して
改善する必要がある。 

 
・保育所の主任保育士の資格化と定数外での専任の配置が必要である。 

保育所の主任保育士については、実体として重要な役割を果たしているにもかかわらず
制度的位置づけが明確にされておらず、給与の格付けにおいて一般保育士と差が設けられ
ているのみである。従って、保育所における主任保育士の役割と業務内容を明確にした上
で、基本額において定数とは別に専任で算定するとともに職責に応じた処遇の改善が必要
である。 

 
・低年齢児の入所の増加やアレルギー、感染症、体調不良児、食育などに対応するために
保育士に加え、多様な専門性を有する看護師、栄養士の配置が必要である。 

 
② 処遇改善、経験年数等に応じた公定価格上の評価、キャリアアップについて 

・現在の保育士の給与は、全産業の平均給与と比較して著しく低いことが明らかになって
おり、人材確保と職場への定着のために保育士の処遇改善が急務である。保育士について
は、民間の他の職種に比べ、平均勤続年数が短く、かつ、勤続年数が長くなるほど給与格
差が拡大している実態にあり、保育士のキャリアアップの仕組みの構築とキャリアに応じ
た処遇が可能な公定価格の設定が必要である。 
また、現行の保育所においては平成２４年度補正予算において処遇改善交付金が創設さ
れ、従来からの民改費と併せて職員の平均勤続年数１０年以上までを上限とする加算額が
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支給される仕組みに改善されたが、保育所以外の児童福祉施設における民改費は「１４年
以上」の区分を上限とする民改費が設定されており、当面の措置としてこれらの例を参考
とした改善が必要である。 

 
③ 教育・保育の提供等に係る事項について 
・給食費の取扱いについて 

保育所における３歳以上児の主食は、各家庭から持参すること前提とした単価設定とな
っているが、社会の変化に対応し主食も含めた公定価格にすることが適当である。 

 
・障害児の受入について 

    障害児保育については、発達障害者支援法おいて市町村の保育の実施に当たっての配慮
義務が規定されるなど保育分野における役割が重要になっており、新たに制度化された地
域型保育事業においても障害児の受入を促進していくための措置が必要である。 

また、障害児保育は、特定教育・保育施設における受入が基本であり、指定教育・保育
施設における応諾義務を踏まえた受け入れ体制の確保を促進するためにも、障害児保育事
業を都道府県又は市町村独自の「地域子ども・子育て事業」として実施すべきことなどに
ついて国としての方針を示すべきではないか。 

 
④ 管理経費に係る事項について 
・減価償却費、賃借料の取扱いについて 

社会福祉法人は、社会福祉事業の実施を目的とした公益性の高い非営利法人であり、法
人解散時には残余財産が全て国に帰属するなどの強い規制があり、営利を目的とする株式
会社等に比べ強い規制が設けられている。 
一方、保育所の多くは近い将来に改築期を迎えており、また、現在の保育所の保育室等

の設備基準は、諸外国の基準と比較して低い水準にあり、社会的環境の変化に対応したも
のとなっていないことが指摘されている。 
社会福祉法人等の公益法人が、これらの課題に対応して保育環境を整備し、改善してい

くためには減価償却相当額のみでは困難であり、国及び地方公共団体による現行水準の施
設整備費補助の存続が絶対条件である。 

  施設型給付に減価償却費相当費を組み入れた場合の整合性を確保する方策としては、減
価償却費相当分と施設整備費補助の選択方式又は施設整備費補助に当たって減価償却費
相当分補助済額を減算する方式が考えられるのではないか。 

 
・第三者評価の費用の取扱いについて 

現在、第三者評価の受審には、かなりの費用を要する。従って、第三者評価の実施を努
力義務として推進するためには、受審した場合の費用の加算又は一定の年限の間での定期
的な受審を義務化し、必要なコストを公定価格に反映することなどが考えられる。 

 
 （３）施設・事業類型にかかわるもの 

①特定教育・保育施設に係る事項 
・施設類型により、養護教諭と看護師・保健師、栄養教諭と栄養士など資格や職名が異なっ
ているが、役割等が類似する職種については弾力的な対応が必要である。 
 
・園長を補佐する管理職の配置については、施設類型に如何に関わらず共通の課題とすべき
である。 
 

②子育て支援機能について 
 子育て支援機能については、施設類型別の教育・保育に関する要領又は指針に定める機能
を基本に給付額を設定すべきと考えるが、保育所の場合は、例えば、保育所事業として実践
を積み重ねてきた「地域子育て支援センター事業」が、事業の普及と内容の充実とともに「子
育て支援拠点事業」として独立した事業として法定化された経緯がある。 

このように、保育所がこれまで手がけた各種事業が、子ども・子育て支援法において地域
子ども・子育て支援事業として法定化されており、子育て支援機能のあり方については、当
該事業との整合性を図ることが基本であると考える。 
 

③事務処理体制について 
 保育所の事務処理体制については、日常的な事務負担の増大、新社会福祉法人会計基準の
施行、情報公開等に対応するため事務職員を必置とする必要がある。 
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子ども・子育て支援新制度に関する意見書 

 

 

平成 25年 12月 16日 

全日本私立幼稚園連合会 

 

 

１、保育認定制度における過度な保育利用の抑制 

・子どもの健全な発達と公費の効率的な活用という観点から、保育短時間利用の保育必要量に

ついては、就労形態から必要となる保育時間以上の長時間の保育を助長することのないよう、

こうした利用が抑制的になるような仕組みとすること。 

・保育短時間認定における就労時間の下限の設定は、私立幼稚園の 94％が預かり保育を実施し、

短時間就労者のニーズに応えてきていることを十分に踏まえて行うこと。 

・保育短時間認定における就労時間の下限の導入によっても、幼稚園を利用し預かり保育を受

けることを含め、保護者が子どもの最善の利益に資する選択が行えることが担保されること。 

 

２、施設型給付の額を充分確保すること 

・小規模園でも経営を継続できる公定価格、施設型給付の額とすること。 

・１号認定子どもの施設型給付については、地方財源のみで構成されるいわゆる二階部分も含

め、市町村格差が生じないよう地方交付税による財源措置を確実に行うこと。 

・幼稚園と保育所の間における公平な施設型給付を確保すること。 

・公立幼稚園と私立幼稚園の間における公平な施設型給付を確保すること。 

・幼児教育の質の維持、向上のため必要である翌日の準備、教職員間の打ち合わせ、研修が確

保できる施設型給付を確保すること。 

・幼稚園については、個々人毎に異なる施設型給付を子どもの居住地の市町村に毎月請求する

とともに、個々人毎に異なる利用者負担を毎月徴収することとなり、新たに多大な事務負担

が発生することから、これへの十全な対応のための経費を確保すること。 

 

３、新たな幼保連携型認定こども園の認可基準 

新たな幼保連携型認定こども園は幼稚園と同等の幼児教育を行う学校であり、認可基準の策

定に当たっては、幼児教育の質を低下させることがないよう、設備等について幼稚園設置基準

本則に定める水準を確保すること。 

 

４、上乗せ徴収の確保等 

・私立学校としての各園の特色を生かし、質の高い幼児教育を維持するために、私立幼稚園の

上乗せ徴収を柔軟に認めること。 

・２号認定子どもの施設型給付については、開園日数や開園時間の多様性を認める仕組みとす

ること。 
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５、預かり保育の充実等 

・幼稚園に通い、施設型給付を受けつつ幼稚園の預かり保育（一時預かり事業）を受ける共働

き家庭の子どもの給付と事業費の額について２号認定子どもの施設型給付額に相当する水

準を確保すること。 

・市町村が実施主体となる一時預かり事業について、域外からの広域就園者による利用を担保

すること。 

・幼稚園の２歳児受入の実態や役割を適切に評価し、「地域子ども・子育て支援事業」などに

位置づけ、財源措置を確実に行うこと。 

・すべての市町村において幼稚園にかかる「一時預かり事業」を含む「地域子ども・子育て支

援事業」が確実に実施できるよう、国として地方に働きかけを行うとともに、財源措置を確

実に行うこと。 

 

 

以 上 
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