
Ⅺ.保育事故
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教育・保育施設等における事故対策の経緯について (令和２年９月現在）

２６年 ６月 第１６回子ども・子育て会議において事故の発生・再発防止について行政の取組みのあり方等を

検討すべきとされる

２６年 ９月 「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」（以下「検討会」という。）を設置

２６年１１月 検討会中間とりまとめ

２７年 ２月 「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」を地方自治体宛てに通知

２７年 ６月 「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」の公表開始

URL https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html#database
２７年１２月 検討会最終とりまとめ

２８年 ３月 「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて」

「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について」を

地方自治体宛てに通知

２８年 ４月 「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議」の設置

【第１回会議：４月２５日開催】、【第２回会議：１０月２５日開催】

２９年 【第３回会議：５月９日開催】、【第４回会議：９月７日開催】

※第３回会議より検証報告のあった自治体からヒアリングを実施

３０年 【第５回会議：２月７日開催】、【第６回会議：５月２２日開催】、【第７回会議：７月１７日開催】

７月 有識者会議 年次報告

【第８回会議：９月６日開催 】

３１年（元年）【第９回会議：２月２５日開催 】、【第１０回会議：６月２５日開催 】

８月 有識者会議 年次報告

【第１１回会議：８月６日開催 】

２年 【第１２回会議：１月３０日開催 】、【第１３回会議：８月７日開催】

９月 有識者会議 年次報告 164



○重大事故の集約範囲・方法・公表のあり方について取りまとめ

・報告対象施設・事業者： 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業（子どもを預かる事業に

限る）、認可を受けていない保育施設・事業

・報告の対象となる重大事故の範囲 : 死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

・報告内容及び報告期限 : 報告様式を定め、報告期限の目安（第１報は事故発生当日等）を設定

・報告のルート :

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業の施設・事業者 → 市町村 → 都道府県 → 国

認可を受けていない保育施設・事業者 → 都道府県 → 国

※「特定教育・保育施設等における事故の報告について（平成27年２月16日）」により通知

・公表のあり方： 国において事故報告をデータベース化し、平成27年6月より内閣府HPで公表（個人情報を除く）

○教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会（平成26年９月８日）を設置し、次の事項について議論
①重大事故の情報の集約のあり方
②集約した情報の分析、フィードバック、公表のあり方
③事故の発生・再発防止のための支援、指導監督のあり方

○子ども・子育て支援新制度では、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための
措置及び事故が発生した場合における市町村、家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされている。（特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 第32条、第50条）

○平成26年６月30日開催の第16回子ども・子育て会議において、特定教育・保育施設等の重大事故の発生・再発防止について
行政の取組のあり方等を検討すべきとされた。

２．検討会の議論

１．背 景

教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会について

３．中間取りまとめ (平成26年11月28日）
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１．事故の発生防止（予防）のためのガイドライン、事故発生時の対応マニュアルの作成
○ 本検討会において検討された、特定教育・保育施設等における重大事故の発生防止及び事故発生時の対応に関するガイド

ライン等に盛り込むべき内容（骨子）を踏まえ、具体的なガイドライン、マニュアルは、別途調査研究事業において作成する
○ 各施設・事業者や地方自治体は、このガイドライン、マニュアルを参考に、各々の実態に応じて事故発生の防止等に取り組む

重大事故の発生防止のための今後の取組みとして、以下のとおり取りまとめ

２．事故の再発防止のための事後的な検証
○ 地方自治体における検証

教育・保育施設等における子どもの死亡事故等について、事実の把握、発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討
するために実施 ＊検証にあたっては、プライバシー保護及び事故に遭った子どもや保護者の意向に配慮する
＜検証の実施主体＞
・特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・ 子育て支援事業 → 市町村（都道府県は市町村の検証を支援）
・認可を受けていない保育施設・事業 → 都道府県（指定都市、中核市を含む）

＜検証の対象範囲＞
地方自治体・・・死亡事故、死亡事故以外の重大事故（検証を必要と判断した事例 例：意識不明等）

（施設・事業者は、上記以外の事故、ヒヤリハット事例について適宜検証を実施する）

○ 国における再発防止策の取組
有識者会議を設置し、地方自治体の検証報告等を踏まえた再発防止策を検討・提言
・事故報告に基づく集計・傾向分析 ・再発防止に係る提言 等を実施

３．事故の発生・再発防止のための指導監督のあり方
○ 重大事故の発生・再発防止の観点からの指導監督の効果的な運用が必要
・重大事故が発生した場合等、事前通告なく指導監査を実施すること等を通知等で明確化
・事故の発生・再発防止に対する日常的な指導の充実

※今後の施設・事業者や地方自治体の運用状況等を踏まえ、事故の発生防止等の取組みについて引き続き見直していく

４．最終取りまとめ (平成27年12月21日）
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教育・保育施設等における事故報告及び事故情報データベース

教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会 中間取りまとめ（平成26年11月28日）を踏まえて、

➀ 特定教育・保育施設等における事故の報告等について（平成29年11月10日）を地方自治体宛てに通知した。
➁ 「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」について内閣府HPで公表開始（平成27年6月30日）

【➀ 事故報告】
○報告対象となる施設・事業範囲

・特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）
・幼稚園（特定教育・保育施設でないもの）
・特定地域型保育事業（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）
・地域子ども・子育て支援事業（一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ、

ファミリー・サポート・センター事業、ショートステイ・トワイライトステイ）
・認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業

○報告対象となる重大事故の範囲
・死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病を伴う重篤な事故等（意識不明の事故を含む。）

〇報告期限
・国への第１報は原則事故発生当日(遅くとも翌日)、２報は原則１ヶ月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行う。

第１報…事故発生日時、子どもの年齢・性別、発生場所、発生状況等 第２報…事故の概要、事故発生の要因分析等

【➁ 事故情報データベース】
○データベースの公表対象は、原則として自治体から第2報以降の事故報告とする。

（事故発生の要因分析等、事故の再発防止のため有用な情報は、原則として第2報以降に記載されるため）
○プライバシーに配慮する観点から、個人情報、施設等の名称・所在地等、事案を特定されるものは掲載しない

（自治体を通じて保護者・関係者等の了解を得たものを公表しており、記載内容は自治体によるもので、国で修正等を加えていない。）
○データベース掲載頻度は概ね３か月に１回（４半期ごと）
〇公表データベース項目
・認可・認可外の別 ・施設・事業所種別 ・事故発生時期（月と時間帯）と発生時の場所・状況 ・子どもの年齢と性別
・発生時の体制（クラス年齢・子どもの数・教育・保育等従事者数等）・事故状況（死因・負傷状況・受傷部位・診断名）
・事故誘因 ・事故概要 ・事故発生の要因分析（ソフト面、ハード面、環境面、人的面）
・事故発生の要因分析に係る自治体のコメント
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報告の系統

特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者

延長保育事業者
放課後児童クラブ

ファミリー・サポート・センター事業者

都道府県 内閣府・文部科学省・
厚生労働省

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

【１/３】

※指定都市・中核市を含む。

幼稚園
（特定教育・保育施設でないもの）

都道府県 文部科学省

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

市区町村（※）

168



報告の系統

都道府県

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

都道府県（※）

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

市区町村
子育て短期支援事業者

一時預かり事業者
病児保育事業者

（指定都市・児童相談所設置
市・中核市以外の市区町村か

ら委託等をされた場合）

子育て短期支援事業者
一時預かり事業者
病児保育事業者

（上記以外の場合）

厚生労働省

厚生労働省

※指定都市・児童相談所設置市・中核市
を含む。

【２/３】
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報告の系統

消費者庁

都道府県（※）

児童育成協会

内閣府

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

企業主導型保育施設
（認可外保育施設）

都道府県（※２）

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

認可外保育施設（※１）

消費者庁

厚生労働省

※指定都市・児童相談所設置市・中核市
を含む。

※１認可外の居宅訪問型保育事業者を含む。
（企業主導型ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ等利用支援事業の実施事業者は、併せて全国保育サービス協会に報告すること。）

※２指定都市・児童相談所設置市・中核市を含む。

【３/３】
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重大事故の再発防止のための検証と事故防止等のためのガイドライン

教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会 最終取りまとめ（平成27年12月21日）
を踏まえて、地方自治体宛てに以下を通知し、施設・事業者に周知。(平成28年3月31日発出）
➀ 教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について
➁ 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

【➀ 重大事故の再発防止のための検証】
○検証の実施主体
・市 町 村…認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業（小規模保育事業等）、地域子ども・子育て支援事業
・都道府県…認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業

○検証の対象範囲
・死亡事故、意識不明等地方自治体において検証が必要と判断した重大事故

○検証組織による検証
・検証は、外部の委員で構成する検証委員会を設置して実施する。
・検証委員は、重大事故の再発防止に知見のある者（例：学識経験者、医師、弁護士、教育・保育関係者）

○検証の報告
・検討委員会は、検証結果を踏まえて、具体的な対策について提言を行う。
・検証結果、提言を盛り込んだ報告書を公表し、国に提出する。

【➁ 事故防止等のためのガイドライン】
○事故防止のための取組み～施設・事業者向け～
・重大事故が発生しやすい場面（睡眠中、プール活動・水遊び、食事中）ごとの注意事項
・事故防止のための研修等による体制づくり

○事故防止のための取組み～地方自治体向け～
・地方自治体、施設・事業者との連携体制の整備
・施設・事業者に対する研修や指導監査等の実施

○事故発生時の対応～施設・事業者、地方自治体共通～
・事故発生時の段階的な対応（事故発生直後、事故直後以降、状況の記録、保護者等への対応、報道機関への対応、
国への事故報告、検証の実施）
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東 重満 美晴幼稚園園長
伊澤 昭治 社会福祉法人日本保育協会評議員
小原 聖子 NPO法人ゆったりーの
栗並 えみ 碧南市認可保育所死亡事故 被害児童の親
鈴木 道子 NPO法人家庭的保育全国連絡協議会会長
鈴木 康之 国立成育医療研究センター手術・集中治療部統括部長

関川 芳孝 大阪府立大学教授

○当面、地方自治体からの検証報告の状況を見ながら、以下のような議論を行っていただく予定。

・事故報告や事故情報データベース充実に向けた検討 ・傾向分析にかかる分析手法についての検討
・重大事故の検証報告からなど

（１）事故報告、事故情報データベースに基づく傾向分析等
（２）地方自治体からの検証報告に基づく重大事故の再発防止策に関する提言
（３）事故報告、事故情報データベースの充実
（４）事故防止及び発生時の対応のためのガイドライン等の改善

○ 「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」における検討を踏まえ、平成27年4月から重大事故が発
生した場合の国への報告の仕組み等を整備するとともに、平成28年4月からは、死亡事故等が発生した場合に、地方自治体は検
証を実施し、事実の把握や発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討することとしている。

○ これらの取り組みを受け、国においては、地方自治体の検証報告等を踏まえた重大事故の再発防止策について検討を行うた
め、「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議」（平成28年4月設置）を開催する。

２．主な検討課題

１．趣 旨

３．今後の予定

◇ 委 員 （●：座長）

教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議について

多田 博史 東京都福祉保健局少子社会対策部認証・認可外保育施設担当課長

田中 弘美 一般社団法人日本こども育成協議会副会長
前田 正子 甲南大学マネジメント創造学部教授
升田 純 中央大学法科大学院教授・升田法律事務所
山中 龍宏 緑園こどもクリニック院長・NPO法人SafeKidsJapan理事長
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「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表①

事故報告概要
（令和2年6月26日付公表資料 抜粋）

教育・保育施設等（*）において発生した死亡事故や治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等（意識不明
（人工呼吸器を付ける、ICU に入る等）の事故を含む。）で、平成31年1月１日から令和元年12月31日の期間内に事故報告（第 1 報）の
あったものを集計した。

* 教育・保育施設等とは、以下の施設・事業をいう。
・認定こども園（幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型） ・幼稚園 ・認可保育所 ・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（認可） ・一時預かり事業 ・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） ・子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ・認可外保育施設（企業主導型保育施設、地方単独保育施設、その他の認
可外保育施設） ・認可外の居宅訪問型保育事業
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「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表②

※ 地方単独保育施設とは、都道府県又は市区町村が、認可外保育施設の設備や職員配置等に関
する基準を設定し、当該基準を満たすことを条件として、その運営に要する費用について補助を
行う等する認可外保育施設のことをいう。

※ 「意識不明」は、事故に遭った際に意識不明になったもの（その後、意識不明の状態が回復した
ものを含み、令和元年12月末までの間に死亡したものは除く。）

※ 「骨折」には、切り傷やねんざ等の複合症状を伴うものが含まれる。
※ 「その他」には、指の切断、唇、歯の裂傷等が含まれる。
参考：利用児童者数

認可保育所 2,059,132人(平成31年4月1日現在)
認可外保育施設 220,853人、うち事業所内保育施設 77,296人(平成30年3月31日現在)

（令和2年6月26日付公表資料 抜粋）

※ （ ）内の数字は死亡事故の件数で内数

① 死亡及び負傷等の事故概要 ② 年齢別（死亡・負傷等）



「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表③

（令和2年6月26日付公表資料 抜粋）

＊令和元年は以下の施設から死亡事故の報告あり

＊令和元年は以下の施設から死亡事故の報告あり
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※ （ ）内の数字は死亡事故の件数で内数

③ 場所別 ④ 死亡事故における主な原因

⑤ 死亡事故の発生時の状況

※ 「その他」は、原因が不明なもの等を分類



「教育・保育施設等における事故報告集計」の公表④

（参考：これまでの保育施設等における死亡事故の報告件数等）

[注意事項：各年区分について]
※集計期間は以下のとおり。原則、国に報告された月でカウントしているが、平成25年に判明した31件の追加報告分は、実際に事故が発生した月でカウントしている。
・平成16年から20年：４月から３月まで
・平成21年 ：４月から12月まで（平成21年１～３月発生分は平成20年分として集計）
・平成22年から26年：１月から12月まで
・平成27年 ：認可保育所、認可外保育施設（地方単独保育施設、その他の認可外保育施設）は１月から12月まで

幼保連携型認定こども園、小規模保育事業 は４月から12月まで
※ 認定こども園としては、平成27年度から調査を実施

・平成28年から :１月から12月まで

（令和2年6月26日付公表資料 抜粋）
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幼保連携型認
定こども園

認可保育所
小規模

保育事業
一時預か

り事業
家庭的

保育事業

病児保
育事業

認可外
保育施設

合計

H16 - 7件 - - - - 7件 14件

H17 - 3件 - - - - 11件 14件

H18 - 5件 - - - - 8件 13件

H19 - 3件 - - - - 12件 15件

H20 - 4件 - - - - 7件 11件

H21 - 6件 - - - - 6件 12件

H22 - 5件 - - - - 8件 13件

H23 - 2件 - - - - 12件 14件

H24 - 6件 - - - - 12件 18件

H25 - 4件 - - - - 15件 19件

H26 - 5件 - - - - 12件 17件

H27 1件 2件 1件 0件 0件 0件 10件 14件

Ｈ28 0件 5件 0件 0件 1件 0件 7件 13件

H29 1件 2件 0件 0件 0件 1件 4件 8件

H30 0件 2件 0件 0件 1件 0件 6件 9件

R1 0件 2件 0件 1件 0件 0件 3件 6件

合計 2件 63件 1件 1件 2件 1件 140件 210件

〇 死亡事故の報告件数



【研修対象者】
保育所等に勤務する保育士等や保育士以外の
職員、巡回支援指導員 等

【研修内容】
・ 保育所等が遵守・留意すべき内容
・ 保育中の事故防止、事故発生時の対応
・ 園外活動等における安全対策（拡充） 等

質の確保・向上のための研修事業 質の確保・向上のための巡回支援指導事業

・ 重大事故が発生しやすい場面、事故防止の取組、事故発生時の対応に関する助言・
指導

・ 保育所等が遵守・留意すべき内容や利用料の便乗値上げの注意喚起等を実施
※ 指導監査・立入調査の事前準備などの実施補助や、監査後のアフターフォロー

の実施についても、巡回支援指導員の役割として明確化
・ 園外活動等における安全対策の実地指導等を実施（拡充）
※ 認可外保育施設に対する巡回支援指導については、市区町村も実施可能である旨を

要綱上明確化する。

【事業内容】
保育所や認可外保育施設等の質の確保及び向上を目的として、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故等の重大

事故の防止に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の配置に要する費用や、保育所職員や巡回支援指導員等に対
して、遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関して必要な知識、技能の修得、資質の確保のための研修の実施に要す
る 費用の一部を補助する。

《拡充》
子どもが集団で移動する際の安全確保を図るため、保育所等に勤務する職員や巡回支援指導員を対象とした研修の

内容に園外活動等における安全対策を加えるとともに、巡回支援指導の内容に園外活動等における安全対策の実地指導
等の実施を加える。

【実施主体】都道府県、市区町村
【補助基準額】・研修事業：１回当たり 352千円

・巡回支援指導事業：指導員１人当たり 4,062千円 （管内の施設数等に応じた配置）
【補助割合】 国：1/2、都道府県・市区町村：1/2

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業【拡充】

認可外保育施設認可外の居宅
訪問型保育事業

（ベビーシッター）

認可保育所等

巡回支援指導員

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算額：394億円の内数）
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【事業概要】

０～１歳の午睡中に死亡事故などが発生している状況を踏まえ、睡眠中の事故防止など保育の質の確保・向上のた

めに必要な機器の導入を支援することにより、安全かつ安心な保育の環境の確保を図る。

【実施主体】 都道府県、市区町村（機器は保育施設が購入）

【補助単価】 １施設あたり ５００千円以内

【補 助 率】 国：１／２ 都道府県・市区町村：１／４ 事業者：１／４

安全対策事業

令和２年度予算額：３９４億円の内数
（保育対策総合支援事業費補助金・保育環境改善等事業）

都道府県
市区町村

申請

認可保育所等
認可外保育施設

補助

＜午睡チェック＞
午睡中の体動や体の向きを自動検知し、

睡眠時のチェック表に自動で記録するなど、
事務負担等を軽減する機能を備えるICT機器
→保育士等が乳幼児の睡眠中の呼吸点検や

見守りに専念することができる。

【事業イメージ】 機器の購入（例）

センサー
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