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 前回、前々回に引き続き、リスクマネジメントに
ついて触れてみたいと思います。 認定こども園で
リスクマネジメントが必要なのは⾔うまでもない
ことですが、⼦育て環境の変化とともに、園に求め
られるリスク対応⼒も変わってきています。保護者
が園で起こり得るリスクに対して敏感になってい
る傾向があり、園内で事故やトラブルなどが発⽣し
た際に求められる対応⽅法や説明の仕⽅などに納
得しないケースが⽬⽴ちます。ＳＮＳ等の普及によ
り、ネガティブな情報はまたたく間に共有され、問
題が拡⼤することも珍しくありません。初期対応を
誤ってしまうとトラブルが⻑期化してなかなか収
束せず、職員への負担が⼤きくなってしまうことも
あります。では、このような環境変化に対して、こ
ども園はどのようなリスクマネジメントを⾏えば
よいのでしょうか。 
そもそもリスクとは何か？ 
 危ないことは何でも「リスク」と解釈してしまう
と、園でできることは相当限られてしまいます。園
庭を⾛っていたら転んでしまい、ちょっと膝を擦り
むいてしまった、といったケガもリスクとして対策
を講じなくてはならないでしょうか。⼦どもが雲梯
で遊べば⼿を滑らせて落ちるかもしれないから、雲
梯遊びはやめましょう、とすることがリスクマネジ
メントでしょうか。こうしたことをすべてリスクと
考えてしまうと、園内遊具のほとんどを撤去しなく
てはならないですし、元気に園庭を⾛り回ることす
らできなくなってしまいます。⼦どもたちが元気に 

 
 
 
 
 
 

⾛り回ることを制限してしまったら、⾝体の発達に
影響するかもしれませんし、 
意欲の低下やストレスの増加につながるかもしれ
ず、かえってリスクが増⼤することになりかねませ
ん。危険なことをすべてリスクと捉えて、そのリス
クを回避することばかりすれば、⼦どもにはリスク
対応⼒が育たず、⽣きる⼒が養われないことにもな
ってしまいます。ですから、園で組織的にリスクマ
ネジメントを⾏うためには、そもそもリスクとは⼀
体どういうことなのかを園として明確にしておく
必要があるということです。そうでないと、ちょっ
と厳しい声をあげる保護者に納得のいく説明がし
にくくなってしまいます。 
本来リスクとは、「⽬的の遂⾏を阻害する要因」とい
う概念です。こども園が⼤切にする教育・保育⽅針
や教育・保育のねらいを実現しようとした際に、そ
の⽬的を阻害する要因がリスクだということです。
例えば、２歳児がブランコで遊びたいと⾔った時、
ブランコそのものがリスクなのではなく、その２歳
児が「ブランコで遊ぶことによって得られる何か」
が阻害されることがリスクだということです。初め
てブランコに乗る⼦であれば、本⼈が初めてブラン
コで遊ぶワクワク感を奪ってしまうことの⽅が⼤
きなリスクだということです。当然、この⼦はブラ
ンコの鎖をしっかり握ることができるだろうか、ブ
ランコの椅⼦に座っていられるだろうか、揺らして
も怖がらないだろうか？ということを⾒極めて、そ
の⼦に必要なサポートをすることは⾔うまでもあ
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りません。そしてブランコ遊びに慣れてくれば徐々
に⾃分で乗れるように適切な援助することがリス
クマネジメントです。せっかく興味を持ったタイミ
ングなのに、もしブランコ遊びを制限してしまえば、
いつまでもブランコ遊びができないという「⼦ども
の成⻑におけるリスク」が出現してしまうことにな
るということです。つまり、「⼦どもをどのように育
てるかという⽬的」によってリスクの評価は変わっ
てくるということなのです。 
事故予防策を⽴てるために必要な事故分析の⽅法 
 未然に事故を防ぐためには、事故の分析が⽋かせ
ません。有効な対策を講じるためには事故発⽣要因
に着⽬し、その要因が事故に結び付きにくくする対
策が必要です。⼦どもの事故を分析する際は、次の
３つの要素に分けて考えます。 
 
① 危険源 
② ⼦ども（動機、認識、⾝体機能のバランス） 
③ 職員 
 
順番に⾒ていきましょう。①の危険源とは、危害を
引き起こす潜在的な根源のことで、⾼さ（段差）の
ある環境や遊具、回転物、隙間、紐状、⼝に⼊る形
状、菌、熱源、⽔などのことを⾔います。⽴位が安
定しない０歳児にとっては、掴まるところがない空
間も危険源です。危険源をなるべく少なくする⼯夫
は必要ですが、実際に危険源はなくなりません。仮
に危険源をなくしたとすると、前号で⾒たように、
⼦どもの成⻑にとってはマイナス要素になること
があります。成⻑の過程で危険源に触れたことがな
いまま育つと、⼤きくなった時に、危険源にどのよ
うに接すればよいか分からず、⼤きな事故を起こし
かねないからです。明らかに危険が顕在化している
ものを除いて、⾼所遊具などはその扱い⽅を⼦ども
が習得することも保育では⼤切なことです。次に、
②⼦どもの要素を⾒る必要があります。⼦どもの要
因を分析するには、「動機」と「認識」と「⾝体機能」
に着⽬します。⼦どもの⾏動には「動機」がありま
す。何かをしたい気持ちの⾼ぶりや、何かから逃げ
たい欲求などです。⼦どもの「認識」とは、簡単に
⾔うと「⽬の前の事象を⾃分でできる」と感じるこ
とです。例えば、階段を駆け下りるとか、狭い縁⽯
を渡り切るとか、⾼所を登るといったことを⾃分で

できると思うことです。この「認識」は⼦供の成⻑
に⽋かせないことなのですが、「動機」が⾼まると冷
静「認識」ができなくなり、危険⾏動を危なくない
と思ってやってしまうことがあるということです。
その危なっかしい⾏動をしていても、「⾝体機能」が
ついてくれば事故には⾄りませんが、⾝体が対応し
きれなければ事故となってしまいます。つまり、「動
機」と「認識」と「⾝体機能」のバランスが取れて
いないと事故になるということです。⾛ってボール
を追いかけ（動機）て、ボールがジャングルジムの
中に⼊っていったところ、⾃分では取れると思い
（認識）、⾝体を縮めてジャングルジムの下に⼊っ
ていったが、頭をジムにぶつけてしまった（⾝体機
能）、といったケースで考えると分かりやすいかも
しれません。③の職員については、⼦どもが危険源
の近くにいる際、その⼦どもの「動機」と「認識」
と「⾝体機能」のバランスやギャップがあらかじめ
⾒えていたかどうかが基本ポイントです。さらに、
職員⾃⾝にも職員の⾏動の「動機」と「認識」があ
ります。他の⼦どもに呼び⽌められたとか、遊び道
具を取りに⾏ったなどの動機が絡んだり、「これく
らいは⼤丈夫」と認識したりするということで、⼦
どもから⽬を離すということが発⽣し得ます。 
事故が発⽣したら、これらの３つの要素がどのよう
に事故に関係したかを捉えます。⼤切なことは、⼦
どもの要因である「動機」を、職員が別の遊びの展
開で変えられないか、ルール等で「動機」が⾼まら
ない⼯夫ができないか、危ないことの「認識」を促
せるか、「⾝体機能」を補助する対策が打てないかと
考えることです。⼦どもは「危ないからやめましょ
う」と⾔うよりも「代わりに〇〇で遊ぼう」とした
⽅が有効なことが多いものです。「プールサイドを
⾛らないこと」というより「プールサイドは歩きま
しょう」と⾔った⽅が効果的だということです。イ
ラストや写真、カラーの線を引くなどなど、ビジュ
アルに表⽰することで安全⾏動が習慣化すること
もあります。⼦どもの「認識」を促す対策を講じた
いものです。 
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令和 2 年度当初予算（案）及び令和元年度補
正予算のおける公定価格の対応について 

 
 令和 2 年 2 ⽉ 21 ⽇(⾦) 13:00〜17:00 に中央
合同庁舎第４号館共⽤ 220 会議室で⾏われる予定
であった⼦ども・⼦育て⽀援新制度説明会 【都道
府県等説明会】は新型コロナウイルス感染症の影
響で中⽌となりましたが、資料については内閣府
の WEB サイトに掲載されております。その資料の
中で認定こども園等に関係する部分を下に掲載い
たします。 
 
＜補正予算分＞ 
１．公定価格の⼈件費改定（⼈事院勧告分） 
国家公務員給与改定に伴う公定価格の⼈件費単価
改訂＋1.0％程度（平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇遡及適⽤）
上記改定は令和 2 年度以降の公定価格の設定に当
たっても引継ぎ、令和 2 年度予算（案）に反映。 
 
＜令和 2 年度の公定価格緒改定（案）＞ 
〇公定価格の設定⽅法（全施設・事業所共通） 
現⾏の「積み上げ⽅式」を維持する。 
 
〇旧副⾷費の取扱い（保育所、認定こども園（2 号認定）） 
令和元年１０⽉の改定により２号認定⼦どもの公
定価格に残された旧副⾷費相当額の⼀部（６８１
円）については、令和２年度においても減額しな
い。また、公定価格における経費の位置付けにつ
いては、事業費から⼈件費に変更する。 
 
〇⼟曜⽇に閉所する場合の減算調整の⾒直し【参
考１】（保育所、認定こども園（保育認定）、家庭
的保育事業、⼩規模保育事業（A 型・Ｂ型・Ｃ
型）、事業所内保育事業） 
⽉の全ての⼟曜⽇に閉所している場合に限り適⽤
している減算調整について、その⽉の⼟曜⽇に閉
所した⽇数に応じて設定する割合により段階的に
減算する仕組みに⾒直す。 
 
 
 
 
 

＜イメージ＞ 

 
 

 
【減算要件】 
 現⾏ ⾒直し後 
減算調整の対
象となる施設
の要件 

施設を利⽤す
る保育認定⼦
どもについ
て、⼟曜⽇に
係る 
保育の利⽤希
望がないなど
の場合に、⽉
を通じて⼟曜
⽇に 
閉所する施設
に適⽤する。 

施設を利⽤す
る保育認定⼦
どもについ
て、⼟曜⽇
（国 
⺠の祝⽇及び
休⽇を除く。
以下同じ。）に
係る保育の利 
⽤希望がない
などの理由に
より、当該⽉
の⼟曜⽇に閉
所 
する⽇がある
施設に適⽤す
る。 
また、開所し
ていても、保
育の提供をし
ていない場合 
には閉所して
いるものとし
て取り扱う。 
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公定価格の減
算の割合 
※定員 90 ⼈・
6/100 地域の 
保育所の例 

7/100 当該⽉の⼟曜
⽇に閉所した
⽇数に応じた
割合 
・１⽇ 2/100 
・２⽇ 3/100 
・３⽇以上
5/100 
 ・全て 6/100 

※令和２年度から所⻑設置加算を基本分単価に組
み⼊れることとしている影響により、「現⾏」の減
算率と「⾒直し後」の全ての⼟曜⽇に閉所した 
場合の減算率が異なっている。 
〇地域区分の改善（全施設・事業所共通） 
国家公務員等の地域⼿当の⽀給割合の設定がある
地域で、⽀給割合がより⾼い地域に囲まれている
場合には、当該地域を囲んでいる地域のうち⽀給
割合が最も近い地域区分まで引き上げる。制度施
⾏時に設けられた現在の経過措置については継続 
 
＜イメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【基本ルール】３％ 
【補正ルール①】Ａ市に地域⼿当の設定があること
から、適⽤されない。 
 
 
【補正ルール②】６％ 囲んでいる市町村のうち⽀給
割合が最も近い市町村の地域区分（Ｅ市：６％）ま
で引き上げる。 
 
 

【補正ルール②により地域区分が引き上がる市町村】 
・東 京 都 三 鷹 市  ：１０％ → １５％ 
・神 奈 川 県 三 浦 市  ：０６％ → １０％ 
・神 奈 川 県 葉 ⼭ 町  ：０６％ → １０％ 
・愛 知 県 東 郷 町  ：０６％ → １０％ 
・愛 知 県 ⾶ 島 村  ：０３％ → ０６％ 
・三 重 県 ⽊ 曽 岬 町  ：０３％ → ０６％ 
・京 都 府 向 ⽇ 市  ：０６％ → １０％ 
・京 都 府 ⼤ ⼭ 崎 町  ：０３％ → ０６％ 
・⼤ 阪 府 藤 井 寺 市  ：０６％ → １０％ 

※補正ルール②を今後適⽤するが、地域区分が変
わらない市町村（現在は経過措置） 
・神奈川県綾瀬市：10%  
・⼤阪府摂津市：10%  
・広島県府中町：10% 
 
〇減価償却費加算に係る地域区分の改善（保育
所、認定こども園（保育認定）、家庭的保育事業、
⼩規模保育事業（A 型・Ｂ型・Ｃ型）、事業所内保
育事業） 
地域区分（４区分）を廃⽌し、加算額を最も⾼い
区分の単価に統⼀する。 
 
＜現⾏＞ 
区分 加算額 都道府県 

A 
標準 2,700 ⻘森県、岩⼿県、福島県、

東京都、富⼭県、⼭梨県、 
⻑野県、沖縄県 

都市部 3,000 

B 

標準 2,600 北海道、宮城県、秋⽥県、
⼭形県、茨城県、神奈川
県、新潟県、⽯川県、岐⾩
県、静岡県、三重県、京都
府、⼤阪府、奈良県、⿃取
県、広島県、熊本県、⿅児
島県 

都市部 2,900 

C 

標準 2,500 栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、
千葉県、福井県、愛知県、 
滋賀県、兵庫県、和歌⼭
県、島根県、岡⼭県、⼭⼝
県、⾹川県、⾼知県、佐賀
県、⻑崎県、宮崎県 

都市部 2,700 

D 
標準 2,400 徳島県、愛媛県、福岡県、

⼤分県 都市部 2,600 
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※加算額は定員 90 ⼈の場合。 
 
＜⾒直し後＞ 

区分 加算額 都道府県 
標準 2,800 

全都道府県 
都市部 3,100 

 
 
〇所⻑設置加算・管理者設置加算の基本分単価へ
の組⼊れ（保育所、⼩規模保育事業（A 型・Ｂ
型・Ｃ型）、事業所内保育事業） 
施設⻑・管理者の⼈件費相当額について、現⾏の
所⻑設置加算・管理者設置加算から基本分単価に
組み⼊れる。併せて、施設⻑・管理者が設置され
ていない場合の減算調整措置を設け、現⾏の所⻑
設置加算・管理者設置加算の要件を満たさない施
設・事業所については、施設⻑・管理者の⼈件費
相当額を減額する。 
＜減額調整措置の適⽤要件＞ 
施設⻑（管理者）が以下のいずれかに当てはまる場合 
・児童福祉事業等に２年以上従事した者⼜はこれ
と同等以上の能⼒を有すると認められる者ではない場合 
・常時実際にその施設の運営管理の業務に専従し
ていない場合 
・委託費⼜は給付費からの給与⽀出がない場合 
 
〇チーム保育加配加算の算定⽅法の改善 

（認定こども園） 
認定こども園におけるチーム保育加配加算につい
て、認定こども園として 3 歳以上⼦ども（1 号認
定及び 2 号認定）にチーム保育を安定して提供で
きるよう、1 号認定⼦ども 1 ⼈当たりの単価から 3
歳以上⼦ども 1 ⼈当たりの単価に算定⽅法を⾒直
す。 
【加算概要】 
副担任等の配置、少⼈数学級編制などのため、公
定価格（基本分単価及び他の加算）上の必要数を
超えて保育教諭等を配置する場合、3 歳以上⼦ども
の定員に応じた上限⼈数※の範囲内で、加配に必
要な⼈件費相当額を加算 
※〜45 ⼈：１⼈、46〜150 ⼈：２⼈、151〜240 ⼈：３
⼈、241〜270 ⼈：3.5 ⼈、271〜300 ⼈：５⼈、300〜
450 ⼈：６⼈、451 ⼈〜：８⼈ 

【算定⽅法】 
現⾏ 

1 号認定⼦ども定員 1 ⼈当たりの単価 
× 

3 歳以上⼦ども合計定員に応じた加配⼈数 
× 

1 号認定⼦ども数 
⾒直し後 

3 歳以上⼦ども定員 1 ⼈当たりの単価 
× 

3 歳以上⼦ども合計定員に応じた加配⼈数 
× 

3 歳以上⼦ども数 
＜加算額（⽉額）のイメージ＞ 
※令和元年度当初単価ベース。6/100 地域、上限
⼈数（いずれの場合も 2 ⼈）どおりの加配を仮
定。処遇改善等加算Ⅰ部分を除く。 
 

現⾏ 
①：3,520＊×2×112＝788,480 円 
→②：3,520＊×2×104＝732,160 円 

*120 ⼈定員単価を適⽤▲56,320 円 
⾒直し後 

①・②：2,820＊×2×140＝789,600 円 
*150 ⼈定員単価を適⽤ 

（認定区分変更に伴う減少なし） 
 
〇幼保連携型認定こども園における施設⻑に係る
加算調整措置の廃⽌（認定こども園） 
平成 27 年度の制度施⾏後も引き続き 2 ⼈の施設⻑
を配置している幼保連携型認定こども園に対する
加算調整措置（施設⻑ 1 ⼈分の⼈件費相当額を加
算）について、経過措置期間（令和２年３⽉３１
⽇まで）の終了に伴い廃⽌する。 
処遇改善や事務負担軽減等、教育・保育の現場で
働く⼈材の確保に関する事項 
 
〇処遇改善等加算に係る運⽤改善及び事務負担の
軽減（全施設・事業所共通） 
（１）処遇改善等加算Ⅱの要件緩和 
施設・事業所の実態に即したより柔軟な賃⾦改善
が可能となるよう、⽉額４万円の賃⾦改善が必要
な職員数について、現⾏の「⽉額４万円に係る加
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算額の算定対象⼈数（⼈数Ａ）の１／２（端数切
捨て）以上」から「１⼈以上」に引き下げる。 
※職員の数が少なく、現⾏でも⽉額４万円の賃⾦
改善が必要な職員数が零⼈となっている事業所に
ついては、引き続き零⼈とする。 
 
＜定員 90 ⼈（職員 17 ⼈※）の保育所の場合のイ
メージ＞※園⻑１⼈、主任保育⼠１⼈、⼀般職員
１５⼈（保育⼠１２⼈、調理員等３⼈）４万円の
算定対象⼈数(職員数Ａ)：５⼈（⼀般職員数の１／
３）、５千円の算定対象⼈数(職員数Ｂ)：３⼈（⼀
般職員数の１／５） 
 
（２）処遇改善等加算における基準年度の⾒直し 
賃⾦改善の基準年度の取扱いを含め、地⽅⾃治体
や事業者の実務への影響を精査しつつ、計画・実
績報告の⼿続きをより簡素に⾏うことを選択でき
るようにするなど、事務負担の軽減を図る観点か
ら⾒直しを検討する。 
※会計検査院指摘を踏まえ、処遇改善等加算の前
年度残額については、加算当年度の賃⾦改善と切
り分けて⽀払を確認する。令和２年度に提出され
る令和元年度処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱに係る実績報
告書から適⽤予定。 
※併せて、処遇改善等加算の認定権限について、
都道府県との間で協議が調った場合には希望する
市町村に委譲する。 
 
 

 

 
基準年度の⾒直し 
○ 処遇改善等加算による賃⾦改善額について、現
⾏は、算定の起点となる基準年度が固定時点とな
っており、処遇改善等加算ⅠとⅡによっても異な
っているが、給与関係⽂書の保管や算定事務の負
担を軽減するため、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ共通
で、基準年度を「加算当年度の前年度」に⾒直
す。 
○ その際、毎年度の賃⾦改善の確認（加算額と賃
⾦改善額の⽐較）は、当該施設・事業所において
加算当年度に新たに講ずべき処遇改善に係る部分
に特化して⾏うこととする。 
※ 国による処遇改善を超える賃⾦改善を先⽴って
⾏っている施設などこれにより難い施設について
は、加算当年度の３年前の年度を基準年度として
選択することを可能とする。（令和２年度は、現⾏
の基準年度も可。） 
※ 前年度に処遇改善等加算を取得していない場合
は「直前の加算を取得した年度」とする。（新たに
処遇改善等加算を取得する場合の取扱いは現⾏と
同じ。） 
※ 新たに講ずべき処遇改善とは、例えば、加算当
年度の公定価格における加算率の改定のほか、新
たな加算適⽤、加算前年度からの加算率の増加
（キャリアパス要件の充⾜等）等が想定される。 
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○ ⼀⽅で、「⼦育て⽀援に関する⾏政評価・監視」
（平成 30 年 11 ⽉総務省⾏政評価局）において、
⼀部の保育従事者等に偏った賃⾦改善がなされて
いるなど加算の⽬的に照らして不適切と考えられ
る事案があったとの指摘を受けている。 
〇このため、基準年度の⾒直しと併せ、処遇改善
の対象者や賃⾦改善額が恣意的に偏ることなく、
改善が必要な職員に重点的に講じられるよう、昨
年 11 ⽉に⽰した職員ごとの賃⾦改善額を確認する
様式を賃⾦改善計画書・実績報告書の添付書類と
して通知上で位置付け、令和２年度に提出される
令和元年度処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱに係る実績報告
書から適⽤する。 
○ 加えて、現⾏、都道府県、指定都市及び中核市
が⾏うことになっている処遇改善等加算の認定に
係る事務・権限に関して、認定事務等を円滑に⾏
うため、都道府県と加算認定の実施を希望する市
町村との間で協議が調った場合に、当該市町村に
委譲することを可能とする。なお、施設・事業所
に所在地外の市町村からの広域利⽤者がいる場合
であっても、他の加算と同様に施設・事業所の所

在地市町村において加算認定に係る事務を⾏うこ
ととし、広域利⽤者の居住地市町村に対しては、
適宜、認定の⾒通し、結果等を知らせることとす
る。 
〇夜間保育加算の拡充 (保育所、認定こども園
（保育認定）、⼩規模保育事業（A 型・Ｂ型）、事
業所内保育事業)夜間保育所のより安定した経営の
構築のため、夜間保育加算の充実を図る。 
【加算概要】 
夜間保育所を⾏う保育所等に対し、夜間保育特有
の業務等に要する費⽤の相当額を加算。 
＜夜間保育所等の主な要件＞ 
設備及び備品 仮眠のための設備及びその他夜間

保育のために必要な設備、備品を
備えていること。 

開所時間 原則として１１時間とし、おおよ
そ１０時までとすること。 
※前後の時間については延⻑保育
事業により対応。 

【加算額】 
※処遇改善等加算Ⅰ除く。また、「年間」について
は⼦どもの数については⼀定の仮定を置いた試算
額 
 
 

定員区分 認定区分 
現⾏ 

単価 想定加算額 

20 ⼈ 
2 号認定 26,670 

約 620 万円 
3 号認定 24,990 

21〜30 ⼈ 
2 号認定 20,010 

約 690 万円 
3 号認定 18,330 

31〜40 ⼈ 
2 号認定 16,680 

約 760 万円 
3 号認定 15,010 

41〜50 ⼈ 
2 号認定 14,690 

約 840 万円 
3 号認定 13,010 

51〜60 ⼈ 
2 号認定 13,350 

約 910 万円 
3 号認定 11,680 

61〜70 ⼈ 
2 号認定 12,400 

約 980 万円 
3 号認定 10,730 

71〜80 ⼈ 
2 号認定 11,690 

約 1,050 万円 
3 号認定 10,010 

81〜90 ⼈ 
2 号認定 11,140 

約 1,120 万円 
3 号認定 9,460 
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定員区分 認定区分 
現⾏ 

単価 想定加算額 

20 ⼈ 
2 号認定 30,520 

約 710 万円 
3 号認定 28,810 

21〜30 ⼈ 
2 号認定 22,630 

約 790 万円 
3 号認定 20,920 

31〜40 ⼈ 
2 号認定 18,680 

約 860 万円 
3 号認定 16,970 

41〜50 ⼈ 
2 号認定 16,320 

約 930 万円 
3 号認定 14,600 

51〜60 ⼈ 
2 号認定 14,740 

約 1,000 万円 
3 号認定 13,020 

61〜70 ⼈ 
2 号認定 13,610 

約 1,080 万円 
3 号認定 11,900 

71〜80 ⼈ 
2 号認定 12,760 

約 1,150 万円 
3 号認定 11,050 

81〜90 ⼈ 
2 号認定 12,110 

約 1,220 万円 
3 号認定 10,390 

 
〇休⽇保育加算の要件緩和（共同保育の加算対象
化）(保育所、認定こども園(保育認定)、⼩規模保
育事業（A 型・Ｂ型）、事業所内保育事業) 
単⼀の施設・事業所において休⽇等を含めて年間
を通じて開所する場合のほか、輪番制など共同保
育により年間を通じて保育を提供する体制を確保
している場合についても、共同保育に取り組む各
施設・事業所を加算対象とする。 
【加算概要】 
休⽇等（⽇曜⽇及び国⺠の祝⽇・休⽇）に保育を
⾏う市町村が指定した保育所等に対し、必要な費
⽤相当額を加算。 
【加算要件】 
 現⾏ ⾒直し後 

加算要件 

・休⽇等を含めて
年間を通じて開所
する施設を市町村
が指定して実施す
ること。 
・児童福祉施設設
備運営基準に基づ
き、対象⼦どもの

・休⽇等を含めて
年間を通じて開所
する施設（複数の
特定教育・保育施
設及び地域型保育
事業所（居宅訪問
型保育事業所は除
く）の共同により

年齢及び⼈数に応
じて、本事業を担
当する保育⼠を配
置すること。 
・対象となる⼦ど
もに対して、適
宜、間⾷⼜は給⾷
等を提供するこ
と。 
・対象となる⼦ど
もは、原則、休⽇
等に常態的に保育
を必要とする保育
認定⼦どもである
こと。 

年間を通して開所
する施設（以下 
「共同実施施設」
という。）を含
む。）を市町村が
指定して実施する
こと。 
・児童福祉施設設
備運営基準に基づ
き、対象⼦どもの
年齢及び⼈数に応
じて、本事業を担
当する保育⼠を配
置すること。 
・対象となる⼦ど
もに対して、適
宜、間⾷⼜は給⾷
等を提供するこ
と。 
・対象となる⼦ど
もは、原則、休⽇
等に常態的に保育
を必要とする保育
認定⼦どもである
こと。 

加算額の 
算定⽅法 

・地域区分及び休
⽇保育の年間延べ
利⽤⼦ども数に応
じた加算額 
※「休⽇保育の年
間延べ利⽤⼦ども
数」は、平⽇に他
の保育所等を利⽤
する⼦どもの利⽤
数を含み、当該年
度の利⽤⾒込みに
よる。 

・地域区分及び休
⽇保育の年間延べ
利⽤⼦ども数に応
じた加算額 
※「休⽇保育の年
間延べ利⽤⼦ども
数」は、平⽇に他
の保育所等を利⽤
する⼦どもの利⽤
数を含み、当該年
度の利⽤⾒込みに
よる。 
※共同実施施設に
係る「休⽇保育の
年間延べ利⽤⼦ど
も数」について
は、それぞれの施
設において開所す
る休⽇保育の利⽤
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⼦ども数の⾒込み
により算定する。 

 
〇⾼齢者の活躍の促進（⼊所児童処遇特別加算の
名称変更）（保育所、認定こども園(保育認定)） 
⾼齢者等を⾮常勤職員として雇⽤した場合に加算
される「⼊所児童処遇特別加算」について、名称
を「⾼齢者等活躍促進加算」に変更する。 
 
教育・保育の質の向上に関する事項 
〇栄養管理加算の拡充（幼稚園、保育所、認定こ
ども園（保育認定）、家庭的保育事業、⼩規模保育
事業（A 型・Ｂ型・Ｃ型）、事業所内保育事業） 
現⾏、栄養⼠の雇⽤形態に関わらず⼀律で年額１
２万円となっている栄養管理加算について、栄養
⼠を雇⽤した場合には週３⽇程度の費⽤に加算額
を引き上げる。また、栄養⼠が、公定価格上算定
されている調理員を兼務している場合についても
⼀定額を加算することとする。加えて、これまで
３⽉の公定価格のみに加算することとしていた仕
組みを⾒直し、各⽉の公定価格に加算することと
する。 
【加算概要】 
⾷事の提供に当たり、栄養⼠を活⽤してアレルギ
ー、アトピー等への助⾔、⾷育等に関する継続的
な指導を受ける施設に対して、これらに要する費
⽤の相当額を加算する。 
 
【加算要件・加算額】 
 現⾏ ⾒直し後 
加算要件 ・栄養⼠の活⽤に

当たっては、雇⽤
形態を問わず、嘱
託する場合や、調
理員として栄養⼠
を雇⽤している場
合も対象となる。 
・年間を通じて活
⽤している場合に
対象とする（年度
途中で新たに開設
した施設について
は、施設の開設以

・栄養⼠の活⽤に
当たっては、雇⽤
形態を問わず、嘱
託する場合や、調
理員等として栄養
⼠を雇⽤している
場合も対象とな
る。 

降、年間を通じて
活⽤（期間が６ヶ
⽉以上となるこ
と。）している場
合に対象とす
る。）。 

加算額 年額１２万円 
※３⽉分の公定価
格に加算 

＜イメージ＞ 
以下のいずれか単
価を加算 

 
 幼稚園 保育所等、認

定こども園 
栄養⼠を雇⽤
している場合 
（基本分単価
や他の加算に
より配置する
調理員等が兼
務していない
場合） 

約 80 万円 約 90 万円 

栄養⼠を雇⽤
している場合 
（基本分単価
や他の加算に
より配置する
調理員等が兼
務している場
合） 

約 50 万円 約 60 万円 

上記以外の場
合 

12 万円 12 万円 

※上記の 1/12 の⾦額を各⽉の公定価格に加算 
 
〇チーム保育推進加算の要件緩和（保育所） 
保育所におけるチーム保育推進加算の取得に必要
となる職員の経験年数に関する要件について、「１
５年以上」から「１２年以上」に緩和する。 
 
〇給⾷実施加算の⾒直し（幼稚園、認定こども園
（教育標準時間認定）） 
⾃園の設備を活⽤してきめ細かな栄養・衛⽣管理
の下で調理する場合の加算額を充実する。 
また、外部搬⼊により給⾷を提供する場合の加算
額を⾒直す。 
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【加算要件】 
・１号認定⼦どもに対する給⾷を実施している施
設に加算する。 
※⼦ども全員に給⾷を提供できる体制をとってい
る⽇を実施⽇とする（保護者が弁当持参を希望す
るなどにより給⾷を利⽤しない⼦どもがいる場合
も実施⽇に含む）。 
※給⾷の実施⽅法（業務委託、外部搬⼊等）は問
わない。 
＜現⾏＞ 

定員区分 年額加算額 
〜60 ⼈ 約 123 万円 

61〜75 ⼈ 約 135 万円 
76〜90 ⼈ 約 147 万円 
91〜105 ⼈ 約 160 万円 
106〜120 ⼈ 約 172 万円 
121〜135 ⼈ 約 184 万円 
136〜150 ⼈ 約 197 万円 
151〜180 ⼈ 約 209 万円 
181〜210 ⼈ 約 221 万円 

211 ⼈〜 約 246 万円 
 
 
＜⾒直し後＞ 

定員区分 

年間加算額 
施設内の調理
設備を使⽤し
てきめ細かに
調理を⾏って
いる施設 

外部搬⼊によ
り給⾷を実施
している施設 

〜60 ⼈ 約 246 万円 約 44 万円 
61〜75 ⼈ 約 258 万円 約 46 万円 
76〜90 ⼈ 約 270 万円 約 48 万円 
91〜105 ⼈ 約 283 万円 約 50 万円 
106〜120 ⼈ 約 295 万円 約 53 万円 
121〜135 ⼈ 約 307 万円 約 55 万円 
136〜150 ⼈ 約 320 万円 約 57 万円 
151〜180 ⼈ 約 332 万円 約 59 万円 
181〜210 ⼈ 約 344 万円 約 61 万円 

211 ⼈〜 約 369 万円 約 66 名万円 
 
 
 

〇主幹教諭等専任加算の要件緩和（幼稚園） 
主管教諭等専任加算の取得に必要となる複数の事業
実施の要件に、幼⼩連携に関する取組を追加する。 
【加算概要】 
主幹教諭等を指導計画の⽴案や地域の⼦育て⽀援活
動等の業務に専任させるため、必要教員数を超えて
代替教員（⾮常勤講師等）を配置する施設に対し、
代替教員の配置に要する費⽤について加算する。 
【加算要件】 
現⾏ ⾒直し後 
以下の事業等を複数実
施する施設に加算す
る。 
Ｉ 幼稚園型⼀時預かり
事業（私学助成の預か
り保育推進事業、幼稚
園⻑時間預かり保育⽀
援事業、市町村の単独
事業・⾃主事業（私学
助成の国庫補助事業 
の対象に準ずる形態で
実施されている場合に
限る。）等により⾏う預
かり保育を含む。） 
Ⅱ ⼀般型⼀時預かり事
業（私学助成の⼦育て
⽀援活動の推進等によ
り⾏う未就園児の保
育、幼稚園型⼀時預か
り事業により⾏う⾮在
園児の預かりを含む。） 
Ⅲ 満３歳児に対する教
育・保育の提供 
Ⅳ 障害児（軽度障害児
を含む。）に対する教
育・保育の提供 

以下の事業等を複数実
施する施設に加算す
る。 
（Ⅰ〜Ⅳ 修正なし） 
（Ⅴ）年間を通じた継
続的な⼩学校との連
携・接続に係る取組で
あって、以下の全ての
要件を満たすもの 
(ｱ) ⼩学校との連携・接
続に関する業務分掌を
明確にすること。 
(ｲ) 授業・⾏事、研究
会・研修等の⼩学校と
の⼦ども及び教職員の
交流活動が年間を通じ
複数回計画・実施され
ていること。 
(ｳ) ⼩学校との接続を⾒
通した教育課程を編成
していること。なお、
継続的な協議会の開催
等により具体的な編成 
に向けた研究に着⼿し
ていると認められる場
合を含む。 

【加算額】※処遇改善等加算Ⅰを除く。 
年額約 130 万円 
 
〇施設関係者評価加算の⾒直し 
（幼稚園、認定こども園（教育標準時間認定） ）公
開保育と⼀体的に学校関係者評価を実施する場合の
加算額を拡充する。また、実施が義務付けられてい
る⾃⼰評価を⾏っていない場合には、加算を適⽤し
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ないよう⾒直す。 
【加算概要】 
保護者その他の幼稚園等の関係者（幼稚園等職員を
除く。）による評価を実施し、その結果をホームペー
ジ・広報誌への掲載、保護者への説明等により広く
公表する施設に対し、これらに要する費⽤を加算す
る 
 現⾏ ⾒直し後 
加算要
件 

・保護者その他
の幼稚園等の関
係者（幼稚園等
職員を除く。）
による評価（施
設関係者評価）
を実施し、その
結果をホーム 
ページ・広報誌
への掲載、保護
者への説明等に
より広く公表。 
・評価の内容等
については、
「幼稚園におけ
る学校評価ガイ
ドライン」等に
準拠し、 
⾃⼰評価等に関
する情報提供、
授業・⾏事等の
活動の公開、園
⻑等との意⾒交
換の確保などに
配慮して実施。 

・⾃⼰評価を実施する
とともに、保護者その
他の幼稚園等の関係者
（幼 
稚園等職員を除く。）
による評価（施設関係
者評価）を実施し、そ
の結果をホームペー
ジ・広報誌への掲載、
保護者への説明等によ
り広く 
公表。 
・施設関係者評価の内
容等については、「幼
稚園における学校評価
ガイ 
ドライン」等に準拠
し、⾃⼰評価の結果に
基づき実施するととも
に、 
授業・⾏事等の活動の
公開、園⻑等との意⾒
交換の確保などに配慮
し 
て実施。 

加算額 年額約 6 万円 ・公開保育の取組と施
設関係者評価を組み合
わせて実施（※）する
施設 
年額約３０万円 
・上記以外の施設関係
者評価を実施する施設
年額約６万円※幼児期
の教育・保育に専⾨的
知⾒を有する外部有識

者の協⼒を得て、他の
幼稚園等の職員や地域
の幼児教育関係者、⼩
学校等の他校種の教員
等を招いて⾏われる公
開保育を実施するとと
もに、当該公開保育に
評価者を参加させ、そ
の結果を踏まえて施設
関係者評価を⾏う施設 
 

 
掲載 URL  

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/

administer/setsumeikai/r020221/index.html 
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風見鶏 
『保育の現場や職業の魅⼒とは』 

株式会社保育システム研究所 吉田 正幸 
 厚生労働省の「保育の現場・職業の魅力向上検討会」

が２月に設置され、保育士という職業や働く場所としての

保育所に焦点を当てながら、その魅力向上策のあり方や、

その発信方法などの検討に乗り出した。これまで保育人

材の確保に向けて、処遇改善や職場環境の改善などが行

われてきたが、職業や働く場所としての魅力向上という視

点は乏しかっただけに、同検討会での論議が注目される。

また、そこで検討される魅力向上策は、保育士にとどまら

ず保育教諭や幼稚園教諭にも適用できることが期待され

る。 

 同検討会の主な検討事項は、①保育士という職業の魅

力向上とその発信方法、②魅力ある職場づくりに向けた雇

用管理改善と業務効率化、③保育士資格を持つ方と保育

所とのマッチングの改善、とされている。検討会の構成メン

バーは、汐見稔幸・東京大学名誉教授（座長）をはじめ、

保育現場の園長、地方自治体関係者、学識経験者ら 12

名となっている。また、オブザーバーとして、内閣府子ども・

子育て本部、文部科学省初等中等教育局、厚生労働省職

業安定局も加わる。 

 この検討会が設けられた背景には、保育の供給拡大を

支える保育士の人材確保だけでなく、昨年 10 月から実施

された幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の質の確保・

向上も大きな課題となっていることが考えられる。その保育

の質を高めるためには、保育士の資質の向上が重要であ

り、そのためには単なる処遇改善にとどまらず、職業や職

場の魅力向上が欠かせない。 

 言い換えると、優秀な人材が保育の世界に積極的に集ま

ってくるような状況をつくるためには、保育士の処遇改善

や職場環境の改善にさらに取り組むことに加えて、保育士

という職業の重要性や素晴らしさ、やり甲斐、あるいは働く

職場としての業務効率化や快適さなどを追求し、広く社会

に発信する必要がある。 

 これについては、同検討会の開催要項でも、「保育士を

目指す方や保育士に復帰しようとする方が増え、保育現場

で就業しやすくなる」よう、「保育士という職業」や「働く場

所としての保育所」がもっと魅力的なものとなる方策や、そ

れを広く知ってもらう発信方法などについて検討するとし

ている。 

 この魅力向上策に関して、筆者は、保育人材を確保する

とともに資質向上を図る方策として、離職率の低減と定着

率の向上という両方から捉える必要があると考えている。

この両方が相まって初めて、安定的な人材確保が可能に

なると同時に、経験豊かな保育者として資質の向上が期

待できる。 

 離職率の低減を図るためには、専門職にふさわしい給与

を保障するとともに、ＩＣＴ化などを含めて業務省力化を進

めながら、残業をできるだけ減らし、有給休暇の取得率を

上げるなど、これまでの処遇や職場環境に関する“マイナ

ス要因”を大幅に改善することが重要になる。職業や職場

の魅力を低下させる要因をなくせば、早期の離職を防ぐこ

とが可能になる。 

 一方、定着率を向上させるためには、マイナス要因を減ら

すだけでなく、保育士が成長できる職場づくりや、互いに

支え合える職場づくり、働きがいのある職場づくりを進める

こと、すなわち“プラス要因”を増やすことが重要になる。気

持ちよく、長く働き続けることができれば、保育の質を向上

させることにもつながる。 

 そのためには、成長できる職場として園内外の研修機会

を増やしたり、職員の役割分担の明確化や子ども情報の

共有、メンター制の導入などを図ったり、子どもの育ちの見

える化や家庭との情報共有、地域子育て支援の充実など

に取り組むことによって、いわば「成長できる職場」「支え

合える職場」「貢献できる職場」「評価される職場」を目指

すことが求められる。 

 こうした取り組みを進めるとともに、その魅力を社会に対

してどこまで発信できるかが、大きなカギを握るのではな

いかと考えられる。 

 なお、同会議の構成員は次の通り。 

近江屋希・鳩の森愛の詩あすなろ保育園園長、菊地加奈

子・全国社会保険労務士会連合会分野別業域拡大支援

部会委員、佐藤博樹・中央大学大学院戦略経営研究科

教授、佐藤弘道・ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」第 10 代体

操のお兄さん、汐見稔幸・東京大学名誉教授（座長）、那

須信樹・中村学園大学教授、馬場拓也・社会福祉法人愛

川舜寿会常務理事、御手洗洋子・大分県福祉保健部こど

も未来課長、宮川勉・小学館第三児童学習局プロデュー

サー兼教育編集室室長、森知子・聖和短期大学准教授、

吉田正幸・株式会社保育システム研究所代表（副座長）、

若林和彦・相模原市こども・若者未来局参事兼保育課長 

 

 【編集後記】 先日のある集まりで、地元の県会議員さんか

ら「保育の質という言葉を僕もよく使いますが、保育の質と

は何ですか。」と尋ねられたことがありました。時間も押して

いたので 10 人ほどいた園長は、誰も答えることなく、その場

は、お開きになりました。皆さんの園では、どのように捉えていら

っしゃいますか。 浅野氏のこどもへの伝え方のチョイス、自園も

「その言葉、変換できないかしら。」意識改革中です。風見鶏のテ

ーマにあるように保育現場・職場の魅力つなげていけるようにし、

より良い人財に勤務していただけるよう更なる情報をお届けでき

るよう努力してまいりますので、次年度もよろしくお願申し上げま

す。（滋賀・O） 


