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保育現場の ICT化・自治体手続等標準化検討会 

報告書（案） 

 

０．はじめに 

 〇 我が国の持続的経済成長を達成するためにも、「少子化の克服」や「次世代を担う人

材の育成」は重要な課題である。そのためには、「子育て環境の整備」が必要不可欠で

ある。しかし、社会インフラとして、保育の安定供給が求められる中、保育現場を取り

巻く環境は、整備が十分とはいえず、効率的な運営ができているとは言い難い。 

 

〇 特に、自治体毎に各種手続が異なっていることに加え、紙資料での提出が求められる

ケースなどもあることから、バックオフィス業務等の効率化が思ったように進められな

い現状も存在する。 

 

〇 また、保育の「質」の向上も重要な課題であるが、保育士等の業務の負担が大きく、

現場には「質」を高める余裕等もない状況と言われており、保育士等の業務負担軽減は

喫緊の課題である。 

 

〇 これらの現状を踏まえ、政府では、新たな待機児童解消策として平成 29 年６月に発

表した「子育て安心プラン」の中で、６つの支援パッケージとして「１．保育の受け皿

の拡大」や「２．保育の受け皿拡大を支える「保育人材確保」」などを柱として位置づ

けられている。 

 

〇 特に「保育人材確保」においては、「保育士の業務負担軽減のための支援（ICT 化等）」

として、園内業務のほか、保育に係る自治体手続の標準化の検討が具体的に盛り込まれ

ている。保育の供給量の拡大や安定供給、保育の質の向上等を図るためには、IoT 等に

よる保育士業務負担の軽減や保育関連データの活用促進が重要と考えられているが、保

育現場では、未だ十分に活用をされていない状況である。 

 

〇 活用が進まない理由としては、インフラ整備や現場スタッフの IT スキルなどが不十

分であることに加え、導入メリット（業務効率化等の効果）が明確になっていない、最

大化されてないなどの課題が存在する。そのため、現場業務、経営業務、自治体手続等

の保育全体の業務フローを踏まえた、一気通貫した IoT システムの構築を目指し、要

所において適切な標準化を図ることにより、導入メリットを最大化することが重要であ

る。 

  

資料４ 
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（図表１）保育士退職意向理由【現在保育士として就業中】 

 

東京都「東京都保育士実態調査報告書」(平成 26年)より 

 

１ 検討会について  

 〇 保育現場の ICT 化・自治体手続等標準化検討会（以下「本検討会」という。）は、平

成 29 年６月公表の「子育て安心プラン」において、保育士の業務負担軽減のための支

援として、「ICT 化に向けたシステムの標準仕様や自治体手続きの標準化を含む改善策

検討のための調査研究を行う」こととされていることを踏まえ、当該内容にかかる実証

事業（NEDO事業「保育事業の IoT 技術利用によるデータベース及びプラットフォーム

の検討」、以下単に「実証事業」という。）の実施と並行して開催した検討会である。 

 

 〇 検討会では、実証事業の成果を参考にしつつ、保育現場の ICT 化についての現状把

握、課題抽出と、保育所と自治体間の給付事務にかかる現状把握、課題抽出、標準化に

関する解決策について議論を行ったところであり、今後の方向性も含め、報告する。 

 

（図表２）保育所と自治体の ICT化に向けた課題（実証事業の前提） 

 

本検討会 第１回資料より 
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２ 保育現場の ICT化について  

（１）現状と課題 

① IoT／IT技術の現状 

〇 保育所や幼稚園では、厚生労働省、文部科学省及び経済産業省による予算措置の活用

等により、システム等の導入が徐々に図られ始めている。現在、活用されている IoT/IT

技術には、保育に関する業務をカバーする製品のほか、運営に関する業務をカバーする

ものや、複数の業務をカバーするものなど様々である。（図表３） 

 

（図表３）保育事業者における IoT/IT技術の導入例 

 

 

本検討会 第３回事務局資料より一部加工 
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②IoT／IT技術の導入効果 

〇 登降園管理などの管理システム導入により、給付事務、監査事務などの書類を作成す

るのにかかる時間が削減されるほか、保育士等が実際に児童と接する場面でも適切な活

用がなされることにより、業務が効率化され、保育士等の勤務環境の改善につながると

考えられる。実際に、ICT化されている（できる）業務では、負担感が軽減する傾向が

見受けられ、慌ただしい業務から解放され子どもに向き合う時間が増えたという声も聞

かれているが、この点については実証事業でも検証を行っている。 

 

 

（図表４）書き物（書類）の負担感と IT（パソコン）の使用について

 
平成 26年度 保育士における業務負担軽減に関する調査研究報告書（社会福祉法人 日本保育協会）より 

 

〇 また、ICT化が進むことで保育環境等の記録がデータベースとして蓄積されることが

考えられる。その結果、保育事業者等は、当該データベースを利活用することで、提供

する保育の「質」の検証等を行うことが可能となり、より良い保育提供のための創意工

夫の手助けとなる。また、良い保育を実践しているということを対外的 PRに活用でき、

そのことが、保育事業者が ICT化に取り組む意欲にもつながると考えられる。 

 

③IoT／IT技術導入におけるその他の課題 

〇 一方、検討会では、ICT化を進めることのメリットは認めつつも、課題として、職員

に向けた ICT教育や、ハード面での環境整備の点などで意見が出された。（図表５） 
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（図表５）本検討会で得られた保育業務の ICT化を進める上での課題 

 

 

（２）実証事業の成果 

 〇 実証事業では、保育所の園内業務における IoT／IT技術導入に係る実証（図表６）と、

毎月の自治体からの運営費の給付に係る事務の ICT 化に係る実証（図表７）を行った。 

 

（図表６）保育所の園内業務における IoT／IT技術導入に係る実証項目 

項 目 IoT技術を用いた保育所内データベース構築の設計・試行 

①保育事業者業務 
 フロー確認 

・関係書類の確認及び関係者へのヒアリングを通じて、保育事業者における業務 
フローを確認する。 

②IoT・IT技術導入の 
 ポイントを検討  

・一日の業務の流れ（保育業務、事務業務含む）を確認する。 
・その中で、IoT を活用することで業務効率が上がる業務を確認する。 

③IoT・IT技術導入 ・①②を踏まえ、IoT を導入する。 
 具体的には、登降園、検温、午睡チェックなどを想定している。 
 また、給付事務に関連した仕組みも導入する。 

④実地調査 ・②で導入した仕組みを実際に活用する。 
・導入することでどの程度業務の効率化（保育業務、事務業務を含む）が 
図れたかを確認する。 

本検討会 第４回事務局資料より 
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（図表７）毎月の自治体からの運営費の給付に係る事務の ICT化に係る実証項目 

項 目 保育関連データの活用を前提とした一連の保育関連システムの設計 

①出力すべきデータセットの 
整理 

・各自治体が提出を求めている情報項目の整理する。 
 各 Field ごとに自治体の資料を拝受し、必要項目を整理する。 
・以下の項目の視点に基づいて整理する。 

②給付事務関連業務フロー 
の確認 

・自治体における保育関連事務にて活用しているシステムを確認する。 
・他自治体との検討を踏まえた標準仕様案を検討する。 
・標準データフォーマットの検討する。 
・データフォーマットの標準仕様の構築  
※ISO、JIS などの国際的な機関や国内で制定されたファイル形式を想定している。 

③自治体内行政システム 
の状況確認 
・データフォーマット 
 標準仕様 
・取込に関する標準仕様 

・自治体システムへのデータ取込に係るシステムの標準仕様案を構築する。 
・標準仕様を検討し、構築する。 
※他システムとのデータのやり取りや機能面に加え、非機能面や運用に関連する事項を取りまと 
める。 
※保育業務関連の独立した既存システムがある場合は、そのシステムへの取込方法について 
検討する。 

④情報セキュリティ等の 
 整理 

・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン等を参照してセキュリティ 
方針を提示する。 

本検討会 第４回事務局資料より 

 

〇 園内業務における IoT／IT 技術導入については、園児の検温や午睡チェックにおい

て、導入の結果、測定にかかる時間が短縮されたほか、人手だけでなく機械がサポート

してくれることで、安心感につながったという声もあった。一方で、機器の測定精度が

悪く測り直しが必要であったり、午睡センサーの着脱により園児の衣服に跡が残る、と

いった改善が必要と考えられる点もあった。 

 

〇 また、いずれの実証フィールドでも、業務効率化の効果は示されたものの、基礎デー

タの構築やシステムに慣れる時間が必要ということが明らかになった。 

 

〇 詳細については次のとおりである。 
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（図表８）実証事業におけるＩｏＴ/ＩＴ技術導入の効果（例） 

 

本検討会 第３回事務局資料より 

 

（図表９）実証フィールドで得られた ICT化を進める際の意見 
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（３）今後の方向性 

 〇 予算措置等を進めることにより、ICT化を支援していくことは重要であるが、効果を

最大限に高めるためにも、保育所等における ICT 化の導入事例の普及啓発を図るなど、

ICT化のメリットを生の声として周知していき、敬遠しがちな保育所、保育士等に対し

て、理解を促していく取り組みが求められる。 

  

〇 あわせて、保育士等の IT リテラシーの向上に資する研修の整備についても、研修機

会の提供や学習内容自体も ICT活用するなど、検討を進めていくべきである。また、同

一保育所の保育士や職員相互間でも、IT リテラシーの高い保育士や職員に業務が集中

することがないよう、各保育所で工夫することが望まれる。 

 

 〇 また、現在は、基本情報やどのような保育を行っているのか等を公表していない保育

所等も多く、情報提供という観点からは、閉じられた環境になっており、各保育所等の

情報提供の在り方についても、ICTの活用を含めて、広く検討していく必要がある。 

  

〇 保育所等が ICT化の波に遅れないようにする必要があり、国が ICT環境の整備を推進

していくことが重要である。また、ICT化に向けては、制度への理解の不十分さが障壁

になっている可能性があり、委員からは「制度が複雑である」との指摘もあったため、

保育事業者向けに制度の理解を進める取り組みのほか、ICT化を見据えた制度の改善も

求められる。こういった事項については、長期的な検討課題として、今後の制度見直し

を見据えつつ、関係府省において、今後も検討を進めていくべきである。 

 

３ 給付事務に関する自治体手続の標準化について  

（１）現状と課題 

 〇 保育に関する給付事務に関する手続については、請求に必要な項目、添付書類等が自

治体によって異なっており、事業所を複数展開する事業者や、広域入所が行われている

場合に、手続が煩雑化し、これが保育事業者の負担にもなっている。 

  

〇 一部の自治体や保育事業者では、手続の煩雑性を解消するため、ICTを活用し始めて

いるケースも存在するが、独自のフォーマットによる処理となっており、事業所を複数

展開する事業者等にとっては、今のところ大きな効率化には繋がっていない。 
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（図表 10）給付費申請手続における請求書やデータの流れと課題（仮説） 

 

本検討会 第１回事務局資料より 

 

（図表 11）給付費申請手続における自治体ごとの差異の例 

 
本検討会 第２回グローバルキッズ提出資料より 

 

 〇 なお、制度施行当初より、参考となる様式として、認定こども園のものを提示してい

るが、自治体独自加算等があることなどにより、自治体ごとに差異があると考えられる。

（末尾参考１参照） 

 

（２）実証事業の成果 

〇 実証フィールドの自治体にヒアリング等を行った結果、本来、保育事業者が行うべき

給付申請事務について、自治体側で計算し、申請書の作成まで行っているという運用を
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行っている自治体もあることが分かった。 

 

（図表 12）実証フィールドの概要 

 

 本検討会 第１回事務局資料より 

 

① 給付事務（法定部分）に必要なデータセット 

〇 実証事業の中で、実際の給付事務に活用するという点に関しては、実証期間の制約等

の事情もあり、１つのフィールドでのみの実証にとどまったが、各フィールドでのヒア

リングや、内閣府が実施する「子ども・子育て支援新制度に係る給付事務の実態等に関

する調査研究」におけるヒアリング調査を踏まえると、給付申請に必要な情報として保

育事業者が整備すべきデータセットについては、現時点では、図表 13 のとおりと考え

られる。 

しかし、今回の実証では、フィールド十分な結果が得られなかったため、今回の実証

を踏まえて前提条件を精査しつつ、引き続き、実証を行うことが望まれる。 
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（図表 13）保育事業者が整備するべきデータセットと請求書への変換イメージ 

 
本検討会 第３回事務局資料より 

 

〇 自治体の給付に関するシステム等は、このデータセットを参考にしつつ、導入される

ことが望まれるが、現在でも、自治体ごとに状況が異なっている現状を踏まえると、次

の制度改正を見据えて、実証により得られたデータセット等も踏まえながら、給付に関

する自治体手続を標準化していくことが望ましいと考えられる。 

 

② 給付事務（法定外（自治体独自加算）部分）に必要なデータセット 

 〇 実証事業等を通じ、給付事務について、法定部分に関しては、保育所は、子どもの登

降園の時間を確認し、データを蓄積することで有益であることが示された。また、大半

の自治体で行われており、給付に直接影響を及ぼすことになる「延長保育」に関しても

同様であった。一方、いわゆる「法定外部分」については、自治体ごとの差異があるこ

とから、標準化は難しいと考えられるが、より詳細な調査を行うことで自治体独自加算

の種類は大別できることが今回の調査から予測されるため、標準化に向けては、自治体

ごとのルール化が必要であると考えられる。 
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（図表 14）給付事務（法定外（自治体独自加算）部分）の分類 

 

本検討会 第２回事務局資料より 

 

③ ICT化に伴うセキュリティ上の課題 

 〇 また、給付手続の ICT化を進める場合の保育事業者と自治体間のセキュリティについ

ては、以下の点に留意する必要があるとの議論があった。 

  ・保育事業者（園内）における園内システムのセキュリティ 

・保育事業者が自治体とデータやりとりする際の送受信に関するセキュリティ 

・データのやりとりに、独自通信システムやクラウドを利用する際のセキュリティ 

  ・自治体内のシステム間（LGWANと他のファイルサーバー）の接続ルール 

 

（図表 15）セキュリティに係る論点 

 

本検討会 第３回事務局資料より 
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（３）今後について 

 〇 給付事務については、事務の効率化の観点からは、統一することが望ましい。しかし、

自治体ごとに独自加算や給付費プロセスの仕組みが異なることなどを踏まえると、統一

化は難しいが、保育現場の状況把握しつつ、制度改正などを契機として、可能な限り統

一化・標準化に向けた検討を進めるべきである。 

 

 〇 子ども子育て支援制度は、５年に１回の制度見直しのため、次期制度へ移行する際の

検討に向け、保育分野の ICT化に向けての方針や課題、子ども・子育て支援全国総合シ

ステムの在り方などをより明らかにしていくことが求められる。 

 

４ その他  

 〇 保育現場の ICT化が進むことは、保育士等の業務負担軽減につながるものであり、加

えて、業務負担が軽減された分の時間を有効活用することにより、質の向上が期待でき

る。また、ICT化が進むと、子ども成長に関する情報を把握し、履歴化することが可能

となる。これまでは紙での個別記録だったものがデータ化されれば、分析等にも活用で

き、科学的根拠に基づいて、保育の質向上につなげていくことが可能となると考えられ、

そういった観点からも ICT化を進めていくことは必要である。 

  

〇 また、保育所や幼稚園という就学前教育の場面のみならず、成長に関する情報や学習

記録を小学校ともつなげていくことで、効果的な指導法、蓄積されたデータを活用した

新たな教育ツール、業務効率化のツールの開発にもつなげることが可能となることが考

えられる。将来世代を育成するというのは喫緊の課題であり、こういった取り組みを進

めていくことで、政策・制度についての好循環がもたらされるべきである。 

 

 〇 加えて、今回の議論では、保育士等の負担軽減という観点を中心に議論を行ったが、

子どもの成長に関する観点では、子どもから見た ICT 活用の在り方についても、今後、

議論が必要である。 

 

 〇 実証事業については、時間の制約等もあり、十分な成果が出たとは言い難いが、５府

省の参加により、本検討会が開催的されたのは画期的である。就学前教育に関する課題

については、将来世代の育成という観点から、政府全体で取り組むべき課題であり、今

後も、必要に応じてこのような府省横断的な会議体により、これらの課題に取り組んで

いく必要がある。 
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（図表 16）ICTの活用による「業務効率化」「質向上」に向けての今後の検討課題 

本検討会 第４回事務局資料より 
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（参考１）子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書 
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