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少子化が深刻さを増す中で、2015 年に子ども・子育て支援新制度がスタートした。待機児童解消が少子化問題解決の一

手であるとして、待機児童の大半を占めている 0～2 歳の保育支援のために、自治体の認可事業として「地域型保育」が誕生

した。地域型保育事業は、「家庭的保育」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の 4 種類で、保育所、幼保連携型

認定こども園も含めて多様な施設やサービスの中から、利用者がニーズに合わせて選択できる仕組みとなった。中でも、

「居宅訪問型保育事業」は、一定の条件を満たせば１対１の個別の保育が受けられるものである。また、地域子ども・子育て支

援事業により、一時預かり事業（居宅訪問型）や病児保育事業（非施設（訪問）型）、延長保育事業（訪問型）が位置づけられた

り、仕事・子育て両立支援事業により企業主導型ベビーシッター利用者支援事業が始まったりして、多岐にわたる支援が整

ってきている。その一方で、そのような制度上の支援ではない認可外の居宅訪問保育事業「いわゆるベビーシッター事業」

が、コロナ禍の影響による働き方の多様化や在宅で保育をしている家庭への支援の広がり、利用のしやすさ等から、都市部

を中心に需要が伸びている。子どもの家庭で行う個別の保育（「家庭訪問保育」と呼ぶ）に注目し、その実態を厚生労働省並

びに自治体、事業者等のホームページや資料から捉え概観、整理すると、自治体、利用者（保育者）、事業者それぞれの立

場からの利点並びに課題が明らかになった。それらをもとに、今後さらに多様化する保育ニーズに応えるべく広がりが予測

される「家庭訪問保育」の子育て支援としての機能と展望を論じた。 

 

 

1 はじめに 

 

近年、待機児童が緩やかだが減少傾向が見られるようになった。2022年に厚生労働省が公表した

「保育所等関連状況取りまとめ」によると、保育所の入所を希望し申請しているにもかかわらず、

希望保育所が定員数を満たしているという理由などで入所できない「保育所等待機児童」(待機児

童)は、2022 年 4月1日時点で2,944 人となり、前年に比べると2,690 人減少しており、5年連続

―――――――― 
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の前年比での減少となる1)。一方、2019年からのコロナ禍において、在宅ワーク等の働き方の変化

や新型コロナウイルス感染症予防の面から、集団保育ではない子どもの家庭における個別の保育の

ニーズが広がりを見せている。また、2019 年 10 月から幼児教育保育が無償化となり、在宅で自分

の子どもを育てている家庭（いわゆる無償化の恩恵を直接的に受けていないとされる）への支援を

望む声も聞かれるようになった。待機児童問題を経て、コロナ禍による社会の変容から「家庭訪問

保育」の利用の仕方や役割が変化してきていると考えられる。 

 本稿では、「家庭訪問保育」の現状を概観し整理するとともに、その特性を明らかにし、自治体、

利用者、事業者それぞれの立場からの利点並びに課題及び今後の展望について考えていく。なお、

本稿では地域型保育事業等制度上の「居宅訪問型保育」や地域子ども・子育て支援事業の中の居宅

訪問型、非施設（訪問）型の事業、民間企業等による一般型家庭訪問保育（「ベビーシッター」）等、

子どもの家庭や指定された場所において個別に行う（原則保育者1人：子ども1人）保育のことを

「家庭訪問保育」として論じていく。 

 

「家庭訪問保育」  

 「家庭訪問保育」という名称は公的に行われている保育の名称ではない。公益社団法人全国保育

サービス協会（1989 年に任意団体「全国ベビーシッター協会」として設立。その後 2001 年に「公

益社団法人全国ベビーシッター協会」となる）が行っているベビーシッターの資格認定制度におけ

る研修や、都道府県、市町村等が実施する「居宅訪問型保育事業」または「地域子ども・子育て支

援事業」における訪問型保育に従事するための居宅訪問型保育事業基礎研修（20時間程度の講義と

表1. 家庭訪問保育の整理 

 

事業内容 保育者の要件

企業と法人契約のもとに行う事業

連携事業
市町村・公的機関と連携して行う事業
（制度上の事業をのぞく）

同上、自治体の方で独自の要件があ
る場合はそれに従う

地域型子ども・子
育て支援給付

地域型保育給付
居宅訪問型保育事業

一時預かり事業　　　（居宅訪問型）

病児保育事業　（非施設（訪問）型）

延長保育事業　（訪問型）

（仕事・子育て
両立支援事業）

企業主体型ベビーシッター利用者支援事業 一般型家庭訪問保育と同じ

家
庭
訪
問
保
育

個々の家庭から依頼を受けて行う事業

制
度
上
の
家
庭
訪
問
保
育

（

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に

基
づ
く
事
業
）

（地域子ども・子
育て支援事業）

保育士もしくは看護師または下記の
研修修了者①公益社団法人全国保育
サービス協会実施のベビーシッター
養成研修、ベビーシッター現任研修
②居宅訪問型保育事業基礎研修　③
その他都道府県等が実施する子育て
支援員研修（地域保育コース）家庭
的保育者等研修事業基礎研修 ④認
定ベビーシッター

家庭的保育者（保育士または家庭的
保育者等研修事業認定研修修了済み
であって、居宅訪問型保育事業基礎
研修を修了した者）
慢性疾患時、障がい児等の対応の場
合には、さらに専門研修を受講する
必要あり

民間事業者によ
る事業

一
般
型
家
庭
訪
問
保
育

（『家庭訪問保育の理論と実際』(p.5)を参考に筆者が作成） 
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１日以上の演習）、「認定ベビーシッター」（公益社団法人全国ベビーシッター協会が認定）資格取得

指定校である指定保育士養成施設が行っている「在宅保育・在宅保育論」のテキストに『家庭訪問

保育の理論と実際』という名称が使用されていることから、子どもの家庭や指定された場所におい

て個別に行う保育のことを「家庭訪問保育」と呼ぶようになった。なお、国では認可事業としての

居宅訪問型保育事業以外の訪問型保育を「認可外の居宅訪問型保育事業」（いわゆる「ベビーシッタ

ー」）としているが、本稿ではその両方を含めて「家庭訪問保育」という言葉を用いる。 

 家庭訪問保育の保育者の資格要件については、2019 年 10月 1日よりスタートした幼児教育・保

育の無償化に伴い、居宅訪問型保育事業における保育に従事する者の要件は、「保育士若しくは看護

師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修（都道府県知事がこれ

と同等以上のものと認める市町村長（特別区の長を含む）その他の機関が行う研修を含む。）を修了

したものであること」となっている。その研修とは、①都道府県、市町村等が実施する居宅訪問型

保育事業基礎研修、家庭的保育者等研修事業基礎研修 ②都道府県、市町村等が実施する子育て支

援員研修（地域保育コース）③公益社団法人全国保育サービス協会が実施するベビーシッター養成

研修、ベビーシッター現任研修 ④指定保育士養成施設が実施する公益社団法人全国保育サービス

協会が定める「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目の履修が該当する。そして、この基準

は認定外保育施設指導監督基準に規定されるものであり、すべての家庭訪問保育に従事する者はこ

の基準を満たしていることが必要である（無償化においては 2024 年までの 5 年間は基準を満たさ

ない施設も対象）。表1の中にある家庭的保育者の要件は、一定の資格（保育士、教員、助産師、保

健師、看護師など）がある又は特定の研修修了（区市町村長が行う研修を修了し保育士と同等以上

の知識及び経験を有すると区市町村長が認める者である2）。 

 

家庭訪問保育の歴史的経緯 

1947年の児童福祉法及び学校教育法制定以降、幼稚園や保育所等で行われる施設型集団保育が保

育の大部分を担っている。しかし、子ども子育て支援新制度以来、多様なニーズに対応できること

や、待機児童のための一定期間の受け入れ先として、保育所や認定こども園以外の保育の必要性も

認識されてきている。 

施設型集団保育では担えない夜間や休園（所）日の保育については、近所同士や祖父母等の身近

な親戚による地縁血縁をベースとして行われてきたという歴史がある 3）。しかし、都市化や核家族

化等により、地縁血縁をベースとした個別保育は行われにくくなった。1980 年代までの保育所は、

現在のような延長保育もほとんどなく、利用者にとって必要ではあるものの決して利用しやすいも

のではなかった。そのため、既存の保育制度では対応できないニーズに対応すべく、1980年代後半

からベビーシッター事業が顕現してきた。ベビーシッター事業は、保育所保育を補完すべく、二重

保育（保育所等の保育時間前後の保育）や保育の送迎、また保育所では対応できない曜日・時間帯

等の保育、仕事以外の用事や保護者のリフレッシュ、また集団保育に不安がある子どもの保育等、

個々のニーズに応じて個別に行う融通の利く保育として都市部を中心に広がり始めた 4)。個々のニ

ーズに応じて行うベビーシッター事業は、家庭の要望に合わせた契約により家庭保育専門職（ベビ

ーシッター）が行うものという認識も徐々に社会に受け入れられるようになってきた。 

その頃、国でもベビーシッターサービスを保育所の補完的役割を果たしているものと位置づけ、
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ベビーシッター業界の健全な発展、またベビーシッター自身の保育技術の質的向上が図られる必要

があるという認識に立ち、1991年に社団法人全国ベビーシッター協会（現公益社団法人全国保育サ

ービス協会）が（旧）厚生省の認可団体として設立された。そして、1994年度から国庫補助事業と

してベビーシッター育児支援事業が創設され、ベビーシッター研修事業（新任研修、現任研修、経

営者研修）、在宅保育サービス援助事業等が行われるようになった 5)。2016年からは、企業主導型ベ

ビーシッター利用支援事業が始められ、2019年から認可外の居宅訪問型保育事業として無償化の対

象となった。認可外保育施設指導監督基準においては、その従事者は保育士または看護師、一定の

研修受講を要件とすることが適当であるとされているが、幼児教育・保育の無償化の対象となる認

可外の居宅訪問型保育事業に従事する保育者においては、2024年までは経過措置として基準を満た

さない保育者も認められている。 

2019年（コロナ禍以前）のベビーシッターの平均的な利用実態（公益社団法人全国保育サービス

協会の調査による）は、保護者は就業しており、子どもは保育所や小学校に所属しているが、保護

者の勤務時間によりベビーシッターが保育所等に迎えに行き、保護者が帰宅するまで子どもの家で

過ごすという利用の仕方が多く、週に 2、3 回、2～3 時間程度の利用が多いという実態が明らかに

なっている。 

 

 

２ 「居宅訪問型保育事業」の現状 

 

「居宅訪問型保育事業」 

 居宅訪問型保育事業は、2015年から子ども子育て支援制度が始まったことにより施行された事業

の１つである。児童福祉法第 24条2

項に位置づけられた、地域の実情に

応じて実施される「地域型保育事業」

（家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育

事業）に含まれる。児童福祉法第 34

条の 15 第 1 項に基づき区市町村が

自ら行うものと、同条第 2項に基づ

き、民間事業者等が区市町村長の認

可を受けて行うものがある（表 1.図１.参照）。 

 居宅訪問型保育を利用するには、保育を受ける子どもが次にあげるいずれかの条件を満たしていると

市町村長が認める必要がある。原則３歳未満の保育を必要とする乳幼児で、 ➀集団保育が著しく困難だ

と認められる障害・疾病がある ②保育所の閉鎖などにより、保育所の保育を利用できなくなった ➂入所

勧奨などを行っても保育の利用が困難で、市町村による入所措置の対象となる ④ひとり親家庭で、保護

者が夜間勤務に従事しているなど、家庭環境を鑑みて必要な場合 ⑤離島などの地域に住んでいて、居

宅訪問型保育以外の地域型保育事業の確保が難しい 子どもである 6）。また、居宅訪問型保育の認可基

準は、「職員配置…子ども一人につき保育者一人、職員の資格…保育士または保育士と同等以上の知識

 

図1． 保育施設の分類 
（東京都福祉保健局「認可外保育施設Q＆A」より.枠は著者） 
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や経験があると市町村長が認める者（家庭的保育者）、面積基準…特になし、連携施設…障害児を保育

する場合専門的な支援を受けられる施設の確保が必要」とある。居宅訪問型保育における環境整備（設

備及び備品） としては、 第 ３８条  居宅訪

問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、

事業を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備

及び備品等を備えなければならない（当該事

業を行う事業所 ＝主に子どもの居宅）。保育

の実施に必要な設備や備品は、基本的には

保育の対象となる子どもの家庭に備えられて

いるものを使用することになる。子どもが安全

かつ安心して過ごすことができ、情緒の安定と

健やかな発達が保障される保育環境を整えることが求められる。各家庭の保護者の置かれている状況や

意向を理解し、家族の家庭生活に配慮しながら保育を行うことが重要である。しかし同時に、「保育所保育

指針」についてその理念や内容をよく理解し、それらを踏まえた保育を行うことが「居宅訪問型保育事業

者」には求められる。 

 居宅訪問型保育の認可件数は、他の地域型保育事業に比べると大幅に少ない。個別の保育でコストが

かかるためか、自治体の事業としてあげられていないところが多い。認可件数は少ないが、企業参入の

割合が多いことは顕著である。認可保育所における企業立施設の比率は 5.3％（２０１６年４月１日現在）だ

が、居宅訪問型保育では、60.0％となっている。これは、認可外の居宅訪問事業（ベビーシッター事業）が

先行して広がっていたためだと考えられる。 

  

練馬区の例 

2015年に「子ども・子育て支援新制度」のもと、地域型保育事業のひとつとして誕生した「居宅

訪問型保育」の4月1日時点での受け入れ枠は、2015年当初13人であったが、2022年には242人

となっている 7)（表３）。また、2021 年の受け入れ枠265 人に対し、東京都の利用児童数は164 人

で 8)（東京都「保育サービス利用児童数の状況」）、居宅訪問型保育事業は東京都など都市部を中心

に広がりを見せていると考えられる。 

そこで、東京23区での実施状況を、各区や連携しているベビーシッター事業者のホームページ、

パンフレットから把握した。ホームページ上の情報は2022年10月31日までのものとした。 

東京23区の居宅訪問型保育は、おおむね①待機児童対策、②障がい・疾病のある子どもへの個別

保育として利用されている。待機児童対策と関連して使われているところは9区、運営事業者は７

社であった。②は居宅訪問型保育という名称を使っているのは13区だった。障がい・疾病の程度に

より専門的な支援につながる連携施設を確保する必要がある。独自の障がい・疾病のある子ども向

けの家庭訪問型の事業をしているところもあった。 

 

表2 地域型保育事業の認可件数 

 

資料：厚生労働省「地域型保育の認可件数について」(2016年4月１日調べ) 

厚生労働省「社会福祉施設等調査(2019年10月1日調べ) 

2016年 2019年 株式・有限
会社⽐率

家庭的保育事業 958 899 3.9%
⼩規模保育事業 2429 4937 49.5%
居宅訪問型保育事業 9 10 60.0%
事業所内保育事業 323 595 34.8%
計 3719 6441 41.8%
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待機児童対策として居宅訪問型保育が使われる場合、区によって詳細は異なる部分もあるが、利

用者（保護者）と区（自治体）とベビーシッタ―会社（事業者）は次のような流れで保育を実施す

ることとなる。 

①利用者（保護者）は保育の認定を受け、区の認可保育所等の申込みをする ②待機児童となっ

た場合「居宅訪問型保育」を希望するか否か意向確認がある ③希望すると答えると、区が連携先

として認定している事業者から利用者に連絡が入る ④利用者はおおむね２～３社の中から希望す

る事業者を選択し、契約をする（区が介入することはない）⑤事業者と利用者の面談により子ども

の情報を共有し、保育をする自宅の環境を確認する ⑥子どもの健康診断をする ⑦保育開始とな

る。 

制度上の「居宅訪問型保育」は保育認定が必要で、それに応じて給付金が出る認可事業である。

保育料は認可保育所に準じた額となり、保育は1対1の個別保育である。保育の特性を生かしつつ

「保育所保育指針」に沿った内容が求められる。保育時間も認可保育所同様、短時間保育8時間、

標準時間保育11時間で、延長保育も手続きによって利用できる。給食はなく、昼食やおやつは各家

庭で用意することになるがその分の差し引きはされない。ベビーシッターの交通費が別途必要だが、

ほとんどの場合区が代わりに支払う体制になっている。保育者は数名でチームを組み一人の子ども

を担当し、認可保育所同様指導計画のもと保育を行い、記録を残し、帰宅した保護者にその日の様

子を伝えることが必要である9）。 

かつて各家庭が必要に応じて依頼していたベビーシッターも一般型の家庭訪問保育であり、子ど

もと1対1で過ごしていたが、内容は保護者の要望に応じた過ごし方をしていた。それが制度上の

居宅訪問保育の場合は保育所保育指針にのっとった内容となっている。 

待機児童対策の場合、区ごとに条件が少々異なるが、対象年齢は0～2歳児までと低年齢児になっ

ている。しかし、練馬区は対象年齢が5歳児までであり、連携事業者が4社と多く、連携事業者の

パンフレットには「令和4年度（2022年度）から、練馬区は居宅訪問型保育を認可保育所と同じよ

うに初めから申し込めるようになった」との記載10)があり、他の区より、積極的に居宅訪問型保育

事業を生かしていこうとしているように感じた。そこで詳しいことを電話で伺うこととした。 

練馬区の居宅訪問型保育の担当者の方との通話内容をまとめたのが表４である。この表は通話内

容をまとめ、後日担当者の方に再確認・修正し掲載の許可をいただいたものである。 

 

表３．4月1日時点の保育の受け皿 

 

 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

家庭的保育事業 4,285 4,404 4,256 3,951 3,875 3,800 3,768 3,675

小規模保育事業 25,445 41,620 57,293 71,181 81,987 90,008 96,998 99,519

居宅訪問型保育事業 13 33 163 197 234 261 265 242

事業所内保育事業 5,147 6,270 8,734 11,235 12,946 13,920 14,222 14,339

地方単独保育施策 46,227 45,062 42,137 50,016 49,603 45,340 42,118 38,206

企業主導型保育事業 20,284 59,703 86,354 86,695 101,028 107,815

（厚生労働省「子育て安心プラン集計結果」各年より著者が作成） 
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表4. 練馬区居宅訪問型保育事業 電話による聞き取りまとめ（2022.10.17） 

 

 

 

質　問 回　答

1 　申し込み方法

●「練馬区では、令和４年度から入
園の申し込み時に居宅保育を最初か
ら選択できるようになったのでしょ
うか？

従来は、認可保育所等への入所が保留になることが、居宅訪問型保育
を利用する条件でした。
令和３年４月に待機児童が「ゼロ」になったことから、保護者の利便
性や選択肢の拡大等を踏まえ、令和４年４月の入園選考から、居宅訪
問型保育事業を最初から希望することができることとしました。

2 対象年齢
●対象年齢を0～2歳児とするところ
が多いが、0～5歳児（未就学児）と
なっている理由は何ですか？

児童福祉法をはじめとした関係法令等において、対象年齢が０～２歳
児に限定されていないため、保護者の利便性等を踏まえ、対象年齢を
０～５歳としています。

3 事業者の選考
●運営事業者はどのような基準で選
んでいますか？

居宅訪問型保育事業の認可を受けていることが前提ではあるが、他自
治体での実績や、類似の事業等における実績等を踏まえて、判断して
います。

4
保護者の

事業者選択
●保護者に、各事業者の特徴を伝え
ていますか？

保育園等一覧において、各事業者が自社の特徴等を記載しています。
また、各事業者が作成したチラシ等を窓口に設置し、配布していま
す。

5 巡回指導
●1対1の保育の質を確保するため
区の巡回 指導支援があるとのこと、
どのような対応ですか？

区立保育園の園長経験者等が、利用者宅へ訪問し、保育内容の確認や
助言等を行います。
現在は、コロナ感染防止の観点から、事業者とは書面での確認となっ
ています。

6 開始時期  ●開始時期はいつからですか？
・障がい児向け　平成27年12月1日より
・一般向け　　　平成30年11月1日より

7
障がい児向けの

事業者

●障がい児向けの居宅訪問型保育
は、他の区も同じ事業者が請け負っ
ているが、他の事業者はないので
しょうか？

集団保育が著しく困難な乳幼児に対し実施する障害児向けでは、法令
等の規定により、連携する障害児入所施設を確保しなければならない
とされています。本区においては、この連携施設を確保しているの
は、本事業者　のみとなります。

8 指数の扱い

●令和2年8月「よくある質問と回
答」より、居宅訪問型保育事業を利
用した場合、認可保育園等の利用調
整で、指数が2点加算されるのです
か？

令和４年１０月に発行した保育利用のご案内では、児童に係る調整指
数「23」として、地域型保育事業に一定時間以上の申込児童を預かて
いる場合に、「＋２点」となります。
居宅訪問型保育事業も本調整指数の対象となっています。

9 定　員

●今年は居宅訪問型保育事業の定員
が50名ほどでしたが、利用申請時に
「居宅訪問型保育事業」を最初から
希望した方はいましたか?

令和４年４月の入園選考から、認可保育所等と一緒に、居宅訪問型保
育事業を希望することができることとしました。５月以降の毎月の選
考においては、居宅訪問型保育事業者を第一希望としている申込者も
出ています。

10
ベビーシッター

との違い

●自宅で保育をするいわゆるベビー
シッターとの違いはどのようなとこ
ろでしょうか？

居宅訪問型保育事業を利用するためには、保育認定が必要となりま
す。
また、居宅訪問型保育事業では、保育以外の家事や利用児童以外の
きょうだいの保育等は対応していません。

11 保育者

●居宅訪問保育の場合はチームで担
当すると聞きますが、どう対応して
いるのでしょうか？

事業者からは、お子様１人に対し、担当保育者は２～３人のチームで
保育を行っている事例が多いと聞いています。
事業者により、様々な保育のやり方があるため、詳細は、事業者に確
認すると良いです。

12 多胎児
●1対1の保育だと双子の利用できな
いでしょうか？

双子の場合は、訪問する保育者は２人になります。
保育に関しては、同じ部屋で行う場合や、違う部屋で行う場合がある
ようです。
詳細は、事業者に確認すると良いです。

13 課　題

●「居宅訪問型保育事業」という新
たな認可保育は 保育の選択肢を広
げたように思ますが、課題と感じる
のはどのようなことでしょうか？

区民の方からは、「保育者が急にお休みになった場合の対応」や「訪
問される保育者の質」に関し、心配の声が寄せられます。
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電話で説明を受け、練馬区の居宅訪問型保育事業の対象年齢が他の区より大きい5歳までであっ

たり、認可保育所と同じ時に申し込むことができたりするのは、2 年連続して待機児童が「ゼロ」

となっているからだということがわかった。今年度から保護者の利便性や選択肢の拡大を踏まえ、

居宅訪問型保育事業を希望する保育施設として 初から希望することができるようにしたというこ

とだった(待機児童に限定しなければ、0～2歳に限定することなく、5歳までを対象)。 

練馬区で居宅訪問型保育事業の認定を受けている運営事業者4社は、それぞれに居宅訪問型保育

事業専用のパンフレットを作成している。ホームぺージからも閲覧できる。居宅訪問型保育を短時

間体験できるプログラムを用意している事業者もある。居宅といっても家の中での保育だけでなく、

子どもの状態や保護者との話し合いにより、近所の公園や児童館を利用したり季節感を感じる散歩

の時間を計画したりしている。保育内容は担当のベビーシッターがチームとなり考えている11)。 

待機児童数が緩やかに落ち着きはじめた今、保育の枠を増やす以外に、保育の形態に様々な選択

肢があることはこれからの保育に求められていくことなのかもしれない。 

居宅訪問型保育の特徴である1対1の保育は、子どもにとっては個々に応じた手厚い保育を可能

にする。慣れ親しんだ家庭で過ごせることは、低年齢児にとって負担が少ないことでもある。一方

で他の人の目がない中での保育、家族のいない自宅に人を上がらせることに抵抗がある人もいるの

で、保育者と保護者の信頼関係が何より大切になるだろう。そのためには、日々の子どもの様子を

共有することができ、小さな成長を共に喜べる関係、疑問や不安に思ったことをすぐに相談できる

体制があることも大切だと考える。それは、利用者だけでなく保育者にも必要な仕組みである。 

 

 

3 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、企業等からの事業主拠出金を財源として行われる

「仕事・子育て両立支援事業」で、2016年度に創設された。この事業は内閣府より委託を受けた「公

益社団法人全国保育サービス協会（以後「全国保育サービス協会」とする）」が実施事業者となり、

ベビーシッター派遣事業として次の 2 つの割引券発行による助成支援を行っている（表 5 参照）。  

この支援を利用するに

は、勤め先の事業主が全

国保育サービス協会に

申し込み、ベビーシッタ

ー派遣事業のための「承

認事業主」になる必要が

ある。利用者は「承認事

業主」に雇用されており、

乳幼児等の保護者であ

ることに加え、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等又はひとり親家庭であるこ

とによりサービスを使わなければ就労することが困難なこと、が条件となっている。対象は乳幼児

から小学校3 年生（健全育成上の世話が必要な場合場合6 年生）までの子どもと年齢幅が広い 12）。 

表5．企業主導型ベビーシッター派遣事業における「ベビーシッター派遣事業」（2022年度） 

 
（公益社団法人全国保育サービス協会ホームページを基に著者が作成）    

通常分 多胎児分

割引額
1⼈1⽇4400円（2,200円×2枚）
1カ⽉24枚まで 年間280枚まで

多胎児2⼈   1家庭1⽇1枚   9,000円
多胎児3⼈以上 1家庭1⽇1枚 18,000円
原則年度内に2枚 事由により4枚

所得制限

利⽤⼿数料
中⼩企業（従業員1000⼈以下）1枚につき70円
それ以外（従業員1000⼈以上）1枚につき180円

 多胎児2⼈     多胎児3⼈以上
中⼩企業 270円     540円
それ以外 720円     1440円

なし
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サービス内容は①家庭内での保育や世話 ②家庭と保育施設の送迎（保育等施設間の送迎は不可）

となっている。②の送迎では、送迎の行程や乳幼児の様子を保育記録として記載して保護者に報告

することなどの規定がある。あくまでも就労を支えるための支援であるから、家事代行、就労時間

外の保育、習い事の送迎、自宅以外での引き渡しなどはできない13)。 

利用できるベビーシッター事業者は、全国保育サービス協会が「ベビーシッター派遣事業割引券

等取扱事業者」と認めた事業者のみとなる。2022 年度は全国で70社の請負型事業者と2社（うち

1社認定条件あり）のマッチング型事業者が、「割引券等取扱事業者」となっている14)。これらは前

述の、全国保育サービス協会のホームぺージから地域ごとに調べることができる。東京都の場合、

請負型事業者50社、マッチング型事業者２社となっている。 

 以下、茨城大学の教職員対象の「ベビーシッター派遣事業」を例に、割引券の利用方法を具体的

に示す。なお、図２のちらしは、茨城大学ダイバーシティ推進室で作成したものである。 

＜利用契約 利用申込＞ 

利用者は全国保育サービス

協会が認定した割引券取扱ベ

ビーシッター事業者と、事前に

利用契約・利用申込みをする。 

＜割引券申込＞ 

申込みフォームに必要事項

を入力（概ね利用開始日の1か

月前の月末まで）する。 

＜割引券送付＞ 

事業主が申請内容と必要書

類を確認後、全国保育サービス

協会へ割引券の発行を申請し、

割引券（電子版URL）がメール

にて利用者に送付される。 

＜サービス利用時＞ 

サービス利用時に、割引券 URL より割引券画面を開き、ベビーシッターが提示する QR コードを

読み込み、必要事項を入力し利用登録を完了。利用金額から割引券額を差し引いた金額をベビーシ

ッターに支払う。 

＜サービス利用後＞ 

割引券を利用したこと（使用日時・枚数）を速やかに事業者の担当部署にメールで報告する。当

初割引券は紙の券で、事業主、利用者、ベビーシッター事業者いずれにとっても手続きに煩わしい

ところがあった（領収書のやり取り、立替、券の保管、手渡し、押印、在庫管理）。しかし2021年

度から電子化が進められ、2022年度はすべて電子化されている。また、雑所得扱いだった助成額は

子育て支援の観点から、2021年から非課税扱いとなり、この点からも利用しやすくなった。 

全国保育サービス協会が月ごとに発表している利用状況を、2018 年度から 2021 年度をまとめる

と表6のようになる15)。 

 
図２. ベビーシッター派遣事業割引券についてのちらし 

（茨城大学ダイバーシティ推進室作成） 
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通常分の割引券については、49,022枚から271,266枚と利用が大きく伸びている。2019年度の終

わりから広まった新型コロナ感染症拡大により、2020 年 4 月に緊急事態宣言が発令され、保育所や

幼稚園、学校で休園・休校並びに登園（校）自粛要請が相次いだ。そのときに都市部（首都圏）を中心に注

目されたのが、子どもの自宅で保育を行う家庭訪問保育、中でも個別に契約できるベビーシッター事業

であった。保育所や幼稚園、学校等が臨時休業になっても仕事を休めず、一時預かりや放課後児童クラ

ブ等も利用できない保護者や、在宅ワークを行う際に仕事に集中したい保護者などのニーズに応じ、急

速に利用者が増加した。 

この企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を利用できる利用者は、厚生年金、子ども・子育

て拠出金を収める事業主に、雇用されている労働者となっているが、新型コロナ感染症の影響によ

り、2020 年から 2021 年にかけては、フリーランスに向けた特別措置が行われている。表右端にあ

るフリーランス協会分とは、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置で、個人事業主

にも対応していた時の数値になる。申込み・受付等の業務は、「一般社団法人プロフェッショナル＆

パラレルキャリア・フリーランス協会」に委託されていた。 

この特例措置対象者は個人で仕事をしている自営業、フリーランスであることに加え、配偶者が

仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられないこ

とが条件となっている。新型コロナウィルス感染症拡大によって、小学校や保育所等が臨時休校・

休園となった場合(自主的な休みは対象外)には、割引券1枚2,200円を、一人1日5枚（11,000円）

まで、1 か月 120 枚まで、年間上限なしで利用することができた。対象となる子どもは乳幼児から

小学校3年生（障がい、条件によっては6年生まで）である。多胎児に関しては、自営業やフリー

ランスの利用は対象外となっている16)。 

フリーランス協会分の割引券は2020 年 5月から発行され2021 年 3月の終了時までに28,000 枚

以上発券されている（表６）。コロナ禍は、保育施設が利用できずにこの特例措置を利用した人に加

え、在宅勤務という就労形態が広まったこと、感染防止の観点から保育においても非接触の対応が

模索されたこと等から、自宅で保育をする訪問保育という形態を、子育て世代を中心に、身近に考

える機会になったといえる。フリーランス協会分の割引券の特例措置は2021年度で終了している。

先にも触れたが、ベビーシッター派遣事業は事業主がまず「承認事業主」になることから始まる。

表7には承認事業者数の推移を示した。年々増加していることがわかる。事業主にとっても少ない

額で従業員の子育て支援ができることは魅力があると考えられる。      

2015 年度の厚生労働省が行っていたベビーシッター派遣事業では、一人当たり 1,700 円の割引

額に対し中小企業は850円、大企業は1,140円支払わなくてはいけなかった17)。利用者側から見て

表6．ベビーシッター派遣事業実施状況清算枚数（2018年～2021年） 

 
（公益社団法人全国保育サービス協会データより筆者が作成） 

（前年比） （前年比） （前年比）

2018年度（平成30年度） 49,022 枚 112.0% 98 枚 131.0% 4 枚 100.0%

2019年度（令和元年度） 87,950 枚 179.4% 144 枚 146.9% 8 枚 200.0%

2020年度（令和2年度） 211,184 枚 240.1% 130 枚 90.3% 5 枚 62.5% 23,785 枚

2021年度（令和3年度） 271,266 枚 128.5% 168 枚 129.2% 12 枚 240.0% 4,352 枚

フリーランス

協会分
通常分
2,200円

多胎児
9,000円

多胎児
18,000円
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も、当時のベビーシッター派遣事業の助成分は雑所得として扱われ、確定申告が必要な場合があっ

たことから積極的な利用につながりにくかった。 

2021 年度より、保育を主とする国や自治体から

の子育てに係る助成等について子育て支援の観点

から、所得税・個人住民税を非課税とする措置が応

じられている。これにより、実際に収入として入っ

たわけではない助成額が雑収入として扱われ、次年

度の税金や保育料に影響することはなくなり、利用

しやすくなっている。 

現在ベビーシッター事業者は「請負型（いわゆる

派遣型）」と「マッチング型」の2つのタイプがあ

る。ベビーシッター派遣事業では東京都の場合、50社の請負型業者と2社のマッチング型事業者の

なかから、自分が利用する事業者を選択することになる。トラブルを防ぐためにも両者の違いを知

っておく必要があると考える（表８）。 

「請負型」は昔からあるいわゆる派遣型のベビーシッター事業者になる。利用する際は事業者に

申し込み、その事業者に所属している

ベビーシッターのなかから、条件にあ

う者を事業者の方でコーディネーター

などが調整して決めていく。指名がで

きることもある。一方「マッチング型」

の場合はインターネット上にあげられ

た多くのプロフィール情報（写真、保

有資格、保険加入の有無、できること、

保育経歴、子育て経験、対応範囲等)か

ら条件に合うベビーシッターを利用者

自身が選び、直接そのベビーシッター

と契約をする。大手のマッチング型の

サイトには 1000 人、2000 人のシッタ

ーが登録されている個人対個人の契約で、マッチングサイトの運営会者が契約にかかわることはな

い。したがってトラブルが起きた場合「請負型」は事業者が間に立ち対応するが、「マッチング型」

では当事者間で解決していくこととなる。 

 

 

4 東京都 ベビーシッター利用支援事業 

 

 東京都は2022年10月現在で、ホームページ上に4つのベビーシッター利用支援事業をあげ

ている。「東京都ベビーシッター利用支援事業（ベビーシッター事業者連携型）」、「東京都ベビ

ーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）」、「東京都ベビーシッター利用支援事業（新型

表7．ベビーシッター派遣実施状況 承認事業主数 

 

（前年比）

2018年度（平成30年度） 576 社 107.0%

2019年度（令和元年度） 1,279 社 222.0%

2020年度（令和2年度） 1,898 社 148.4%

2021年度（令和3年度） 2,678 社 141.1%

承認事業主数

（公益社団法人全国サービス協会データより著者が作成） 

表8．請負型サービスとマッチング型サービスの違い 

 

（公益社団法人全国保育サービス協会ホームページより著者が作成） 

請負型（いわゆる派遣型） マッチング型

利⽤者がベビーシッター事業者に申し
込むと、事業者が所属するベビーシッ
ターの中から希望に沿うベビーシッ
ターをコーディネートして派遣

シッターの選び⽅
利⽤者がマッチングサイトを⾒ながらベ
ビーシッターを選び、⾃分で選んだベ
ビーシッターと直接契約する

利⽤者←（契約）→事業者 契約⽅法 利⽤者←（契約）→ベビーシッター個⼈

事業者が対応 事故の対応 原則当事者間で協議し解決

会員登録（⼊会⾦、年会費が発⽣する
ことが多い
基本料⾦は⼀律の設定が多い

料⾦設定⽅法等

⼊会⾦、年会費は事業者によりさまざま
料⾦はベビーシッター⾃⾝ができるこ
と、提供できるサービスにより決定
当⽇等、急な依頼でも⽐較的⾒つけやす
い
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コロナウィルス関係）」、「ウクライナ難民への対応に係るベビーシッター利用支援事業（ベビーシッター

事業者連携型）」の４つである。それぞれの事業について、ホームページ上の情報及び、連携事業者の

パンフレットなどから地域の特徴をふまえた家庭訪問保育として内容を概観することとする。4 事業の概要

は表９のとおりである 18）。 

「東京都ベビーシッター利用支援事業（ベビーシッター事業者連携型）」 

 待機児童対策の一環として 2018 年に始まった（以後この事業を「待機児童支援事業」とよぶ）。住んでい

る区から通知をもらった者が対象者で、①保育所等の０～５歳児クラスに相当する待機児童の保護者 

②0 歳児で保育所等への入所申し込みをせず 1 年間の育児休業を満了した後、1 歳の誕生日から復職

する保護者 ③夜間保育を必要とする保護者 となっている。待機児童については、認可保育所に入所

するまでの間、又は夜間帯の保育が必要な場合利用できる。東京都のホームページに記載されている認

定事業者一覧からベビーシッターを選ぶと、1時間当たり150円で利用できるという支援である。ホームペ

ージ上では 12 区 8 市で行われており、東京都の認定事業者となっているのは 16 社だった 19）。 

 東京都で、ベビーシッターを利用すると 1 時間当たり 1,500～3,000 円程かかるので、長時間使うことは

金銭的に厳しいが、この支援を使うことにより現実的な金額となっている。利用するには認可保育所と同じ

ように、保育認定が必要になる。また、認可保育所のように、はじまりが 4 月に限定されないので、子ども

の生まれた月に左右されず、希望すれば 1 年間安心して育児休暇を所得したうえで仕事に復帰すること

ができることも利点と考えられる。 

 行政側から見ると、土地を探し、建物を建てるところから始まる施設型の保育に比べ、訪問保育はコスト

がかからず、施設の維持管理にかかる費用も必要ない利点がある。保育を必要とする家庭に素早く支援

表９．東京都ベビーシッター利用支援事業一覧 

 

（東京都ベビーシッター利用支援事業ホームページより著者が作成） 

事業名 内　　　容 支援内容
実施

区市町
村数

認定
事業者

数

東京都ベビーシッター利用支援事業
(ベビーシッター事業者連携型)

※「待機児童支援事業」

①未就学児の待機児童の保護者対象（保育認定が必
要）
②保育所の0歳児クラスに入所申し込みせず、1年間
の育児休業を満了した後、復職する方
③夜間帯保育を必要とする保護者が、保育所の代わ
りとして、東京都の認定を受けた認可外のベビー
シッター事業者を1時間150円で利用できる

150円/時　で利用
月～土　7:00-22:00のうち
短時間認定　1日8時間　月160時間ま
で長時間認定
1日11時間　月220時間まで

12区
8市

16社

東京都ベビーシッター利用支援事業

（一時預かり利用支援）
※「一時預かり支援事業」

①日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育
が必要となった保護者　（保育認定の必要なし）
②ベビーシッターを活用した共同保育（保護者等と
ベビーシッターによる保育）を必要とする保護者
①②の利用料の一部を補助することにより、保護者
の多様なニーズに応えるとともに、ベビーシッター
を安心して利用できる環境を整備する。

未就学児（小３までのところも）対象
東京都の認定業者から事業者を選び契
約利用後料金を事業者に支払ったのち
必要書類をそろえ区に補助金を申請す
る
1人当たり補助額 7:00-22:00  2,500
円/時 　22:00-7:00 3,500円/時
年間144時間（多胎児288時間）

13区
2市

23社

東京都ベビーシッター利用支援事業

（新型コロナウィルス関係）
※「新型コロナ関係支援」

新型コロナウイルス感染症の影響により、認可外の
ベビーシッターの利用を余儀なくされた場合に、こ
れによる新たな費用負担を軽減するため、既存の枠
組を利用し利用料の一部を助成する。
①ベビーシッター事業者連携型
②区市町村バウチャー型
③区市町村認可居宅訪問型保育事業

①②1人当たり2,250円/時（自己負担
150円/時）早朝7:00-9:00 夜間17:00-
22:00は400円加算
③給付費相当額（日割り相当額）月～
土7:00-22:00（祝・休日年末年始除
く）

9区
10市

ウクライナ難民への対応に係る
ベビーシッター利用支援事業
（ベビーシッター事業者連携型）

※「ウクライナ難民支援」

ウクライナからの避難を余儀なくされた者が、認可
外のベビーシッターを利用する場合の利用料を助成
する　　　　ロシアによるウクライナへの軍事侵攻
以降に戦火を逃れるためにウクライナから非難して
きている児童（満12歳に達する年度の末日まで）の
保護者が対象

助成券の利用で利用料は発生しない
月220時間まで

9社



茨城大学全学教職センター研究報告(2022) 

- 118 - 
 

を届けることもできる。 

 ホームページ上の保護者アンケートでは、個々に応じた保育に満足しており、「育児について相談がで

きる関係になれた」「子どもの成長を共に喜べて嬉しい」など、肯定的な感想が見られる。1 対 1 の訪問保

育は、施設で行う集団保育とは違う専門性が求められるが、保育の質を保つため、「待機児童支援事業」

に従事するベビーシッターは、①この事業の参画事業者として認定されたベビーシッター事業者に所属

していること、②「東京都居宅訪問型保育基礎研修」及び「ガイダンス研修」を修了していることが要件とな

っている（保有する資格により受講免除あり）。 

事業者としては 待機児童型訪問保育は 定期的に固定した利用が確保される利点がある。 

 

「東京都ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）」 

 各区市町村により定めるところに多少の違いはあるが、理由の如何を問わず365日、24時間利用できる

ことが多い(以後「一時預かり支援」とよぶ)。保育認定の必要もなく、多様なニーズに応じた支援で急速に

広がっている。13 区2 市で実施され、都は 23 の事業者を認定事業者としている 19）。 

各区市町村のホームページでは、保護者のリフレッシュ、冠婚葬祭、通院、学校行事、美容院、など

様々な理由が上がっている。保育施設に子どもを預ける一時預かりは少し前からの予約が必要だが、こ

の「一時預かり支援」は当日、スマホにより予約を入れて利用することも可能なので、頼れる子育て支援者

が身近にいない場合、心強い支援であり今後も需要が伸びていくと考える。 

「一時預かり支援」のもう一つの利用の仕方が「共同保育」である。これは家庭内でベビーシッターと一

緒に子どもを保育することで、子育て不安の解消を図る目的がある。事業者によっては双子、三つ子の保

育に力を入れているところ、障がい児の保育に力を入れているところ、ひとり親家庭に寄りそうところなど、

「共同保育」による育児支援を積極的に考えている。近隣関係が希薄といわれる都市部において、何気な

い日常の子育ての大変さ、喜びを安心して分かち合える人がいることで、子育てを前向きに考えるきっか

けになると考えられる。 

「一時預かり支援」は様々な保育のニーズを受け止めるものであるから、様々な状況の家庭生活に触

れるきっかけにもなっている。その中から、これから先の子育て支援の課題を見つけることもできるとすれ

は、子どもを預かるのではなく共に育てる「共同保育」という考え方には、今後の子育て支援のヒントが隠

れていると考えられる。 

 

「東京都ベビーシッター利用支援事業（新型コロナウィルス関係）」 

2022 年 4 月 1 日から始まった支援事業である（以後「新型コロナ関係支援」とする）。2019 年の終わりご

ろから世界中に広がった新型コロナウィルス感染症は、保育施設の在り方、家庭内での仕事の在り方に

大きな影響をもたらした。この支援事業では、臨時休園となった保育所等の利用児童を既存の枠組を利

用して受け入れ、利用料の一部を助成するものである。既存の受け入れとは「待機児童支援事業」「区市

町村バウチャー型」「区市町村認可居宅訪問型保育事業」の３つで、いずれも自治体が認めたベビーシッ

ター事業者と、利用者のつながりや、料金システムの流れができているシステムで、素早い対応を可能に

したと考える。 

企業主導型保育事業においては、ベビーシッター派遣事業が 2021 年をもってフリーランスに対する特

別措置を終了しているため、東京都の「新型コロナ関係支援」はそこを補うものになっている可能性がある。 
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 訪問保育は施設を必要としないので、人材確保と料金利用上のシステムができていれば迅速に対応で

きる。そう考えると、行政はこれからも様々な場面で、事業内容に合わせてベビーシッター事業者を認定

し、そこに勤務するベビーシッターとの関係を生かした支援事業の導入を検討していくことが考えられる。 

 

「ウクライナ難民への対応に係るベビーシッター利用支援事業（ベビーシッター事業者連携型）」 

「ウクライナ難民への対応に係るベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連連携

型）」（以後「ウクライナ難民支援」とよぶ）は「新型コロナ関係支援」と同様に、既存のシステ

ム・関係を生かし、迅速に対応した支援事業である。「待機児童支援」と同じく、ベビーシッター

事業者連携型となっている。 

 この事業を利用する者はまず「パスポート等の写し」「難民の証明」を提出し、専用システムのアカウント

を申込む。対象者である確認が取れると、東京都が選んだ対象事業者の中からベビーシッターを選び申

し込む。利用時に専用システムから発行した助成券コードをベビーシッターに伝えると、料金は東京都か

ら事業者に支払われる、というものである。アカウント登録→認定されたベビーシッター事業所と契約・予

約→利用→助成券コードをベビーシッターに伝え精算という流れは「待機児童支援」と同じになっている。 

「ウクライナ難民支援」の対象児童は 12 歳までで、幼稚園・保育所、小学校に当たる子どもたちである。べ

ビーシッター事業者が対象とする子どもが、新生児から 12 歳まで（小学 6 年生）が一般的であることはス

ムーズな対応につながるのではないかと思われる。 

 これらの 4 つの事業と並んで、ホームページにはこれらの事業への参画事業者を募集するサイトと、こ

れらの事業を支えるベビーシッターを募集するためのサイトがある。かつて家庭の要望に合わせた私的

な契約をしていたベビーシッターという家庭訪問保育は、都市部を中心に、行政が行う支援の担い手とし

て連携する、公的な契約に変わってきている。また、様々なシステムの電子化がそれを後押ししている。 

 

 

５ 課題と展望 

 

子どもの家庭で個別に行われる保育である「家庭訪問保育」に注目し、現状を把握してきた。新たに事

業が加わったり、様々な変動があったりして、全貌を理解するのは困難であった。しかし、利用者、事業

者（保育者）、自治体のそれぞれの利点並びに課題が明らかになった。 

＜利点と課題＞ 

○利用者 （保護者） 

制度上の居宅訪問型事業、企業主導型ベビーシッター利用者派遣事業、東京都のベビーシッター利

用支援事業など、さまざまなタイプの家庭訪問保育が手軽な料金で使えるようになったことに加え、2021

年より助成分が非課税扱いとなり、利用の後押しとなっている。コロナ禍やむを得ず家庭訪問保育を利用

した人が増えたことは家庭訪問保育を身近に考える機会となっていったと考えられる。 

待機児童対策だけでなく、家庭で子どもを育てている保護者にとっては、365日何時でも理由を問わず

利用できる「一時預かり」は、貴重な支援になっていると思われる。また子どもを預けるのではなく、家庭保

育専門職であるベビーシッターと共に子育てをするという「共同保育」という考え方は、子育てを楽しいと

感じるきっかけになる可能性をもっている。 
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このように、家庭訪問保育が身近になってきているが、いずれの場合もベビーシッターを契約するのは

保護者である。「請負型（派遣型）」「マッチング型」のどちらを利用したとしても、今のままでは保護者の責

任は大きい。ベビーシッター利用ガイド 20）には、厚生労働省が示している「ベビーシッターを利用する時

の留意点」が掲載されている。多数の確認事項を保護者だけの責任にせず、何重にも重ねたフィルター

が予想されるリスクを排除していくような仕組みが望まれる。 

○事業者（保育者） 

「居宅訪問型保育事業」は認可された初めての訪問保育として、これからの展開に関心が高まっている。

自治体とつながることは、個々の家庭との契約と違い、公的な契約であり、その契約をもつことで事業者

への信頼が得られる。定期的な利用者への対応、保育所保育指針に沿った保育を模索する中で、他の

保育へも前向きな変化が生まれることに期待したい。待機児童中心の対応が落ち着いた時には、1 対 1

の保育の良さが生かせ、個々の子どもの状態に合わせた保育の場として、新しい展開が生まれる可能性

もあるのではないかと考える。 

また、様々なタイプの利用の仕方は そこで働くベビーシッターの働き方にも影響を与えている。保育

者のライフスタイルに合わせた働き方、自分の得意な方面を生かした働き方が考えられている。しかし、

正規雇用者はほとんどいないという現状もあり、課題の一つである。たとえ短い時間であっても子どもの

命を預かる仕事であるから、プロとしての研鑽を積むことは忘れてならない。 

〇自治体 

待機児童対策から居宅訪問型保育という家庭訪問保育につながったが、施設を建設することに比べる

と、費用が抑えられることや急な対応にも応じられるといった利点がある。しかし、予算的な事だけでなく、

1 対 1 の保育でできること、家庭の中に入って保育する支援であることなど、子どもにとって最善の保育を

模索する視点での施策が望まれる。事業者と連携することで必要に応じて短期間で支援に結び付けられ

るということは今後、様々な場面で生かされる。利用者の利用しやすさと保育の質（リスク排除も含む）の両

者を充実できることが必要である。指導監督の徹底や利用者からの意見の反映などが課題となる。 

 

 

６ まとめ 

 

家庭訪問保育の特徴は、1 対1 で行われる保育であることと、子どもの居宅に保育者の方が出向いてく

るということだと考える。その特徴を生かした保育を模索することは、今後の子育て支援や保育の可能性

を広げることになる。どのような保育の形を選ぼうと、子どもの安全と健全な成長を支える場であることは常

に意識しなくてはいけない。「居宅訪問型保育」「一時預かり」「共同保育」といった家庭訪問保育は、施設

型の集団保育では対応できない様々なニーズや、現在の社会状況によって必要とされる子育て支援に

果たす役割が大きくなっていく可能性がある。様々な利用支援で手軽な金額で利用しやすくなったこと、

自治体と連携した利用方法の広がりで、都市部では身近なものとなりつつある。利用者（保護者）、事業者、

ベビーシッター、行政と、それぞれの立場からだけの利点を求めるのではなく、子どもにとってどのような

保育が必要なのかという視点で連携していくことが求められる。そのなかで、保育の質を高めるための研

修、子どもとかかわる者同士の信頼関係を築く仕組みを具体的に作り上げていくことが今後の課題である

と考える。 
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