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事 務 連 絡 

平成 28 年６月 24 日 

各都道府県、指定都市、中核市 

子ども・子育て支援新制度担当部局 御中 

内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当） 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による仕事・子育て両立支援事業

の創設について 

 平素より、子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援新制度の

施行にご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（平成 28年法律第 22

号。平成 28年４月１日施行）の制定に伴い、仕事・子育て両立支援事業が

新たに創設されました。 

 これを受け、仕事・子育て両立支援事業の実施に関して各自治体において

特に御留意いただきたい事項を下記のとおりお示しいたします。各都道府県

におかれては、内容について十分に御了知のうえ、各市町村（特別区を含

む。以下同じ。）への周知・助言や関係各団体との連携による適切な対応を

お願いします。 

なお、子ども・子育て支援法の改正により内閣総理大臣が策定する基本指

針（以下「基本指針」という。）の記載事項に仕事・子育て両立支援事業が

追加されているところ、今後、基本指針の改正を行う予定ですので、あらか

じめ御承知おき下さい。 
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記 

 仕事・子育て両立支援事業は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第

59条の２第１項に規定する施設（同項の規定による届出がされたものに限

る。）のうち同法第６条の３第 12項に規定する業務を目的とする施設の設置

者に対する助成及び援助を行う事業である。 

児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号）第 49条の２イからハ

においては、児童福祉法第６条の３第 12項に規定する事業所内保育事業を

目的とする施設であって、同法第 34条の 15第２項の認可を受けていないも

のについては届出対象外施設としていたところであるが、今般、仕事・子育

て両立支援事業が創設されたことに伴い、児童福祉法施行規則の一部を改正

する省令（平成 28年厚生労働省令第 81号）により、届出対象外施設となる

同規則第 49条の２各号に掲げる施設から仕事・子育て両立支援事業に係る

ものを除くこととした。 

児童福祉法第 59条の第 1項に規定する施設（以下「認可外保育施設」と

いう。）としての届出があった場合、都道府県知事は、当該届出に係る事項

を当該施設の所在地の市町村長に通知することとなっており（同法第 59条

の２）、また、都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるとき

は、報告の徴収・立入り調査等、改善勧告、事業の停止・閉鎖命令を行うこ

とができるとともに、これに際して、市町村長に対し、必要な協力を求める

ことができる等とされている（同法第 59条、第 59条の２の６等）。 

 このため、都道府県においては、本事業の対象となる施設に対し、他の認

可外保育施設と同様に、「認可外保育施設に対する指導監督の実施につい

て」（平成 13年３月 29日雇児発第 177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知）等による適切な指導監督に遺漏なきようお願いする。なお、企業主

導型保育事業に係る事業所内保育施設（以下「企業主導型保育施設」とい

う。）については、「平成 28年度企業主導型保育事業等の実施について」（平
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成 28年５月２日府子本第 305号、雇児発 0502第１号内閣府子ども・子育て

本部統括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙「平成 28年

度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」第２に定める企業主導型保育助成

事業の実施主体（公益財団法人児童育成協会（以下「協会」という。））が、

助成を受けた企業等に対し指導・監査（基準の適合状況等助成要件の確認に

係るものに限る。）を行うこととしていることから、都道府県が指導監督を

行うに当たっては、可能な限り当該実施主体と連携を図っていただきたい。 

 また、仕事・子育て両立支援事業の実施に当たっては、企業主導型保育事

業及び企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を行うこととしているが、

特に企業主導型保育事業については、待機児童の解消に向け、平成 29年度

末までに最大５万人の保育の受け皿を確保することとしていること等を踏ま

え、各都道府県、市町村におかれては、具体的に以下の点に留意されたい。 

１ 保護者等への情報提供 

児童福祉法第 59条の２第１項各号及び児童福祉法施行規則第 49条の３

各号において届出事項とされている保育サービスの内容及びその利用者負

担額、保育士等の配置数等のほか、連携施設の有無、地域枠の設定状況な

ど企業主導型保育施設の情報については、企業主導型保育助成事業の実施

者である協会より都道府県に情報を提供することとしていることから、都

道府県は、管内で実施されている利用者支援事業等において活用等が図ら

れるよう管内市町村への当該情報の提供に努めること。 

また、市町村は、利用者支援事業などにおいて、保育所等への入所を希

望する保護者に対し、当該企業主導型保育施設も含めて案内するなど必要

に応じて企業主導型保育事業の積極的な活用に努めること。 

なお、子どもが企業主導型保育施設を利用している保護者が、保育所等

への入所を希望する場合に、当該企業主導型保育施設を利用していること

をもって、保育所等への入所に係る利用調整の過程において不利な取扱い

をすることがないよう配慮願いたい。 
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２ 都道府県等が実施する保育従事者等に対する研修 

都道府県及び市町村は、各自治体において実施する保育従事者等に対す

る研修について、企業主導型保育施設の設置希望者や企業主導型保育施設

等に周知を行い、研修への参加を促すこと。 

また、協会において実施する保育従事者等に対する研修（子育て支援員

研修）についても積極的に活用されたい。 

※「子育て支援員研修事業の実施について」（平成 27年５月 21日付け雇

児発 0521第 18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙

「子育て支援員研修実施要綱」については、近日中に改正する予定で

ある。

３ 設置を希望する企業等への助言等 

都道府県及び市町村は、企業主導型保育施設の設置を希望する企業等か

ら問合せがあった場合は、協会や内閣府、厚生労働省の連絡先（別紙参

照）を紹介する等の助言を行うこと。 

また、本事業は、一般事業主の雇用する労働者の子どもに加えて、地域

の子どもの受入も可能であり、地域の待機児童解消にも資するものである

ことから、必要に応じて、協会等の連絡先の紹介に止まらず、自治体にお

いて企業主導型保育事業に関する情報を集約し、地域の企業等に対して協

会等の連絡先も含めて情報提供するなどの働きかけをお願いしたい。 

さらに、設置を希望する企業等からの問い合わせが多数にのぼるなど、

地域における設置のニーズが高いと認められる場合は、問合せがあった企

業等や設置を希望する企業等の情報を収集・集約し、当該企業等からの相

談に基づき共同設置を提案することなども考えられること。 

なお、助言や働きかけを行う際には、企業主導型保育事業の助成申請

（１次）の締切が６月 30日（木）となっているが、２次募集以降も順次引

き続き行っていく予定である旨併せて周知いただきたい。 
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４ 連携施設の確保に関する協力 

市町村は、企業主導型保育施設が満３歳未満の児童のみを受け入れてい

る場合など卒園後の受け皿の確保が必要な場合であって、当該企業主導型

保育施設からの求めがある場合、必要な協力を行うよう努めること。 

都道府県は、管内市町村に対して必要な協力・助言を行うこと。 

５ その他 

上記のほか、今後、必要に応じて、企業主導型保育事業に関し、別途事

務連絡を送付することがあること。 

以上 
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（別紙） 

平成 28 年度企業主導型保育事業の助成に係る申請について 

  平成 28 年度企業主導型保育事業の助成については、企業主導型保育助成事業の実施団

体である公益財団法人児童育成協会が行います。 

企業主導型保育事業の助成を希望する事業者におかれましては、別添の実施要綱、助成

要領を参照の上、必要書類を公益財団法人児童育成協会（下記提出先参照）まで提出いた

だきますようお願いいたします。 

□申請手続き

  申請手続きについてお尋ねの場合は、公益財団法人児童育成協会（下記問い合わせ先

参照）までご連絡ください。 

※申請等に使用する各種様式については、公益財団法人児童育成協会のメールアドレ

ス（ syoukai@kodomono-shiro.jp ）に「申請書希望」と送信していただけましたら、

直ちに送信いたします。

□提出先・提出期限

提出先：公益財団法人児童育成協会 両立支援事業部

（〒150-0011 東京都渋谷区東 2-22-14 ロゼ氷川６F） 

提出期限（第１次分）：平成 28 年６月 30 日（木）必着 

注：第２次分の締切は８月末頃を予定。以降、概ね２か月ごとに締切を区切って募集す

る予定ですが、本事業は予算の範囲内で行うこととされていることから、今後変更

が生じることもありえますので、ご留意ください。 

□問い合わせ先

○助成の申請手続き等について

公益財団法人児童育成協会両立支援事業部 ＴＥＬ：03-5766-3801

ＦＡＸ：03-5766-3803 

○企業主導型保育事業全般について

内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当） 事業第３係

ＴＥＬ：03-5253-2111(内線 38349)

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 保育調整係

ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 7962)



事 務 連 絡

平成２９年８月７日

各都道府県、指定都市、中核市

子ども・子育て支援新制度担当部局 御中

内閣府子ども・子育て本部参事官( ･ )子ども 子育て支援担当

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課

企業主導型保育事業の指導・監査の連携について

平素より、子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援制度の施行に御尽力

いただき、厚く御礼申し上げます。

既に御承知のとおり、企業主導型保育事業につきましては、昨年より助成を開始し、

全国各地で設置、運営されているところです。これらの保育施設につきましては、助成

委託団体である公益財団法人児童育成協会（以下「協会」という ）が施設の整備、運。

営及び助成金の経理に対して指導監査（①立入調査（原則年１回 、②特別立入調査、）

③午睡時抜き打ち調査）を行っておりますが、下記について、認可外保育施設を所管す

る各都道府県（指定都市、中核市含む。以下同じ ）において連携・御協力いただくと。

ともに、各市区町村（特別区を含む ）へも周知いただくようお願いします。。

記

１．指導監査の日程について

協会が行う指導監査の実施計画が決まりましたら、協会より各都道府県へ御連絡し

ます。各都道府県が行う指導監査の日程と重複する等の理由で調整が必要な場合は、

協会へ連絡し調整を行ってください。

２．指導監査結果の情報提供について

協会が行った指導監査の結果については、協会のホームページに掲載することとし

ておりますが、適正な保育内容及び保育環境の確保の観点から重要と思われる内容に

ついては必要に応じて都道府県へ情報提供を行うとともに、都道府県からの照会に応

じて協会から情報提供を行います。

都道府県におかれましても、都道府県が行った指導監査結果等について保育内容及

び保育環境に問題があると思われる内容については、内閣府又は協会へ情報提供して

いただくようお願いします。

３．その他

その他、都道府県及び協会において合同で指導監査を行う必要が生じた場合等につ



いては、双方で協議して必要に応じて実施するようお願いします。

【上記２に係る情報提供先について】

○公益財団法人児童育成協会

〒150-0011 東京都渋谷区東2-22-14 ロゼ氷川6階

TEL：03-5766-3801 FAX：03-5766-3803

○内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）事業第３係

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1

TEL：03-5253-2111（内線38349） FAX：03-3581-2808



事 務 連 絡 

平成 30 年２月 16 日 

公益財団法人児童育成協会 御中 

内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

企業主導型保育事業における運用の見直し等について（通知） 

子ども・子育て支援施策の推進につきましては、平素からご尽力いただき厚く

御礼申し上げます。 

企業主導型保育事業については、下記のとおり運用の見直しを行いますので、

助成決定施設等へ周知をお願いします。 

記 

１．地域枠・従業員枠の弾力的運用について 

平成 29年６月２日に公表された「子育て安心プラン」に基づき、施設運営の

安定を一層図ることができるよう、保育ニーズが特に多い地域において、従業員

枠に空きが出た場合、設置者の判断により、当該従業員枠の空き定員を活用して、

地域枠 50％の上限を超えた地域枠対象者の受入れ（以下、「弾力措置」という。）

を以下の要件を満たす場合に認めることとし、平成 29年度企業主導型保育事業

費補助金実施要綱（以下、実施要綱という）を別紙案のとおり改正する予定です。 

［弾力措置の要件］ 

① 弾力措置により受入れ可能な児童は、市区町村の認可保育所等への申し込

みに係る利用調整の結果、入所保留の通知を受けた児童であること

② 弾力措置は、原則として、従業員枠の当該年度中における空き定員を活用

した一時的なものであること

③ 施設定員の全てを地域枠対象者としないこと

※ なお、弾力措置の要件を満たしていないことが判明した場合には、企業名

の公表又は助成金の返還請求等の措置を講じる旨を周知ください。 

［適用日］ 

平成 30年３月１日から適用 

 なお、適用日以前の監査による指摘事項については、適用日以後、取扱いを変

更してください。 



【担当】 

内閣府子ども・子育て本部（子ども・子育て支援担当） 

  電話：03-5253-2111（内線 38454） 

２．処遇改善等加算について 

 企業主導型保育事業において、認可と同様の処遇改善等加算を実施するよう、

実施要綱を別紙案のとおり改正する予定です。 

[適用日] 

平成 29年４月１日から適用（遡及適用） 

３．保育施設の運営委託等の取扱いについて 

 企業主導型保育事業において、一般事業主から委託を受けた保育事業者や保

育事業者設置型の設置者は、事業の適正管理の観点から、本来、自ら保育を実施

することを想定しています。 

今般、保育事業者による他の事業者への運営委託（再委託）等について、以下

のとおり取扱いを明確化します。 

［対象となる保育事業者（以下、「対象保育事業者」という。）］ 

①一般事業主が設置した保育施設の運営を受託した者

②保育事業者設置型施設を設置した者

［対象となる業務内容］ 

 対象保育事業者は、自ら雇用した保育従事者により、児童に対して直接行う保

育業務を実施すること。ただし、保育従事者に急な欠員が生じる等の一時的な場

合に派遣等を活用することついては、この限りでない。 

［適用日］ 

 平成 30年４月 1日から適用（ただし、既存の施設で、運営形態の切り替えが

困難な場合には、平成 30年度に限り、従前の運営形態によることとする。） 



事  務  連  絡

平成３０年５月１５日

各都道府県、指定都市、中核市

子ども・子育て支援新制度担当部局 御中

内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども･子育て支援担当)

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課

企業主導型保育施設の設置に係る企業等からの相談について

 平素より、子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援制度の施行に御尽力

いただき、厚く御礼申し上げます。

 企業主導型保育施設の設置にあたっては、児童福祉法に基づく認可外保育施設として

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（平成 13 年３月 29 日付け厚生労

働省雇児発第 177 号）の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守するとともに、建

築基準法、消防法、食品衛生法などの関係法令のほか、地方公共団体の定める条例等の

基準を満たす必要があるところです。

 このため、これまでも企業等に対して、施設を設置しようとする場所の属する地方公

共団体にあらかじめ相談を行うよう周知してきたところですが、今般、別紙「平成 30

年度企業主導型保育事業の募集について」の通り、企業が申請にあたって確認しておく

必要がある事項を具体的に明示することとしました。

 ついては、各地方公共団体におかれては、企業主導型保育施設の設置を検討する企業

等から下記の事項に係る相談があった場合には、相談があった企業等に対して必ずしも

文書により回答していただく必要はありませんが、建築所管部署、消防署、保健所等の

関係部署とも連携の上、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

また、都道府県におかれては、各市区町村へも周知いただくようお願いいたします。

記

１．地方公共団体において定める認可外保育施設の設置基準に適合していること。

２．保育施設の設置場所が市街化調整区域に当たらないこと。市街化調整区域に当た

る場合であっても、地方公共団体において保育施設の設置が認められていること。

３． 保育施設の用途変更の必要性を確認していること。用途変更が必要な場合（床面

積が 100 ㎡超の場合など）には、用途変更が可能であること。

４．避難経路及び避難口誘導灯の設置、消防用設備について、消防法や条例等の基準

を満たしていること。

５．調理施設について、施設定員に応じた食品衛生法等の基準を満たしていること。

６．地域枠を設定する場合、当該地域の保育ニーズを踏まえた設定とする観点から、

地方公共団体に相談を行っていること。



府 子 本 第 690 号 

子少発 1122 第３号 

令和元年 11 月 22 日 

各都道府県・指定都市・中核市 

認可外保育施設担当課 御中 

内閣府子ども・子育て本部 

参事官（子ども・子育て支援担当） 

（公印省略） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 

総務課少子化総合対策室長 

（公印省略） 

企業主導型保育施設の指導監督の情報提供について 

子ども・子育て支援施策の推進につきまして、平素からご尽力いただき厚く御

礼申し上げます。 

 さて、企業主導型保育事業の指導・監査については、現状、本事業の運営費助

成事務等の実施機関である公益財団法人児童育成協会において、施設開設後６

か月以上経過している施設に対し、年１回実施（委託を含む。）してきたところ

です。 

今般、実施機関の公募・選定を行うこととしており、実施機関が実施する今年

度の指導・監査の方針について検討を行っているところです。 

このため、９月１９日付けで各自治体に対し、企業主導型保育施設の指導・監

査結果等の情報提供に関するアンケートを実施させていただいたところであり、

今般その結果について別紙のとおり取りまとめましたので情報提供させていた

だきます。 

当該アンケート結果を踏まえ、改めて下記について内閣府に情報提供いただ

きたいと考えております。いただいた情報を参考に指導・監査の方針について検

討してまいります。 

つきましては、別添の様式により情報提供いただくことについて御協力をお

願いいたします。 



記 

以下の２点について、別添様式によりご回答いただき、下記提出先までご提出

ください。 

○ 今年度すでに立入調査を実施した施設及び今後実施する予定の施設（企業

主導型保育施設に限る。）の立入調査実施日（予定を含む。）。 

○ 今年度の立入調査の実施の有無や予定に関わらず、立入調査の結果指摘事

項がある又は利用している保護者や施設で働く職員などから苦情や相談が都

道府県等に寄せられている施設の状況について、差支えなければ備考欄に記

載願います。 

お忙しいところ、大変恐縮ですが、１２月６日（金）１８：００までに回答の

ご提出をお願いします。 

提出先・・・内閣府子ども・子育て本部 

【本件連絡先】 

東京都千代田区永田町 1-6-1 中央合同庁舎第 8号館 

内閣府子ども・子育て本部 子ども・子育て支援担当 

 村本、小川 

TEL:03-6257-1697（直通） FAX:03-3501-6501 
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