
企業主導型保育施設の現状（平成28年度末現在）

 昨年度に開所した施設は255施設。定員4,693人分。

 「従業員の多様な働き方に対応できる」「複数の中小企業が共同で設置・利用できる」といった事業の特色を
活かした施設が展開。（①、②）

 1，2歳児の定員が多く、待機児童解消に寄与。（③）
 保育士比率の高い施設が多く、保育の質を確保。今後、計画的かつ継続的な指導監査を実施。（④）

②中小企業の活用、共同設置・共同利用が多い

企業規模 形態 施設数 割合

大企業

単独設置型 50 19.6%

共同設置・共同利用型 25 9.8%

保育事業者設置型 10 3.9%

中小企業

単独設置型 79 31.0%

共同設置・共同利用型 60 23.5%

保育事業者設置型 31 12.2%

合計 255 100.0%

①早朝・夜間、日曜など認可施設で
対応しきれないニーズに対応

施設数 割合

早朝開所（７時以前） 58 22.7%

夜間開所（22時以降（延長含む） 27 10.6%

日曜開所 75 29.4%

（参考）

③1,2歳児の定員が多い

０歳児 1、2歳児 3歳児 4歳児以上

定員数(人) 955 2,522 724 675

割合 19.6% 51.7% 14.8% 13.8%

④保育士比率の高い施設が多い

保育士比率 施設数 割合

100% 142 55.7%

75% 54 21.2%

50% 59 23.1%

合計 255 100.0%

※引き続き、企業主導型保育施設の現状について、上記をはじめとする各種データを定期的に把握していく。
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都道府県の監査
（対認可外保育施設）

原則として年１回、
計画的に実施

認可外保育施設

設備・運営基準の
遵守状況

立入調査
（必要に応じて、特別立
入調査、抜き打ち調査を
実施）

企業主導型保育施設に対する指導監査の概要

○ 企業主導型保育施設における適正な保育内容及び保育環境の確保のため、公益財団法人児童育成協会において、
「企業主導型保育事業指導・監査実施要領」に基づき、計画的かつ継続的な指導監査を行い、もって利用児童の安全確保
及び適正な施設運営を図る。

目的

監査の種類

実施
頻度

調査
内容

実施
方法

対象
施設

原則として年１回、
計画的に実施

必要に応じて
抜き打ちで実施

② 特別立入調査
③ 午睡時抜き打ち調

査

選定施設に対して
抜き打ちで実施

○全ての助成施設 ○運営等に問題が発生又は
発生のおそれがある施設

○通報や苦情があった施設

○選定された施設
［選定基準］
・過去５年間に重大事故が発生
・０～１歳児の利用児童数が多い
・保育士比率が１００％でない
・協会又は自治体の指導監査にお
いて指摘がある

・第三者評価において指摘がある
・利用者等から苦情がある など

○設備・運営基準の遵守状況
○助成金の申請内容の確認

○立入調査に準じる
（通報等の内容に応じて確認）

○午睡時における保育状況
（職員体制、見守り方法等）

○施設が予め自主点検を実施
○提出された自主点検の内容
も踏まえ、現地調査を実施

○必要に応じて、事前通告な
しで現地調査

○事前通告なしで現地調査

① 立入調査

※調査結果については、児童育成協会HP等で公表及び自治体に情報提供することを予定している。（公表内容・方法については検討中）

2



【契約までのスケジュール】

【災害共済給付制度の概要】

○ 学校等の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害、死亡）について、保護者等に対して給
付を行うもので、国・施設設置者及び保護者の3者の負担による互助共済制度である。

 低い掛金で、手厚い給付が行われる。

 施設側の責任の有無にかかわらず、給付の対象となる。

 熱中症や突然死も給付の対象となる。

（掛金） 保育所等（企業主導型保育施設を含む。）：350円/年

（給付）
負傷

学校の管理下の事由によるもので，療養に要する費用の額が
5,000 円以上のもの

健康保険並の療養に要する費用の額の4/10

疾病
学校の管理下の事由によるもので，療養に要する費用の額が
5,000 円以上のもののうち，食中毒、熱中症、負傷による疾病
等

同上

障害 学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った障害 最大3,770万円

死亡
・学校の管理下の事件による死亡
・上欄の疾病に直接起因する死亡
・学校の管理下において発生した突然死

最大2,800万円

（特
徴）

周知啓発 （４月）
3月末時点で助成決定済みの企業 ⇒ 児童育成協会より情報提供・加入促進
今後、助成申請を行う企業 ⇒ ホームページ、説明会等による情報提供・加入促進

加入意思確認（５月） 助成申請書のチェック欄を基に、育成協会にて加入意向を取りまとめ、JSCに情報提供

契約手続き （６月－７月） JSCと設置事業主の間で契約手続き

災害共済給付制度について
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最大 300万円支給

企業主導型保育施設
       設置促進助成金のご案内

企業主導型保育施設設置促進助成金って？

都内において国（内閣府）の企業主導型保育事業により保育施設

の整備に取り組む事業者に対し、開設にあたり必要となる備品

等の購入経費を（公財）東京しごと財団が助成する制度です。

どんな企業が助成を受けられるの？

国が実施する企業主導型保育事業（施設整備

費）の助成決定を受け、都内に企業主導型保育

施設を設置する事業者です。

受給できる金額は？

設置する保育施設の定員数によって、受給できる

助成金の限度額が異なります。また、多摩産材製の

備品＊を購入した場合には、通常の助成限度額に、

多摩産材製備品購入による上乗せ限度額を加えた

額が上限となります。この上乗せ額は多摩産材製

備品の購入にのみご活用いただけます。

助成率は助成対象経費の10/10になります。

どんなものが助成の対象になるの？

①事故防止に資する備品
　 安全柵、室内用安全マット、防犯カメラ 等

②室内遊具
　 すべり台、クッション遊具、玩具 等

③その他、保育活動に必要な備品
　  什器類（テーブル、イス、ベビーベッド）、
　  厨房用品類（調理器具） 等

助成金の申請について

留意事項

お問い合わせ先

公益財団法人 東京しごと財団
雇用環境整備課 保育施設助成金担当

☎ 03-5211-2171

http://www.shigotozaidan.jp/koyo-kankyo/コチラをチェック

企業主導型保育施設の開設にかかる

備品類の購入費用を助成します！！

設置する保育施設の
定員数

多摩産材製備品購入
による上乗せ限度額

通常の
助成限度額

20名以下

21〜30名

31〜40名

41〜70名

71名以上

100万円

120万円

130万円

190万円

230万円

30万円

36万円

39万円

57万円

70万円

A5出口

A2出口
JR飯田橋 JR水道橋

飯田橋１丁目

飯田橋3丁目
ホテルメトロポリタン
エドモント

至四ツ谷
東
口

西
口

ハローワーク飯田橋

都立中央・城北職業能力開発センター

地下鉄九段下靖国通り

小石川橋 後楽橋

至御茶ノ水

西神田ランプ

(公財)東京しごと財団
雇用環境整備課

飯田橋２丁目

交

文京区小石川運動場TOKYO
ライフ・ワーク・バランス
推進窓口

〒

ただし、予算が終了次第、受付を終了します。

申請受付後、平成30年3月31日までに支給決定した経費につ
いては、上記Q2の条件で支給いたします。

受付期間  平成29年5月1日（月）〜平成30年3月30日（金）

・申請は1施設につき1回のみとなります。

・単価1万円以内のものや、継続的な使用ができない消耗品類は   

　対象となりません。また、企業主導型保育事業等の他の助成制度の  
　対象となったものも対象になりません。

＊多摩産材製の備品とは、多摩地域で生産された木材のうち、多摩産材認証協議会によって

　産地証明された「認証材」を使用して製作された備品をいいます。

助成率10/10
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東京しごとセンター

Q

受付時間  平日9時〜17時（12時〜13時を除く）
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