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評 価 検 討 委 員 会 説 明 資 料

平 成 3 1 年 3 月 1 1 日

公益財団法人児童育成協会
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1. 企業主導型保育事業の実施にあたっての決意

2.平成30年度企業主導型保育事業実施状況

（1）審査会の開催及び内示の状況について

（2）助成申請書及び審査手続き等の見直しについて

（3） 運営費助成金支払い手続き等の見直しについて

（4）指導監査の取り組みについて

（5）その他平成30年度の取り組みについて

（6）組織体制の強化について
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児童育成協会は、「子どもは歴史の希望である」という基本理念に基づき、子どもたちの最
善の利益を目指した事業活動を行っている公益財団法人です。

企業主導型保育事業については、過去に実施した国の事業所内保育施設整備費助成制
度の実施団体としての実務経験を生かして、企業における子育て支援に貢献したいという思
いから、平成28年４月に応募し、選定されたものです。

以来、要綱に定められた基準に従い、量の拡大、質の向上に向け、審査、監査業務の実施
にあたって、電子申請システムの導入、一級建築士の配置、ハンドブック・自主点検表の提
供など、工夫しながら、本事業の運用手続きを作り上げてきました。

そのようななか、事業創設から３年目を迎え、検討会において「保育サービスの質」、「事業
の持続性」、「実施体制の確保」、「自治体との連携」といった課題に対する今後の方向性が
示されました。

私ども児童育成協会は、これまでの経験を生かしつつ、本評価検討委員会のご意見、検討
委員会のとりまとめを踏まえて、本事業の更なる発展に努力してまいります。

1. 企業主導型保育事業の実施にあたっての決意
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2. 平成30年度企業主導型保育事業実施状況

（1）審査会の開催及び内示の状況について

①平成30年度 企業主導型保育事業の募集について

６月１５日（金）～７月３１日（火） １７：３０まで（期限厳守）

※災害等の影響を受けた事業者を対象とした募集再開期間：8月13日(月)～20日(月)

募集期間

２万人分程度（※）＝ 約３万人分

※引き続き企業等の関心が高いことから、応募状況や子育て安心プランの進捗状況を踏まえ、助成決定を行う。

募集枠

１．助成金の申請に当たり、事前に事業者が地方公共団体等へ確認する事項の明確化
○ 従前から事業者へ確認を求めてきた事項について、今般明確化し、申請の前提とする。

２．募集枠を上回る多数の申請があった場合、児童育成協会に設置する審査会において審査・選定を行った上、助成決定
○ 児童育成協会に設置を予定している審査会において、申請内容が本事業の目的である多様な働き方に応じた保育を提供するもの

であるか、待機児童対策に貢献するものであるかなどの観点から審査・選定を行った上、助成決定を行う。

今年度募集の基本的な方針

4



１．助成金の申請に当たり、事前に事業者が地方公共団体等へ確認する事項の明確化
○ 従前から事業者へ確認を求めてきた事項について、今般明確化し、申請の前提とする。

○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。
○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。または、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。
○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
○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。
○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。
○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。
○社会保険料（子ども・子育て拠出金等）及び税金（所得税、法人税、事業税、住民税）を滞納していないこと。

基本的な方針

具体的内容

②基本的な方針の具体的内容（その1）

以下の事項について、事前確認が出来ている申請のみ受付
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２．募集枠を上回る多数の申請があった場合、児童育成協会に設置する審査会において審査・選定を行った上、助成
決定
○ 児童育成協会に設置を予定している審査会において、申請内容が本事業の目的である多様な働き方に応じた保育を提供する

ものであるか、待機児童対策に貢献するものであるかなどの観点から審査・選定を行った上、助成決定を行う。

基本的な方針

具体的内容

②基本的な方針の具体的内容（その２）

優先的に考慮する項目 備考

①多様な働き方に応じた
保育の提供

早朝開所（７時以前開所）を実施する。

夜間開所（22時以降開所）を実施する。
休日開所を実施する。

②待機児童対策への貢献 施設設置予定の市区町村における、認可保育所等への入所申込みを行ったが、入所できなかった人の
数の多寡。

③その他 中小企業による設置（※）（共同利用の相手先が確保されている場合には更に評価）

〇 審査方法
審査は、今後、児童育成協会内に設置する予定である審査会で実施。
審査会は、個別の申請について、申請された事業の内容等により以下の要領で審査を行った上で、募集枠を踏まえ、選考を実施。

○ 事業内容等審査
共同利用の見込み、事業に要する費用、事業の持続可能性、保育の質の確保など事業計画の妥当性、また、 保育事業者設置型に

あっては保育事業の実績など、総合的に事業内容等を審査。なお、審査に当たっては以下の項目を優先的に考慮する項目とする。

○ 優先的に考慮する項目
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内示数

内示対象の概要

③内示の状況

１，５３９施設 定員３５，２６９人分

※１ 申請件数 2,288施設 51,499人分

※２ 内示は、10月30日に児童育成協会から事業者宛てにメールで通知

※３ 今後、内示対象事業者に対して、児童育成協会から、助成対象経費等を確認した上で、助成決定予定
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（2）助成申請書及び審査手続き等の見直しについて

建築関連資料集の提供

申請事業者の建築士の参考資料として、前年度の「建築整備内容の法令・基準
チェツクシート」、「図面作成のポイント」に、次の項目を追加した建築関連資料集
を作成、公開した（別冊資料 1）。
①創設（新築）における複合施設の工事費按分方法について
②施設の規模・構造等の解説
③助成対象・対象外一覧表（一例）
④外構工事などの助成対象外工事凡例

建築モデルケースの提供

申請事業者の見積書依頼・事業者選定の参考とするため、「建築モデルケース」
を作成、公開した（別冊資料 2）。
①ケース1・・・新築工事、RC造/2階建て、耐火建築物、延床面積2,340.5㎡
②ケース2・・・改修工事、RC造/5階建ての1階、耐火建築物、延床面積99.7㎡
③ケース3・・・改修工事、鉄骨造/5階建ての1階、耐火建築物、延床面積171.0㎡
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中小企業の判定資料の提供

中小企業による設置を優先的に考慮する項目として定めたことから、中小企業庁の中小企業の定義
を参考に中小企業の判定資料を作成、提供した（別冊資料 3）。

提出資料等の改善

助成要領に定める「その他協会が必要と認める書類」として、次の書類を追加した（別冊資料 4）。
①建築整備内容の法令・基準チェックシート
②状況調査確認事項チェツクシート（自治体との事前協議内容。協会から自治体には別途情報提供）
③反社会勢力に該当しないことの誓約書兼照会同意書（従前のチェックリストから見直し）
④建築業許可証、建築士免許証 等

申請書項目の改善

電子申請の申請項目の見直しを行った。
・直近3年間の決算状況の入力（転記ミス及び財政状況を公認会計士を有する法人が確認）
・保育施設運営実績（保育事業者の場合）
・共同利用契約法人名及び契約法人の連絡先
・自社、他社及び地域の保育ニーズ
・地域住民への説明の状況
・保育計画の作成及び質の高い保育するための具体的内容 等

9



（3）運営費助成金支払い手続き等の見直しについて
4

＜平成29年度＞ ＜平成30年度＞

前年度助成施設の助成決定

通常の助成申請として募集
（第1次募集：5月1日～5月31日）

①前年度運営費決定施設を対象に、簡素化した継続申請を実施
（募集4月1日～、決定実績4月27日～）

②前年度整備費決定施設（4､5月開所）を対象に、暫定申請を実施
（募集5月21日～、決定実績6月29日～）

概算払い・月次報告

区分 支払範囲 支払時期

概算払い 基本分
加算分

翌月末

月次報告 基本分
加算分

翌々月末

※基本分：利用児童の保育費用助成
加算分：延長保育費用、賃借料等助成

申請時期 区分（見直し） 支払範囲 支払時期

5月（4月分）～ 月次報告のみ 基本分※ 翌々月末

8月（9月分）～ 概算払いを追加 基本分 当月末

10月（4月分）～ 月次報告再申請 基本分・加算分 審査終了月の月末

12月（1月分）～ 概算払いの改善 加算分を追加 当月末
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（4）指導監査の取り組みについて
・前年度の指摘事項に対する改善状況を重点的に確認、新規項目として処遇改善等加算認定等を追加
・立入調査実施件数：平成29年度、800件 → 平成30年度、約2,400件予定
・29年度の立ち入り調査結果を9月29日に公表（別冊資料 6） 。10月25日に「平成29年度の調査結果を踏まえ
た適正な事業運営について」通知を発出（別冊資料 7）
・保育の質を確認するために復命会に保育士を配置（平成30年12月～）

都道府県の監査

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）

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］
・０～１歳児の利用児童数が多い、保育士比率が１００％でない、

利用者から苦情がある 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
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（5）その他平成30年度の取り組みについて

区分 取り組み

メール誤送信後の対応 平成30年10月25日に「平成29年度の立入調査結果を踏まえた適正な事業運営に
ついて」を事業者に送信した際に、誤って送るべきではない情報（関係者のメール
アドレス・個別事業者の情報）を付したまま送信してしまったこと、深く反省していま
す。メール誤送信防止のために次の対策を講じています。

①文書決裁要領の見直し（外部一斉メールを理事長の決裁事項として規定）
②メール送信のルール作成（専用パソコンの設置、管理者のダブルチェック）
③情報セキュリティに関する規則の作成（情報システム管理者の配置等）
④危機管理体制の再構築（危機レベル判断などの構築）
⑤情報セキュリティ研修会の開催（第1回 11月26日）

電子申請システムの検
証・再評価

運用3年目を迎える電子申請システムについて、システム評価・検証を行う事業者
を入れ、再構築の準備を開始

施設長研修（3日間）の
新設

＜平成29年度＞ ＜平成30年度＞

・施設長研修：未実施 → 2か所、579人受講
・保育安全研修：4か所、8回、1,613人受講 → 11か所、13回、1,683人受講
・子育て支援員研修：8か所、902人受講 →  22か所、1,792人受講

12



企業主導型保育事業専任職員数 48名＜平成29年度末＞ → 87名（+39名）＜平成31年3月1現在＞

事業部長1名

係長0名→1名

審査課32名→52名

両立支援事業部39名→68名（+29名）

派遣職員3名→10名

職員5名→6名

建築士4名→7名

職員1名→4人

課長（主幹）1名

派遣職員22名→36名

主任1名

監査部長1名

指導監査部9名→19名（+10名）

監査員3名→8名

派遣職員1名→2名

課長1名

職員1名

室長1名

（6）組織体制の強化について

係長1名→0名

主任0名→1名

主監1名 調査室1名→5名

調査員0名→2名

派遣職員0名→2名
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