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企業主導型保育事業本部概況
人員数の推移

〇令和2年度は、業務を遂行するための人員を確保することができた。
〇令和3年度は、研修やOJTを通じて職員のスキルアップを図り、より確実・迅速な業務を行えるよう努め、令和
2年度に外部委託を行っていた事業の一部の内製化を行うほか、業務量に応じた職員配置を検討していく。
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単位：人

関西支所 指導監査部 審査部 企画部
所属部署／年月日 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.3.1

　　企画部 2 5 21
　　審査部 2 22 42 69 102 112
　　うち、保育士 1 1 1 1 3

　　うち、建築士 2 4 7 8 8

　　うち、社会保険労務士 1 1

　　指導監査部 5 12 20 34 127
　　うち、保育士 1 2 3 9

　　うち、公認会計士 2

　　関西支所　（R3.3.１） 7
　合 　計 （本部長・副本部長を除く） 2 27 54 91 141 267



１．令和２年度企業主導型保育事業新規申請施設の審査結果

① 児童育成協会において、審査対象である1,362施設について形式的審査・１次審査を実施。
形式的審査
１次審査

…企業主導型保育事業の基本的な要件等を満たしているかを確認
…財務適格性（債務超過がない、３年以上連続して損失を計上していないこと等）、社会保険料・税金の納付実績などを確認

② ２次審査の審査対象である1,130施設についてボーダー点を設定し、ボーダー点を上回る施設について審
査委員会において審査を実施した結果、内示746施設

審査及び助成決定の流れ

1,362施設

形式的審査
・１次審査
・２次審査

審査対象

取下・不採択

ボーダー点…募集枠の数を考慮しつつ、定量的評価による評価点が一定の水準を満たしているものとして設定

審査委員会の審査後

③ 内示を基に助成申請を審査し、12月上旬から助成決定を行っており、今年度中には完了する見込み（令
和3年度に申請予定を除く）。

今年度助成決定
見込み
496施設

取下・不採択 38施設

助成決定

令和3年度
助成決定見込み
212施設

※3月22日時点の助成決定見込み数であり、
今後の審査の内容等に応じて変動する。

内示
746施設

④ 地方自治体への内示情報の提供を実施。助成申請情報、助成決定情報、開所情報の提供を随時実施。

⑤ 工事期間や開所日を踏まえた現地調査を実施。

令和２年度審査業務について 資料1－2
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■前年度は確定に年度末まで時間を要したことを踏まえ、完了報告の迅速な確定のため令和２年度は、協会と
して以下の対策に取り組んだ。
①審査体制の強化 （審査員の増員・審査責任者の増員・業務効率化のためのチーム制導入）
②完了報告未提出事業者や協会が求める資料の未提出者に対し期限を決め督促
（督促に応じない等、必要があると認めるときは新規児童入所停止・概算交付差止の処分実施）

■当初９月までに完了報告（運営費３６９２件・整備費６５０件）の確定を予定していた。
新型コロナウイルスよる緊急事態宣言等の影響もあり確定が遅れた。
１１月末には概ね完了したが、一部の事業者の確定が３月となった。

３．月次報告審査

■毎月約３,８００件の月次報告の審査等を実施。

■月次報告審査については、効率化や審査の標準化といった課題があったが、業務プロセスの見直し・改善を
行ったことにより、事業者対応が向上し迅速な審査に繋がった。

■新型コロナウイルス感染症に伴う利用料減免等の緊急事態に適切に対応し、迅速な支払につなげた。
また、事業者が複雑な計算を行う必要がないよう試算シートを作成し、事務の負担を軽減した。

■完了報告の審査を迅速化させるため、従来、完了報告の審査時に行っていた月次報告再申請の審査を毎月、
月次報告の審査時に行うことで、次年度に行う完了報告の審査の負担軽減に繋げた。

２．完了報告審査
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４．次年度の方針

■審査管理課の新設
・各審査に遅れが生じないよう、審査管理課を新設し、各審査の進捗を確実に把握する。
・各審査の業務状況を勘案し、進捗が遅れている場合等において、人員の調整を行い体制の強化を図る。

■完了報告審査
・約４,１００件となる運営費完了報告及び約２００件となる整備費完了報告の早期確定に向け、業務遂行
体制・事務フローの見直しを実施。
・運営費完了報告について、損益計算書等報告金額の根拠となる資料の添付を求めることで、適正な審査が
可能になるとともに、事業者への確認の手間が軽減され、審査スピードを向上。
・審査に必要な資料の期限内の提出を厳守させる。提出されない場合は、強く督促を実施。
・審査レベル向上のための研修・勉強会の実施及び事業者向けのマニュアルを作成。

■月次報告審査
・令和２年度新規申請者を含め約４,５００件となる月次報告申請を毎月審査するために、業務委託先との
連携を強化し更なる審査の品質向上（ルールの明確化、標準化）と効率化を実施。
・過去の加算申請に誤りがあった事業者など、特に留意が必要な事業者に対しては丁寧な個別対応を実施。
・全ての事業者に月次報告を必須化し、あわせて概算申請を行うよう、定期的に協力を依頼。
特に長期にわたり月次報告が未申請である事業者に対しては強く督促するなど積極的に働きかけを行い、
完了報告時にまとめ報告や修正を行わせないようにすることで、完了報告審査の時間を短縮。

・月次報告申請時から事業者の運営状況をよりタイムリーに把握し、状況に変化があった場合、他部署と
連携し適切な対応ができる体制を構築。

■令和３年度新規審査（資料２により方針が了承された場合）
・令和２年度審査基準の見直し、厳格化
・早期内示に向けて審査を適正かつ迅速に行うため、協会内外の人材のタイムリーな投入を実施。
・応募事業者の煩雑さを緩和。（添付資料の一部見直しや申請画面の改善等）
・内示・不採択通知の応募事業者への早期発信。
・地方自治体への内示情報等の随時発信。
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令和2年度 指導・監査等実施状況（報告）

【１ 保育面を中心とした全般的な指導・監査等】
(令和2年度方針）
保育面を中心とした全般的な指導・監査（立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査）のうち、立入
調査については、８月から開始し、今年度中に対象となる全ての施設に対して実施する。

（１）保育面を中心とした全般的な指導・監査
・協会における実施状況＜方針：委託先との合同監査分を含む約1,800施設＞
当初、８月より監査を開始し、令和3年2月中を目途に、協会実施分の全1,777（委託先との合同監査分含む）施設について完
了予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言などを受け、実地での立入調査の実施を中止した。そ
のため、実地調査は782施設に対して実施した（合同監査を含め1,076施設）。１月中旬からは順次、関連資料や保育の状況
を撮影した動画によるリモート監査に切り替え、当初予定していた全施設への監査を完了した。

・委託先における実施状況（アデコ（東日本エリア）、パーソル（西日本エリア））
<方針：約2,000施設（各1,000施設） ※協会との合同監査分（各200施設）を除く＞
委託先を２者選定し、各1,000施設（合同監査分を除く）について、担当エリアを分担さ
せて実施した。10月より監査を開始し、令和３年2月末を目途に、各1,000施設について
完了予定であったが、前記と同じく、実地での立入調査の実施を順次中止した結果、実地
調査はアデコ510施設、パーソル647施設に対して実施した。１月中旬からは順次、残りの
約900施設に対してリモート監査に切り替え、当初予定していた全施設への監査を完了した。

実施結果 実施数
（計画数）

内訳

実地 リモート

協会 1,625
（1,777） 1,076 549

アデコ 1,060
（1,000） 510 550

パーソル 1,043
（1,000） 647 396

合計 3,728
（3,777） 2,233 1,495

※協会の実地（1,076施設）には、アデコとの合同監査
（137施設）、パーソルとの合同監査（157施設）を含む
※合計数の差分49施設は休園等の施設
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令和2年度 指導・監査等実施状況（報告）

（２）午睡時抜き打ち調査＜方針：約600施設＞
当初、令和3年２月以降実施予定であったが、立入調査と同様に新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、施設へ
の訪問が困難な状況となったことから、施設から午睡時の動画を提出させ、リモートにより午睡時の状況を
確認した。
・対象施設
0,1歳児の利用児童数が 3人以上 の全施設、保育士比率が 100％ 以外 の全施設

・実施数
662施設

（３）巡回指導＜方針：約150施設＞
巡回指導については、点検・評価委員会（第9回）での報告時においては、約150施設に対して実施予定であったが、前
述までと同じく新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、全施設への訪問での実施が困難な状況となったため、以下のとお
り実施中。
・訪問実施 24施設予定（3月23日現在、21施設実施済）
・リモートによる指導 119施設予定（3月23日現在、94施設実施済）
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令和2年度 指導・監査等実施状況（報告）

(令和2年度方針）
労務面の指導・監査は、令和３年１月から開始予定。また、財務面の指導・監査は、今年度、試行的に実施・検証を行った
上で、来年度から本格実施予定。
➡労務監査は、令和３年１月以降、約100施設に対して実施予定。また、財務監査は、財務監査研究会にて仮基準を定
めた後、モデル監査を約40施設に対して実施予定。

【２ 専門的な指導・監査】

（１）専門的労務監査実施状況＜方針：約100施設＞
10都道府県の各10施設（モデル監査実施県や施設数の多い都道府県に所在する施設のうち、過去の立入調査で
労務関連の指摘を受けた施設）を対象に実施する予定であったが、令和3年1月より開始したものの、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の影響により、緊急事態宣言の発令対象地域外となる27施設への実施（実地監査）と
なった。

（２）専門的財務監査 モデル監査実施状況＜方針：約40施設＞
令和3年2月より、財務監査仮基準を用いて、設置事業者の本部を訪問し、モデル監査を実施（実地監査）。
当初40施設への実施の見込みに対し、事業者の協力を得て、24社の67施設に対して実施した。
対象については、法人形態の異なる事業者（株式会社、NPO法人、社会福祉法人等）を選定し、首都圏17社、
東海圏3社、九州圏4社の計24社に対して実施した。

※R2.12.18 第9回点検・評価委員会資料5-3（一部加工）
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令和3年度 指導・監査等実施方針

【１ 保育面を中心とした全般的な指導・監査等】
（１）立入調査：約4,500施設
（内訳）協会：3,500施設を目標としつつ、他の業務を踏まえて設定

アデコ：約600施設、パーソル：約400施設
・今年度、協会監査員の人材確保が進んだことから、R３年度の協会の実施分については、令和２年度より増やし、

3,500施設を目標とする。ただし、他の業務を踏まえて設定する。
・協会監査員をグループ分けし、各グループ長には経験豊富なリーダーを配置し、監査員への教育・研修に注力さ
せるとともに、特に個々の監査員が作成した復命書の確認等を通じて監査員への指導も行うことにより、監査品質の
向上に努める。
・外部委託先（アデコ・パーソル）については、監査施設数は減少するものの、首都圏・東海圏・関西圏等に集中
実施させることにより、効率化と品質管理体制の強化を行い、協会と同じ監査の質を担保する。ただし、過去の監査
において、多くの文書指摘を受けた施設など特に留意が必要な施設については、協会が監査を行う。

R3.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R4.1月 2月 3月

協会

外部委託先

3,500施設を目標としつつ、他の業務を踏まえて設定

約1,000施設

研修、OJT実施（随時）

研修、OJT実施（随時）

研修実施 研修実施

※特別立入調査や、監査結果に関する情報公開については従来の方針に従い実施する。
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令和3年度 指導・監査等実施方針

■立入調査 令和3年度見直しについて
・会計検査院の指摘事項への対応
会計検査院から指摘のあった下記の項目（病児保育等、定期・不定期利用児童関係）について、指導・監
査評価基準（指導・監査等基準の別添）及び自主点検表を改正し、指導監査の対象とする。

・リモート監査の実施
新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、施設への立入調査が困難になった場合の対応として、リ
モート監査を指導・監査等基準に明記することで、リモート監査の実施根拠を明確にする。

会計検査院の指摘事項 協会の対応策 監査基準に反映

整備費

〇 病児保育室等を整備した
のに、病児保育等を全く実施
していない事態

〇 病児保育室等を整備した
のに、病児保育等の実施を中
止していて再開していない事
態

○ 令和２年度の新規募集において、病児保育室等を整備する予定がある事業
者に対して、内示後に留意すべき事項等を周知した上で、事業者から病児保育
等に係る実施体制等の実施計画を提出させ、その内容を審査する。
＜参考＞
内示事業者746件のうち、病児保育事業者209件、一時預かり保育事業者354

件
○ 令和３年度の指導・監査評価基準を改正し、指導・監査等において、病児
保育室等を整備した事業者における利用実態を把握し、病児保育等を全く実施
していないなどの事業者を指導する。
○ 病児保育室等を病児保育等以外の用途に変更して利用するための許可等の
手続を助成要領等に定める。

〇 令和３年度の指導・
監査評価基準に新たな調
査事項を追加し、病児保
育等の整備費の助成があ
る施設において、病児保
育等の利用実績が低調に
なっていないかを確認す
ることとする。

運営費

〇 欠席理由を記録するなど
して児童の出欠管理を行って
いない事態

〇 定期利用児童数に不定期
利用児童を含めている事態

○ 14事業主体の14施設に対して過大に算定された助成金交付額（約４千万
円）について、返還手続を行う。【全額返還済】
○ 欠席理由を記録するなどの出欠管理の方法及び定期利用児童と不定期利用
児童の区分が適切に行われたかを確認できる書類の保存を事業者において適切
に行われるよう周知する。
○ １月以降の指導・監査等において、児童の定期・不定期の区分が適切に行
われているかについて確認するとともに、令和３年度の指導・監査評価基準を
改正する。

〇 令和３年度の指導・
監査評価基準に新たな調
査事項を追加し、利用児
童に係る登園簿に欠席理
由が明記されていること、
定期利用児童が16日以上
であることを確認するこ
ととする。
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（２）午睡時抜き打ち調査：約600施設 ＋α（※）
午睡時の抜き打ち調査対象施設選定基準に基づき、 0,1歳児の利用児童数が3人以上の全施設及び保育士
比率が100％未満の全施設に対し実施する。実施に当たり、下記の施設については優先して実施する。
・令和2年度において事故報告や情報提供、通報があった施設
・令和2年度の立入調査（リモート監査を含む）において、多くの文書指摘を受けた施設
※R2年度に新規に助成決定を行った施設で、上記の選定基準に該当する施設

（３）巡回指導
協会の実施体制を踏まえ、下記の中から対象施設を選定
①開所後概ね６か月以内の施設
②巡回指導を希望する施設
③立入調査等の内容及び結果等を踏まえ保育内容等に課題があると認められる施設
④保育内容等に関する通報・苦情があった施設
⑤上記①から④に準ずる施設
※なお巡回指導の効率的な実施方法について検討中

令和3年度 指導・監査等実施方針
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【２ 専門的な指導・監査】
専門的労務監査
令和３年度の専門的労務監査については、
・今年度の監査において、監査後の報告書類の作成や評価の平準化の事務処理に時間を要すること
・３年度においても、引き続き監査の品質確保のためにグループリーダー及び監査員への研修の着実な実施を
する必要があること
など、今年度の実施を通じた課題が明らかになったことから、今後、上記課題への対応状況や、課題を踏まえ
た監査の実施状況を確認しつつ、目的に沿った実施計画を検討する。
その際、監査対象施設については、今年度と同様に、過去複数年にわたって保育面を中心とした指導・監査に
おいて、労務面に関連する指摘（※）があった施設を選定し、優先的に実施する。
（新型コロナウイルス感染症の状況によっては、リモート監査の実施も検討。）

※指摘項目：処遇改善加算を適切に運用すること、職員の出退勤時間を把握すること、雇用関係書類を整備すること など

令和3年度 指導・監査等実施方針
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企業主導型保育事業における研修の実施状況について

＜今年度の達成状況＞
・企業主導型保育施設に対する研修：①②④については集合研修で実施予定だった科目をコロナ感染拡大の影響によりeラーニングに変更。①②の事

業者同士の意見交換については、Ｗｅｂ上で受講者同士が意見交換できる場を設けた。また、④については研修コンテンツ視聴により実施。
＜令和３年度の実施予定＞
・企業主導型保育施設に対する研修：原則ｅラーニングで実施。保育士研修（キャリアアップ）は受講希望者が多かったため、定員増員。

子育て支援員研修実技科目「心肺蘇生法」は研修コンテンツでの視聴になったため、来年度実施時に今年度の実技未実施者も加えて、実技研修を行
う。

・実施機関（協会）職員に対しては、集合研修・動画視聴による研修を基本としつつ、ｅラーニングも併用して、研修を実施。 1

資料1－4

②保育士研修

（キャリアアップ）

目的

　最新の保育施策の動向や、
施設の運営管理に必要な基礎
的知識等を学ぶための研修会
を実施し、企業主導型保育事
業における保育の質の向上を
図る。

　乳児保育や障害児保育等に
ついて理解を深め、適切な保
育計画の作成・保育環境の構
築を行い、他の保育士等に助
言及び指導ができるよう、実
践的な能力を身に付ける。

　子どもたちに安心・安全な
保育環境の提供を行うととも
に、保護者が子どもを安心し
て預けられる環境構築を行え
る企業主導型保育施設を目指
す。

　多様な保育や子育て支援分
野に関して必要な知識や技能
等の修得を促進し、企業主導
型保育事業における子育て支
援の担い手となる者の資質の
向上を図る。

　入社時の初期研修（新
規職員）と継続研修（２
年目以降の職員）の研修
体系により、保育所保育
指針など保育内容をテー
マとした研修や不正受給
事案をテーマとした研修
等を実施する。

株式会社 株式会社 株式会社

ベネッセスタイルケア 東京リーガルマインド ネットラーニング

〇研修開催HP公表 〇研修開催HP公表 〇研修開催HP公表 〇研修開催HP公表 〇研修実施

　11月16日（月） 　11月26日（木） 　11月4日（水） 　11月9日（月） 　11月 9日（月）

〇研修実施 〇研修実施 〇研修実施 〇研修実施 　　～3月19日（金）

　11月30日（月） 　12月15日（火） 　12月15日（火） 　11月26日（木）

　　～3月20日（土） 　　～3月20日（土） 　　～2月24日（水） 　　～3月25日(木）

5,000人(eラーニング) 1,400人(eラーニング) 5,000人 3,000人(eラーニング)

15回 3,000人(集合研修) 2回 200人(集合研修) (eラーニング) 15回 3,000人(集合研修)

2,507人(eラーニング) 1,400人(eラーニング) 3,000人(eラーニング)

2,507人(集合研修代替のWeb
上での意見交換)

200人(集合研修代替のWeb上
での意見交換)

3,000人(集合研修代替の研修
コンテンツ視聴)

受講者数 3,153人 全職員

決定委託
事業者

株式会社 ポピンズ 株式会社 ポピンズ

研修スケ
ジュール

開催回数
と定員数

―

研修名
企業主導型保育施設に対する研修

⑤実施機関（協会）
職員に対する研修

①施設長研修 ③保育安全研修 ④子育て支援員研修



実施機関（協会）の職員に対する研修の実施状況【初期研修】

2

分類 区分 目的 科目 内容 形式 時間数 受講者数

・個人情報に該当する情報は何か

・情報漏えい時の対応

・情報セキュリティポリシーを守ることの重要性

・PCの利用や媒体の持ち出し、情報の保管や廃棄に伴うリ
スク

・コンプライアンスの概念や重要性、目的

・雇用、労働、組織責任、不正受給などのコンプライアン
ス問題について

・ハラスメントが起きた時の会社や社会への影響について

・ハラスメント予防のために組織が取り組むこと

職場のメンタルヘルス ・ストレスとは何か

（セルフケア） ・ストレスを軽減するためにできること

・協会コンプライアンス規程について

・就業規則、情報セキュリティについて

企業主導型保育事業
(要領・要綱)

助成申請、運営にあたっての
留意事項

・保育所保育指針

・乳幼児期の発達、保育の環境構成

不正受給案件 ・過去の不正受給案件で啓蒙したい内容について 1時間 123

審査（整備費・運営費） ・審査方法と事業者向け通知内容の理解

【審査部職員必須科目】 ・審査システムの入力画面・入力項目などについて

監査（経理項目含む） ・監査基準

【指導監査部職員必須科目】 ・助成金の使途を監査する立場としての業務

相談支援 ・電話対応、メール対応について

【相談支援室職員必須科目】 ・ポータルサイト掲載内容やその他相談室業務について

業
務
専
門
知
識

選
択
科
目

所属の業務内容に応
じ、必要な専門知識
や実践スキルを習得
する。

21時間 31

10時間 86

7時間 10

集合研修
eラーニング

 28時間 123

子どもの発達と保育の内容
集合研修

2時間 123

・要領・要綱について詳細説明
・助成申請、運営にあたっての留意事項について詳細説明

集合研修
eラーニング

2時間 123

基
礎
知
識

必
須
科
目

職員として必要とさ
れる基本的な業務知
識を習得する。

業
務
知
識

必
須
科
目

協会の経営理念や事
業について学び、社
会における協会の役
割を理解する。

協会概要・就業規則 集合研修

123

情報セキュリティの基礎 1時間 123

コンプライアンスの基礎 3時間 123

個人情報保護の基礎

eラーニング

1時間

職場のハラスメント対策 1時間 123

1時間 123



実施機関（協会）の職員に対する研修の実施状況【継続研修（キャリアアップ）】

3

分
類

区
分

目的 科目 内容 形式 時間数 受講者数

・個人情報や機密情報の取り扱いや漏えい防止策

・個人情報や機密情報を取り扱う際のリスク

・情報セキュリティに関する知識と対策について、知識
　の定着を図る。

・情報セキュリティについて習熟度確認

・保育所保育指針

・乳幼児期の発達、保育の環境構成

不正受給案件 ・過去の不正受給案件で啓蒙したい内容について 1時間 60

・厚生労働省が示すパワーハラスメントの分類や基準

・パワハラを無くすための企業の取り組みについて

3時間 60

業
務
知
識

必
須
科
目

初期研修で学
んだ業務知識
の理解を深め
る。

個人情報保護と情報漏えい防止

eラーニング

選
択
科
目

職員を育成す
る立場として
必要な基本知
識を習得す
る。

パワーハラスメントのエッセンス

eラーニング
2時間 60

管理職のための労務管理
・労務管理について管理職としての心構え、適切な考え
　方、判断、実行力を身に付ける。

0.5時間

2時間

60

60情報セキュリティの継続研修

子どもの発達と保育の内容
集合研修

2時間 60



児童育成協会における相談支援業務の実施状況

月 電話 メール 計 昨年度計 昨年度比

4月 ９，５８５ ２，４９５ １２，０８０ ４，４５０ ２７２％

5月 ７，３４４ １，７８４ ９，１２８ ９，３０６ ９８％

6月 ８，６５７ １，３８１ １０，０３８ ９，３２５ １０８％

7月 ８，２５２ ７７７ ９，０２９ ６，７９１ １３３％

8月 ７，０９６ ６１０ ７，７０６ ５，８０３ １３３％

9月 ７，２１６ ６１４ ７，８３０ ５，９６９ １２４％

10月 ６，０１７ ４９８ ６，５１５ ５，１３８ １２６％

11月 ７，０８２ ４８８ ７，５７０ ５，０８５ １４９％

12月 ７，９５２ ６１６ ８，５６８ ４，２５１ ２０２％

1月 ９，７２９ ６７７ １０，４０６ ５，０１７ ２０７％

2月 ９，８９２ ７３７ １０，６２９ ５，７３０ １８５％

計 ８８，８２２ １０，６７７ ９９，４９９ ６６，８６５ １４９％

＜表１ 問い合わせ件数＞ 単位：（件）

相談支援室の電話受付時間

令和２年度は電話受付時間を
「9：45～17：15」として相談業務
を行った。なお、現在の１日のうち
の混雑状況は以下の通り。

（１）電話・メールによる問い合わせ対応

〇前年度と比較し、４月は令和２年度の新規募集や新型コロナウイルス感染症の影響があったこと、１２月から１月に
かけては新規募集の内示決定が出たこと、申請に関する各種通知が発出されたことにより問い合わせが大幅に増加し
た。（表１参照）

〇各月概ね昨年度よりも問い合わせが多く、特に午前中や夕方に問い合わせが集中する傾向があった。

１．通常相談

資料1－5
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（２）新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ対応

〇令和2年２月２２日より、緊急事態宣言解除の５月２５日までの間、「新型コロナウイルス感染症緊急問い合わせ窓口」
を設置。土曜・日曜を含んだ２４時間体制での受電が可能なように、携帯電話による問い合わせ体制を設ける。相談支
援室の受付時間終了後の夜間や休日に受電することもあり、実際に土曜・日曜及び平日の夜間の問い合わせについて対
応した。

〇WEBサイト「企業主導型保育事業ポータル」に報告フォーム「新型コロナウイルス感染症による状況報告」を設置し
常時報告が行える体制を構築。これにより、迅速な対応、集計及び内閣府への報告が可能となった。（表２参照）

〇陽性者・濃厚接触者の発生した施設や地方自治体に対し感染者や濃厚接触者の状況、今後の施設の運営方針等について
聞き取りを行い、必要に応じて助言等を行った。

〇ポータルサイトの「よくある質問」に、新型コロナウイルス感染症に関する質問と回答を追記した。

〇新型コロナウイルス感染症に関する助成及びその対象についてまとめたお知らせ「新型コロナウイルス感染症に伴う企
業主導型保育施設の助成等について」を作成。併せてポータルサイト上の報告フォームでの報告方法についての解説資
料を作成・配布した。新型コロナウイルス感染症に伴う利用料の減免措置などについて助成対象期間が延長されるごと
にお知らせを更新し、事業者の手元には常に最新の情報が届いているよう配慮した。

＜表２ 新型コロナウイルス感染症に伴う休園等の報告件数（表１の内数） ＞ 単位：（施設）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 報告数

休園 ３２６ １４１ １２ ２３ ３１ １０ １０ ２０ ３２ ４８ １２ ６６５

一部

休園
１５６ ７１ ９ １１ ５ １ ７ ６ ２ ４ １ ２７３

2



（３）受電対応率向上に向けた取組

〇電話での問い合わせが多く、電話がつながらないことがあった。このため、電話回線を４月に５回線から８回線に、９月
には１４回線に増設した。

〇７月より、業務委託による相談支援業務も開始し、体制強化を図った。その後も人員の増強を図っている。（表３参照）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

協会 10 10 12 11 11 11 11 11 11 11 11

業務委託 ― ― ― 5 4 6 6 6 6 6 7

計 10 10 12 16 15 17 17 17 17 17 18

昨年度計 6 6 6 6 8 8 8 8 ８ ８ ８

昨年度比 ＋４ ＋４ ＋6 ＋10 ＋7 ＋9 ＋9 ＋9 ＋9 ＋9 ＋10

＜表３ オペレーター配置人数＞ 単位：（人）

（４）専門知識の向上及び品質管理の改善

〇座学やロールプレイ、ケーススタディを取り入れた電話応対研修やメール応対研修を実施した。また、応対原稿（トーク
スクリプト）の統一や、レコードモニタリングによる「言葉遣い」「要約・論理」「接客マインド」等、全21項目の定量
評価を行い、達成率に応じ「問い合わせ内容の復唱を行う」「一文を短くする」「結論から回答する」などの振り返りを
個別に実施することで、応対品質の向上を図っている。

〇メール対応について、メール対応マニュアルの整備やケースワークの共有を行い、応対品質の向上を図っている。

〇電話応対システムを活用したFAQデータベースを構築することで、相談担当職員の統一的な対応を一層向上させるなど、
品質管理の改善に取組んでいる。

3



（１）ポータルサイトにおけるFAQの充実
〇事業者が電話やメールで問い合わせる手間を軽減するため、適宜ポータルサイトのFAQを更新し、内容の充実を図った。

（２）企業主導型保育施設向けのお知らせ
〇内閣府との協議を経て、「企業主導型保育事業における病児保育事業及び一時預かり事業に関する確認事項」及び「企
業主導型保育事業における児童の出欠席等に関する確認事項」を作成・公開した。

（３）審査部調査課との連携
〇利用者及び職員等からの、企業主導型保育施設の不適切な運営等に関する相談案件について適宜、調査課と連携し、
企業主導型保育施設に対する助言・指導や必要な措置を講じた。

（４）休園施設への助言・指導
〇休園している施設に対し休園理由の聞き取りを行い、再開に向けた計画の作成などの助言・指導を行った。

（１）「よくある質問」公表の迅速化
〇ポータルサイトのリニューアルに合わせ、各種通知発出後に、その通知に対するお問い合わせに対する回答のまとめを、
ポータルサイト上で公開することで、同様のお問い合わせ件数を最小限に抑える。

（２）相談受付時間の延長の検討
〇回線数及び人員の増強を図っているものの、全ての受電に対応できていない。これを踏まえ、問い合わせ時間を延長し、
事業者がかけやすい時間帯の相談支援体制が組めるよう、検討している。

（３）体制の強化
〇相談支援体制の増強のため、体制の強化を図る。

（４）対応品質の向上
〇事業者からの質問に対し、事業者の抱える疑問点の背景にある事情を理解した上で、丁寧かつ的確に誰もが同様の案内が
できるよう、引き続き事前研修及び現任訓練により企業主導型保育事業の知識の習得、研鑽に努める。

２．通常相談以外の相談支援体制

３．令和３年度に向けて
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児童育成協会における新システム導入の状況と今後の対応について

（プロジェクト開始当初）
○ 協会は、業務開始当初から定期的に進捗状況の確認を行ってきており、委託事業者からも進捗には問題ないとの報告を受
けていた。

〇 要件の確認に際しても、随時、相談、打合せができるように、協会内に委託事業者の常駐場所を確保し、必要に応じて、
協会の担当者がシステム設計などに関して委託事業者からの確認に対応していた。

〇 2020年11月に、協会の担当者からの意見等を踏まえ、委託事業者がプロジェクト開始当初に認識していた開発範囲より広かったことが明
らかとなったことから、開発の優先順位の調整を行った。（審査業務の開発を優先）

（2020年12月以降の状況）
〇 2020年12月に、委託事業者から2021年４月の稼働が困難との申し入れがあり、今後の設計開発業務を検討するため、
2021年１月に、委託事業者において再度業務の洗い出しを行った。その上で、協会及び委託先事業者において工数を精査し
たところ、工数はプロジェクト開始当初の想定から４倍以上増加することが判明した。

〇 上記を踏まえ、協会及び委託先事業者においてプロジェクト推進方法を再検討したが、委託事業者において、工数に対応
した必要なスキルを保持する人員を確保することが困難等の理由から、４月以降の受託を辞退したいとの申し入れがあった。

経緯

要因

（調達時）
〇 設計開発のスケジュールが工数に比して短期間であったため、応札事業者が限られていた。
〇 仕様書等の調達関係資料において、機能面等の情報が不足していた。
〇 協会内において、委託事業者に対してシステム開発を超えた領域（業務改革）まで依頼するのかなど、委託内容に関する
調整が十分に図れていなかった。

（プロジェクト開始後）
〇 スケジュールが短期間であったため、プロジェクト開始当初から要件確認及び設計作業が不十分なまま、実際に稼働する
システム開発作業の進捗に傾注した。

〇 現行システムの構造が複雑で、委託事業者において、新システム設計のため当初の想定より分析に多くの時間を要した。
〇 協会からは、システム開発を通した業務の効率化などを求めていたが、これに対し委託事業者が過大に協会の業務改革に
注力する必要があると考えてしまい、協会との間に認識の違いが生じてしまった。

これらの要因の対応策（「３．今後の対応」参照）を踏まえ、５月下旬の業者決定に向けて調達実施

１．新システムの開発状況

資料1－6
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(運営費)月次報告詳細　３．職員入力

企業主導型保育事業

④ 職員カレンダー

就業規則に定める常勤職員の1か月の勤務時間 176時間

１ 2 ３ ４ ５ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ̃
　 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

職員名 職種 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編
１ 加藤　さき 保育士 8 8 8 ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８
２ 木下　しろう 子育て支援員 4 5 6 7 8

預かり４ 病児３
３ 久保　せつこ 子育て支援員(受　
４ 小出　せいや 准看護師 　
５ 近藤　そうや 子育て支援員 　

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編 合計勤務時間 資格添付ファイル

８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ 176

レ

保育施設 児童育成協会保育園

種類 月次報告 年度 202X 種別 運営費

編集編集 編集

(運営費)月次報告詳細 －３．職員入力 ー

本画面の入力項目を全て入力し問題無ければチェックしてください。

閉じる 保存

表示

表示

表示

設定

設定

設定

表示設定

表示設定

職員マスタから取得

画面イメージ（案）
より具体的なイメージを把握するために、一部業務
の画面のイメージを作成した。
今後の設計作業の参考となる。

(運営費)月次報告詳細　１．基本・開所日数

企業主導型保育事業

① 子ども子育て拠出金の納付確認書類

　　該当月 　2020.4 　添付/削除

② 開所日数

1 2 3 ４ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 合計

開所日 26日
災害閉所 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 　1日

レ

種類 月次報告 年度 202X 種別 運営費

保育施設 児童育成協会保育園

(運営費)月次報告詳細 －１．基本・開所日数 ー

本画面の入力項目を全て入力し問題無ければチェックしてください。

閉じる 保存

２．今年度調達による成果

今年度調達において、再調達及び今後のプロジェクト推進に活用可能な次のような成果があった。一部の成果物のイメージを抜
粋して、示す。
【主な成果物】
〇 要件定義書（案）
〇 業務フロー（案）
〇 機能一覧（案）
〇 帳票一覧（案）
〇 画面一覧（案）
〇 画面遷移図（案）
〇 データベース定義（ER図）（案）
〇 プロトタイプ検討結果報告書

A 申請企業 B 外部システム C 新システム D 児童育成協会 E 新システム（データベース）
1

2

3

4

否 要

5

否

要
6

７

８

９

10

無

11

12

13

14

15

無

有
16

17

18

概算交付申請
（一覧から作成）

入力チェック
添付書類チェック

概算交付
登録

電子申請システム
ログイン

概算交付申請
作成

児童マスタ、職員マスタ

助成事業

概算交付
審査一覧

A

概算交付詳細

確認事項
有無

概算交付確認
依頼

有

概算交付
詳細

確認依頼メール
受信

再申請

申請完了通知
メール受信

確認事項
有無

概算交付詳細
審査へ差戻し

承認取消
有無

審査状態テーブル

承認取消 会計データ取消

概算交付審査
上長コメント

審査状態テーブル

審査状態テーブル

承認

審査へ差戻し

概算交付申請
履歴作成

概算交付審査
コメント

確認依頼

会計データ

審査状態テーブル

概算交付
詳細

審査(会計)シート
A

概算交付
トランザクション、履歴

企業情マスタ、拡担当者割り当て
審査開始

職員表
（マスタ）

利用児童表
（マスタ）

A

基本分
カレンダー

加算分
カレンダー

開所
（自動）

概算交付申請

概算交付トランザクション、履歴

申請データ職員重複確認
常勤換算チェックバッチ

振込口座情報

チェック
結果

概算交付申請
トランザクション

審査状態
申込状態

(運営費)月次報告詳細

企業主導型保育事業

種類 月次報告 年度 202X 種別 運営費

保育施設 児童育成協会保育園

進捗状況

１．基本・開所日数

２．児童入力

３．職員入力

４．基本分

５．カレンダー（基本分）

６．加算分

７．カレンダー（加算分）

８．ファイルアップロード

９．備考

(運営費)月次報告詳細

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

入力 閲覧

閉じる 報告を行う

(運営費)月次報告一覧

企業主導型保育事業

保育施設名 【サンプル】児童育成協会保育園(助成決定)(UK0243137) ▼

※「月次報告」新規作成時の利用児童及び職員表は、前月分の月次報告のデータが自動反映されます。
※「月次報告再申請」新規作成時の利用児童及び職員表は、対象月の承認済みデータが自動反映されます。

ー ー ー ー
4月 継続 一時保存 － 2,700,725
月 報告種別 報告状況 審査状況 積算額 ー

5月 継続 　報告中 　未審査 2,700,725
6月 継続 一時保存 － 0
7月 継続 　報告中 　未審査
8月 継続 　報告中 　未審査 2,700,725
9月 継続 一時保存 － 2,700,725

11月
10月 継続 　報告中 　未審査 2,700,725

1月
12月

3月
2月

(運営費)月次報告一覧

20xx 年度 月次報告(運営費）一覧

作成再開
表示

作成再開
表示
表示

選択

作成再開

新規作成
新規作成
新規作成
新規作成
新規作成

削除

削除
再申請表示

業務フロー（案）
業務の流れを視覚化し、要件の網羅性を確認す
るために作成した。
今後の設計作業で作成するベースとなる。

画面遷移図（案）
必要と考える画面を検討した上で、
それを使用した場合の関連、流れ
を把握するために作成した。

月次報告画面の例

2

審査
メインメニュー

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(未審査／審査中)

消費税仕入控除
税額報告審査詳細
(未審査／審査中)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(承認待ち)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(承認待ち)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(決裁待ち)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(決裁待ち)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧

(全て)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧

(全て)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(決裁済み)

消費税仕入控除
税額報告審査一覧
(決裁済み)



〇 協会内プロジェクト推進体制・マネジメント体制の強化
〇 令和２年度調達の成果物を活用した調達関連資料の拡充
〇 適切な設計開発期間の確保
〇 調達範囲の見直し・明確化

再調達に向けての方向性

３．今後の対応

□協会内プロジェクト推進体制・マネジメント体制の強化
üプロジェクト管理の強化のため、情報管理課にシステムに精通した人材を登用。
ü情報管理課において、各部門のニーズを一元的に把握し適切にシステム会社に伝達するなど、システム会社との折衝は
情報管理課において実施。
ü令和２年度に委託したシステム会社の培った知見・知識を活かすため、当分の間アドバイザーとして打ち合わせに参画さ
せることなどを検討。

□令和２年度調達の知見を活用した調達仕様書の記載内容の大幅な見直し及び成果物を活用した調達関連資
料の拡充
ü令和２年度に実施した協会職員や現行システム会社へのヒアリング内容を調達仕様書に反映し、機能要件の記載を充実さ
せるとともに、現行システムの課題を追加。
ü調達関連資料において、令和２年度に作成した、要件定義書・業務フロー・機能・画面・帳票一覧を追加。
ü令和２年度の成果物を活用することで、令和３年度調達の業務内容・金額を縮減。

□工数に見合った18ヶ月の工期の確保
ü工数は、プロジェクト開始当初の見積もりと現委託事業者の見積もりから必要工数を改めて積算し、委託契約金額を明示。
ü工期は、工数と工期の関係のIT業界における通例を踏まえた分析結果から、導き出された結果を基に確保。
ü工程スケジュールは、次ページ参照

□調達範囲には協会の業務改革までは含めず、運用・保守業務を含める
ü現行システムからの移行を円滑に行うことを目指す。
ü運用時及び改修時の安定を確保する。

具体的な対応策

3



４．プロジェクトスケジュール

4

再調達にあたっては、次のような設計開発スケジュールを予定している。

2021年度（令和３年度） 2022年度（令和4年度） 2023年
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

申請・審査機能（共通機能含)

要件定義の確定

基本設計

詳細設計

開発・単体テスト

結合テスト

総合テスト

受入テスト

移行

教育

監査機能

要件定義の確定

基本設計

詳細設計

開発・単体テスト

結合テスト

総合テスト

受入テスト

運用・保守業務

移行設計 移行手順検討 移行
ツール開発

移行テスト
（リハーサル）

移行テスト
（リハーサル）

移行テスト
（リハーサル）

教育
計画

教育
(協会)

教育
(事業者)

稼働開始

稼働開始



児童育成協会における新システム導入の具体的方向性について

üHP上に検索機能を持たせ、地域の知りたい施設の情報（定員の空き状況や
指導監査結果等）をピンポイントで閲覧できるようにする。
（例）［R２年度・助成決定施設・千代田区］で検索し千代田区の施設一

覧を抽出→施設名をクリック→施設情報を閲覧
ü申請入力の際、明らかな誤りがあるとコメントが表示されるなどの機能を
付し、正しい入力へ導く。また自動入力も可能とする。
ü申請画面は１ページを短くし、申請者が入力し易いユーザーフレンドリー
な画面とする。
ü施設アカウント5,000、協会アカウント500、指導監査等の委託先アカ
ウント３,000の計8,500程度の同時アクセスに耐えうるシステムを導入
する。

新システムによる解決策

◆ホームページ上から検索

◆入力ミスの防止

üHPに掲載している助成決定一覧がPDFであり施設名称等で検索ができない。
ü月次申請等の際、明らかな誤りであっても入力が可能なため、誤入力が多
く、協会から修正連絡をするなど事務負担が大きい。
ü月次申請等の画面が分かりづらいため、事業者からの問い合わせが多い。
ü月次申請等の画面において１ページが長く、申請者の入力の負担が大きい。
üアクセスが集中するとシステムに負荷がかかり、サーバーがダウンしてし
まうことがある。（現行システムは施設アカウント2,500、協会アカウン
ト30の計2,530程度の同時アクセスを想定して設計していた。）

【助成事務】
○ 事業者からの申請等に活用する電子申請システムについては、利便性を確保しつつ、効率的かつ効果的な審査業務を行え
るよう、システムを構築することとし、構築に当たっては、あらかじめ具体的な方針を検討し、報告すること。

【情報公開等業務】
○ 内閣府への定量的な事業報告、情報公開業務については、情報管理の徹底を前提としつつ、データ抽出を迅速かつ柔軟に
行えるシステムを構築することとし、構築に当たっては具体的な方針を検討し、報告すること。

附帯条件

協会の方針

現行システムが抱える課題について、以下の方針でシステム改修を進める。（委託業者：トランコムITS株式会社）

１．利便性の向上

新システムイメージ例
現行システムの課題

（参考） R2.10.13点検・評価委員会資料
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２．情報管理

現行システムの課題

ü個別の施設IDがなく、集計、データ出力に多くの時間を要する。
ü同じ施設であっても年度ごとに異なるIDが施設に付与されており、
年度をまたいでの情報の紐づけが自動で出来ず、事務負担が大きい。

新システムによる解決策

施設ID

法人番号
施設名
事業所所在地
事業所電話番号
事業所担当者
保育施設担当者
運営費助成決定日
運営費助成決定番号

データベースに格納した情報は、出力対象とすることが可能

新システムイメージ例

３．申請者への伝達

ü新システムにメール機能を付し、事業者が自ら所定の手続きをすることにより、メールアドレスの変更をシステムで自動的に行い、「変
更したはずが、以前のアドレスに届いている」などのエラーをなくす。
また、協会からの連絡が届いた際、事業者がメールを確認し「同意」ボタンを押すことにより、協会側から施設の確認状況を把握する機
能を設ける。

現行システムの課題

新システムによる解決策

ü現行システムには、メール機能が無く、事業者への一斉メールはOUTLOOKを使用している。このため、事業者がメールアドレスを変更し
た場合には、その変更を手動で行っており、非効率かつヒューマンエラーの原因となっている。

ü施設ごとに個別IDを付与し、各年度の施設情報を１つにまとめ、
施設の審査、指導監査の内容を統合する。
これにより、
・事業者からの問い合わせの際にも、協会の対応者がID検索に
よって該当施設の情報を瞬時に確認できるようになるため、問
い合わせ対応における協会の事務負担の軽減
・必要な項目のデータ出力・集計の自動化
を実現する。

新システムデータベース

①

②

③ ① DBに格納されているデータの項目を表示
② 出力したい項目を選択
③ ②で選択した項目のリストを出力
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現行システムの課題

ü新システムに指導監査の情報を入力できる機能を付し、入力した指導監査結果、立入検査結果を各施設の他の情報とにリンクできるよ
うにする。
ü指導監査のスケジューリング機能、ペアリング機能を付すことにより、事務負担を軽減し、円滑な指導監査の実施につなげる。併せて、
ペアリング機能は、条件を付すことにより同じ職種のペアにならないようにする等の機能を付す。

ü指導監査の内容を迅速に共有するため、外出先におけるモバイル端末による入力も可能とする。

現行システムの課題

ü審査の際、自動計算機能が無いため、手計算することも多く非効率かつ
事務負担が大きい。
ü検索機能が乏しく、施設名、法人名以外のキーワード検索ができない。
ü２つの画面を同時に開くことができない。
ü添付書類の確認は、その都度ダウンロードしなければならず、時間を要する。

新システムによる解決策

新システムによる解決策

ü自動計算機能を付すことにより、審査効率の向上を図る。
ü検索機能を充実させ、あらゆるキーワードで検索を可能とする。
ü審査対象画面と同時に、複数画面を開ける機能を付す。
ü添付書類をブラウザ上（インターネット上）で閲覧できるようにする。

ü施設の指導監査を把握する機能が現行システムにはないため、エクセルやアクセスによって別途管理している。
このため、監査実施に向けたスケジュール管理や監査員の手配（２人１組のペア）に時間を要し、事務負担が大きくなっている。

４．審査の効率化

５．指導監査機能の設置

添付ファイル等の閲覧をする際にプレビューなどで
表示することで、スピーディな確認ができる。

新システムイメージ例
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令和元年度 企業主導型保育事業における助成取消・取りやめ・休止施設の状況

１．助成取消

助成取消施設数 主な助成取消事由（複数理由の施設あり） 助成金返還状況

23施設

・助成の不正受給を行っていた事実が判明したため（７施設）
・助成申込において不正を行っていたことが判明したため（９施設）
・合理的な理由なく施設の運営が開始されなかったため（９施設）

・事業を中止し、又は廃止する場合に協会の承認を受けなければならないが、
協会の指示に従わず、その手続きが行われないため（５施設）

・実施要綱・助成要領等の定めに違反し、指導・勧告を受けても改善がみられ
ない等必要があると認めたため。（１施設） 等

助成決定の取消を行った施設のうち、
・助成金の返還が必要な施設 16施設

うち、全額返還済 ０施設
返還請求訴訟を提起 16施設

２．取りやめ

３．休止施設

取りやめ施設数 主な取りやめ事由 助成金返還状況

33施設

運営開始前 27施設
運営開始後 6施設

・見込んでいた土地取得・賃貸等が困難になったため（７施設）
・年度内に整備が着工に至らなかったため（５施設）
・事業計画の見直しのため（５施設）
・利用児童を十分に確保できなかったため（３施設） 等

助成決定後、事業を取りやめた施設のうち
・助成金の返還が必要な施設 12施設

うち、全額返還済 10施設
返還請求訴訟を提起 ２施設

休止施設数 主な休止事由 再開状況

８施設
・利用する児童がいないため（３施設）
・保育士を十分に確保できなくなったため（１施設）
・新型コロナウイルス感染症への対応のため（４施設）

休止した施設のうち
・既に再開している施設 ７施設
・再開時期が未定の施設 １施設

当該年度において、助成決定事業者が助成申込等において不正の事実が判明した場合又は実施要綱及び助成要領等の定めに違反し、
指導・勧告を受けても改善が見られない等、必要があると認め助成決定の取消を行った施設。

当該年度において、助成決定後、事業者が申請を取り下げ、事業を取りやめた施設。

当該年度において、休止（１か月以上）した施設。

資料1－7
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企業主導型保育事業における財産処分の承認状況

○ 令和２年１２月末時点 ２５施設

財産処分の承認状況

財産処分の種類 施設数

転用 補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用 ２施設

譲渡 補助対象財産の所有者の変更 ２１施設

交換
補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の
故障時の業者による引き取りは交換ではなく廃棄に当たる。

０施設

貸付 補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更 ０施設

取り壊し 補助対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと。 ０施設

廃棄 補助対象財産（施設）の使用を止め、廃棄処分をすること。 ２施設

担保に供する処分 補助対象財産に抵当権を設定すること。 ０施設

企業主導型保育事業（整備費・運営費）の助成金を受けて整備した施設等の財産処分は、あらかじめ公益財
団法人児童育成協会及び内閣府（内閣総理大臣）の承認を受ける必要がある。

財産処分のうち譲渡については、協会において、譲渡先の保育の質や事業の継続性等を確保する観点
から、令和２年度新規申請施設に対する審査に準じて審査を行う。

財産処分の手続きについて

（内訳）

譲渡の内容 施設数

運営委託事業者への譲渡 ９施設

組織形態の変更に伴う譲渡 １０施設

他の事業者への譲渡 ２施設

（譲渡の内訳）

※ 整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更 ５施設
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企業主導型保育事業点検・評価委員会 【児童育成協会に対する附帯条件と対応状況】

対応状況

児童育成協会の体制

令和２年６⽉３０⽇から専任の理事を配置

⼈材確保⼯程案を作成し、適宜委員会に報告

令和３年３⽉１⽇から関⻄⽀所を開設（審査会の設置はなし）

助成業務

附帯条件の内容を盛り込んだ審査基準を策定し、基準に基づく審査を実施

事業者に対して、概算払や⽉次報告の活⽤に関する協⼒依頼をするなどの改善策を実施

新システム構築に当たっての具体的な⽅針や現⾏システムからの改善策について、適宜委員会に報告
（新システムの導⼊については、当初の予定よりも⼤幅に遅れる⾒通しであるが、適切な設計開発期
間の確保と調達範囲を⾒直した上で、令和４年１２⽉の稼働を⽬指し、速やかに業者決定に向けた調
達を実施）

指導・監査業務

令和２年度最初の委員会で、指導監査の⼀部外部委託などを盛り込んだ指導監査等の⽅針を報告

財務⾯（モデル監査）で３社、労務⾯で１社に委託。専⾨的な指導監査の基準や内容等について、適
宜委員会に報告

各⽴⼊調査の結果については、保育⾯を中⼼とした全般的な指導監査結果へ集約し、協会で⼀元的に
管理することについて報告

研修の充実

附帯条件の内容を盛り込んだ施設⻑研修など各種の研修を企画、実施

附帯条件の内容を盛り込んだ協会職員に対する研修を企画、実施

相談⽀援

セミナーや交流会などのマッチング⽀援を実施。またインターネットを活⽤したマッチング⽀援の検
討を開始

巡回指導の⽅針、実施施設の選定等について委員会に報告

地⽅⾃治体との連携

２年度新規申請施設や助成内⽰施設等の情報について、申請書収受後や内⽰後に速やかに市区町村等
に対し提供。また地域枠設定に関する市区町村への事前相談については、審査基準において規定

委託分も含め、協会実施の⽴⼊調査スケジュールについては事前に、また指導監査結果については結
果がまとまり次第、都道府県等へ提供

債権管理・訴訟対応業務

助成⾦の返還に向けては、適宜弁護⼠と連携して必要な措置を実施

（２年度は不正受給事案はなし）

情報公開等業務

新システム構築に当たっての具体的な⽅針や現⾏システムからの改善策について、適宜委員会に報告
（新システムの導⼊については、当初の予定よりも⼤幅に遅れる⾒通しであるが、適切な設計開発期
間の確保と調達範囲を⾒直した上で、令和４年１２⽉の稼働を⽬指し、速やかに業者決定に向けた調
達を実施）

昨年８⽉の委員会で公表⽅針を報告。その後適宜委員会で、定員充⾜状況等の公表データを報告

優先的に整備する必要がある新規施設の募集・審査に必要な本部の実施体制を含め、企画、助成、指導・監査などの各部⾨の事業実施に必要な⼈材確保の⼯程案を作成し、次回の点検・評価委員会に報告すること

本部の体制について、マネジメント体制を強化するため、専任の理事を遅くとも令和２年度夏を⽬途に選任すること

事業者からの申請等に活⽤する電⼦申請システムについては、利便性を確保しつつ、効率的かつ効果的な審査業務を⾏えるよう、システムを構築することとし、構築に当たっては、あらかじめ具体的な⽅針を検討し、
報告すること

新規申請の審査に当たっては、待機児童の状況や地域ニーズを踏まえて⾏うこと。保育の質の確保、不正受給の防⽌、資⾦計画について配慮した審査基準を定め、次回の点検・評価委員会に報告すること。なお、財
務⾯の審査については、基準の策定等に当たって公認会計⼠等専⾨家を活⽤するとともに、不正受給防⽌の観点から、申請者のコンプライアンス、ガバナンスの体制を審査項⽬とすること。また、審査に当たって⾏
う申請者に対するヒアリングにおいて、必要に応じコンプライアンス、ガバナンスの体制についてヒアリングを⾏うこと。

年度末の精算については、事業者が速やかに完了報告を⾏うことができるよう、まずは事業者に対する周知徹底を図るとともに、引き続き、改善策を検討し、報告すること

（令和２年度指導・監査については、保育⾯を中⼼とした全般的な指導・監査に加え、財務⾯及び労務⾯に特化した専⾨的な指導・監査を実施する旨の提案があったが、以下の点について、それぞれ実施する前に⽅針を検討し、随時報告すること）

附帯条件

  実施機関による指導・監査結果や各施設の定員充⾜状況等の公表について具体的な⽅針を検討し、報告すること。

内閣府への定量的な事業報告、情報公開業務については、情報管理の徹底を前提としつつ、データ抽出を迅速かつ柔軟に⾏えるシステムを構築することとし、構築に当たっては具体的な⽅針を検討し、報告すること

不正受給事案が発⽣した場合には、その原因を検証し、再発防⽌策を検討し、随時報告すること

実施機関から事業者に対して助成⾦の返還を求める事案について、債権管理や助成⾦返還に係る訴訟等を⾏うことにより、返還に向けた必要な措置を講ずること。その際、必要に応じ弁護⼠を活⽤するものとする
が、弁護⼠の所在する地域や経験に偏りがないよう配慮すること

指導・監査において、実施機関、都道府県等それぞれで実施した指導・監査結果の情報を共有し、またその後それぞれで⾏う指導・監査に有効活⽤できるよう、都道府県等に対し、⽴⼊調査スケジュールや実施機関
による指導・監査結果の提供等を徹底すること。

新規申請の審査において、市区町村等が施設の設置⾒込みや設置状況を把握できるようにするため、市区町村等に対し、助成申請情報や助成決定情報、開所情報を速やかに提供すること。また、申請者から市区町村
等に対し、地域枠を設定する場合における地域の保育ニーズの確認などのための事前相談が⾏われたことについて、市区町村等への確認を徹底すること。

保育の安定した運営の観点から、巡回指導を開始する前に具体的な⽅針を検討し、報告すること

定員充⾜率の向上を図るため、現在実施している先進的な取組を基に都道府県等へ働きかけるなど、施設と保育ニーズのある企業とのマッチングを実施する地域の拡⼤に努めること

実施機関職員の研修については、業務知識の習得に加え、保育所保育指針など保育内容をテーマとした研修、助成⾦の不正受給事案をテーマとした研修、助成⾦の使途を監査する観点からの財務監査研修、個⼈情報
管理研修、情報セキュリティ研修などを実施することとし、それぞれ研修を実施する前に具体的な⽅針を検討し、随時報告すること

事業者の研修を充実させるに当たっては、引き続き保育の質の確保のための研修の強化を図ること。ガバナンスの確保、コンプライアンスなど組織の継続性に関わる研修を実施することとし、それぞれ研修を実施す
る前に具体的な⽅針を検討し、随時報告すること。また、研修を実施するに当たっては、事業者間の意⾒交換の場を確保するなど事業者間の関係構築を⽀援すること

各施設に対する財務⾯、労務⾯及び保育⾯での⽴⼊調査の結果を集約し、その評価や対応を実施機関の責任において⼀元的に⾏うための⽅針

財務⾯及び労務⾯に特化した専⾨的な指導・監査について、専⾨性を有する外部団体へ委託するに当たって、委託先及び委託する指導・監査の内容に関する具体的な⽅針

⼈員確保の⽬途を踏まえ、外部への委託の活⽤も含めた具体的な⽅針（令和２年度早期に報告）

地域ブロック⽀所については、遅くとも令和２年度末までに、まずは⻄⽇本において⽀所を開設する整備⽅針を検討し報告すること。その際、地域ブロック⽀所における当⾯の事務は、整備状況の現地確認や地⽅⾃
治体との連絡調整とし、地域ブロック⽀所の審査会については、本部との適切な役割分担の下、効果的・効率的な運営ができるよう、その要否を検討し、⽅針を報告すること
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