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企業主導型保育事業本部概況
人員数の推移
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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 R3.4.1 R3.8.1
　　企画部 2 5 19 21
　　審査部 2 22 42 69 102 110 114
　　うち、保育士 1 1 1 1 3 4
　　うち、建築士 2 4 7 8 7 7
　　うち、社会保険労務士※ 1 0 0
　　指導監査部 5 12 20 34 121 124
　　うち、保育士 1 2 3 13 16
　　うち、公認会計士 2 2
　　関西支所 7 10
　　うち、保育士 0 1
　合 　計 （本部長・副本部長を除く） 2 27 54 91 141 257 269
    (うち、保育士) 0 1 2 3 4 16 21
※社会保険労務士については令和３年８月以降、社労士事務所と顧問契約を締結している。



企業主導型保育事業本部概況

1. 審査部
〇 審査管理課の新設
従来より改善が必要であった審査進捗状況の一元管理と業務の実施計画を策定する役割を担う部署として
新設。今後は従来から進捗の遅れが問題となっていた新規募集と完了報告の進捗状況の管理を中心に、
各事業者の要望に対応すべく業務を実施する。

2. 指導監査部
〇 調査課管轄部門の変更
調査課の管轄部門を審査部→指導監査部に令和3年4月1日付で変更。
調査課が実施する特別調査については、指導監査部と連携・協力のうえ実施することも多く、実施結果の
共有も必要なことから変更を実施した。また、令和3年度は特別調査へ同行する指導監査員をチーム制と
することで、より緊密な連携を実施していく。

〇 管理課体制増強
令和3年度においては、新しく専門的財務監査が始まることと、監査対象施設数の増加も見込まれるため、
監査スケジュールの作成・外部委託先との連携を始めとし、管理業務をより充実させる必要があることか
ら令和3年4月1日付で正職員中心の配置に変更し、体制を充実させた。
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令和３年度企業主導型保育事業本部の体制について



企業主導型保育事業本部概況
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〇 外部委託事業の一部内製化
令和2年度に監査員の採用が進み、一定数が確保できたことから、保育面を中心とした全般的な指導・
監査について、外部委託先実施数を変更し、内製化を進める。
令和２年度外部委託先監査実施数 約2,000施設 → 令和3年度外部委託先監査実施数 約1,000施設

3. 関西支所
〇人員増強
令和3年3月1日開設の関西支所については、人員を2名増強し、5月1日時点で10名体制とした。
新規募集にかかる現地調査ならびに指導監査（立入調査）の実施を主として取り組む。
また、児童福祉に見識がある者を非常勤職員として採用し、相談対応についても実施検討を進めている。
※現地調査・・・371施設実施済（令和3年7月31日現在）緊急事態宣言発出に伴い中断。

中断期間中の9月については新規募集にかかるヒアリングを実施。
指導監査・・・オフサイト調査を10月中旬ごろより開始。約100件を実施予定。

〇指導監査部との協力
巡回指導ならびに立入調査について、指導監査部との連携のうえ実施を進める。

〇自治体との連携強化
企業主導型保育施設向け支援の充実のため、自治体との連携強化を図る。
具体的には現在、大阪府・大阪市・兵庫県との連携を進めており、企業主導型保育施設の共同
利用や定員充足に向けた取り組みでの協力関係を構築する。また、関西地区管内の他自治体との
連携も引き続き検討する。
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協会職員全体の定着率を上げるとともに、業務の質の改善を目指すために来年度までに
正職員比率の向上を図るとともに、各部門の適正人員を検討し配置する。

雇用種別ごと人員推移（単位��人）

正職員
13%

契約職員
38%

派遣職員
49%

R2.4.1

正職員
16%

契約職員
53%

派遣職員
31%

R3.4.1

令和３年度企業主導型保育事業本部人員計画

雇用種別/年月日 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1(目標）
正職員 19 42 65
契約職員 53 136 113
派遣職員 69 79 79
合計 141 257 257

正職員
25%

契約職員
44%

派遣職員
31%

R4.4.1(目標）



〇募集案内（審査基準公表）

令和３年４月１３日（火）開始

〇募集期間

令和３年４月２８日（水）～６月１３日（日）（児童育成協会のポータルサイトにおいて電子申請）

〇審査スケジュール（予定）

１次審査：７月～８月中旬
２次審査・ヒアリング：８月中旬～１０月初旬
内示：１０月下旬～１１月初旬（目途）

スケジュール

約４千人分

※本事業の受け皿目標である11万人と、令和２年度募集結果を受けた整備予定分（約10.5万人）との差分を募集。
※募集枠分について必ず助成を行うことを約束するものではなく、審査基準に基づき選定された事業者にのみ助成を行う。

募集枠

令和２年度に策定した募集対象や審査の基準についてより厳格化し、運用規律を徹底。

①新規募集対象者の限定（既存施設の定員充足率70％以上・自社従業員10％以上）
②形式的審査の厳格化及び一次審査の強化（審査の必要書類の追加、自治体への事前相談の義務化）
③二次審査の適正化（定量的評価の財務状況について将来の経営の安定性加味、従業員枠をより多く確保する施設に対

する評価の新設、多様な働き方に応じた保育提供を行う施設を高く評価）

基本的な審査の考え方

申請事業者数：５７８件（定員数：１２,８７１人分）

Øうち整備費：２５１件（６,３０７人分）
Øうち運営費：３２７件（６,５６４人分）
※整備費申請件数には整備費助成決定後の運営費申請件数も含まれている。

申請数

令和３年度審査業務について 資料1－2

１．令和３年度新規募集：募集概要・申請状況

1



２．令和３年度新規募集：審査状況

① 児童育成協会において、審査対象である578件について形式的審査・１次審査を実施済。
形式的審査…企業主導型保育事業の基本的な要件及び募集要件を満たしているか、必要書類がすべてそろっているかを確認
１次審査 …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次審査は、１次審査を通過した413件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行った後、対象施設に内示を行う。

審査及び助成決定の流れ

578件

形式的審査
・１次審査
・２次審査

審査対象

取下・不採択

２次審査 …提出書類による定量的評価・定性的評価、ヒアリング評価、必要に応じた現地調査を実施
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

＜内示後の流れ＞
・ 内示を基に助成申請を審査し、順次助成決定。
・ 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。
・ 工事期間や開所日を踏まえた現地調査を実施。

助成決定
対象施設

取下・不採択施設

助成決定

内示対象施設

③ 全体審査委員会を９月24日に実施し、個別施設についての審査委員会を10月中旬～下旬に実施予定。
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３．完了報告審査

■令和２年度完了報告（運営費４,０５９件・整備費２１２件）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。

■完了報告の迅速な審査に向け、協会として下記の対策に取り組んだ。
①運営費完了報告について、今回から報告金額の根拠となる損益計算書等の資料の添付を求めた。
②審査担当者向けに定期的に研修・勉強会を実施して審査レベル向上を図り、事業者向けにも理解向上のた
めマニュアルを発信した。

③事業者に対し、提出期限を遵守していただくよう、案内を強化した。

４．月次報告審査

■令和３年度から月次報告の提出を義務化。（毎月約４,１００件）

■義務化に伴い、４月に助成決定した施設のうち７月末時点の月次報告未申請件数は、令和２年度78件
（2.1％）に対し、令和３年度は６件（0.2％）となり未申請率の減少につながった。未申請事業者には適
時にリマインドを行うなど、申請が徹底されるよう努めている。

■全施設に対し児童の登園表と月次報告の内容に相違ないかを照合し、審査の品質向上に努めた。今後はよく
ある不備を周知し、不備が続く事業者に対して照合・指摘を継続することで不備をなくしていく予定。特別
立入調査に入った施設については、必要に応じて通常の月次審査より審査項目を増やして詳細に審査をして
いる。また、業務委託先と毎月勉強会の開催、審査用FAQの更新を行い、審査の標準化・効率化につなげて
いる。
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令和３年度 指導・監査等の実施状況について
【①保育面を中心とした全般的な指導・監査等】
■立入調査 実施予定件数：約４,５００施設
（内訳）協会：3,500施設 委託先：1,000施設 [アデコ株式会社（東日本エリア）600施設／

パーソルマーケティング株式会社（西日本エリア）400施設］
・令和２年度において協会監査員人材の確保が進んだことから、全体の約８割を協会が実施する。
・協会監査員についてはグループを分け、各グループ長には経験豊富なリーダーを配置し、教育・研修に注力させると

ともに、個々の監査員が作成した復命書の確認や監査員への指導 も行うことにより、監査の質の向上に努める。
・委託先においては監査施設数は減少するものの、首都圏・東海圏・関西圏等で集中実施することにより、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させる。

'｡協会における実施状況
実地による監査の方針で６月から開始予定だったが、新型コロナ感染症に伴う緊急事態宣言等を受け、７月２０日
からリモート（オフサイト）監査で開始した。８月末現在、７９１施設。
※当面、１１月末日まではリモート（オフサイト）監査を予定（対象：２,４００施設）。

'｡委託先における実施状況
実施方法の変更等、対応については協会と同様。8月末現在、２５６施設。
※１１月末日までのリモート（オフサイト）監査の対象施設：アデコ株式会社 ４７０施設

パーソルマーケティング株式会社 ３００施設

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

約3,500施設(リモート監査含む)

約1,000施設(リモート監査含む)

研修、OJT実施（随時）

研修、OJT実施（随時）

研修実施

資料1－3
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■午睡時抜き打ち調査 実施予定件数：約６００施設
０歳児・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％未満の全施設を対象に、以下の施設を優

先的に実施。
・令和２年度の立入調査（リモート（オフサイト）監査含む）において多くの指摘があった施設
・令和２年度に事故報告や情報提供、通報があった施設

'｡実施状況
４月１日から実施。８月末現在、８施設。

■巡回指導 実施予定件数：約４５０施設
・開所後概ね６か月以内の施設
・巡回指導を希望する施設
・立入調査等の内容・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
・保育内容等に関する通報・苦情があった施設
・事故のあった施設

などを対象に実施予定。

'｡実施状況
７月２０日から実施。８月末現在、３２施設。

令和３年度 指導監査実施について
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■専門的労務監査 実施予定件数：約５００施設 （委託先：全国社会保険労務士会連合会）

'｡実施状況
１０月開始予定。

■専門的財務監査 実施予定件数：約５００施設
(委託先：有限責任あずさ監査法人200施設、有限責任監査法人トーマツ150施設、EY新日本有限責任監査法人150施設)

'｡実施状況
７月１６日より実施し、８月末現在、７８施設。

令和３年度 指導監査実施について

【②専門的な指導・監査】
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■特別立入調査
・企業主導型保育施設の運営等について問題（設置会社の経営悪化、保育士の一斉退職等）が発生した場合、発

生のおそれがあると認められる場合又は通報や苦情があった場合のほか必要に応じて、随時抜き打ちに特別立
入調査を行い、当該施設における施設運営等の確認及び必要な指導を実施する。

・指導監査員も適宜活用し、機動的な対応を可能とする。

'｡実施状況
８月末現在、１６施設。

【③特別立入調査】

令和３年度 指導監査実施について
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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 完了計 昨年度完了計 昨年度比
入電数 完了呼数

4月 ７８，８４１ １３，０６４ １，５５４ １４，６１８ １２，０８０ １２１％

5月 ６０，４７４ １０，０９９ １，７７５ １１，８７４ ９，１２８ １３０％

6月 １２，５１８ ９，８６９ １，００７ １０，８７６ １０，０３８ １０８％

7月 ９，５７６ ８，８７５ ８０８ ９，６８３ ９，０２９ １０７％

8月 １１，０２３ １０，０１９ ８３７ １０，８５６ ７，７０６ １４０％

計 １７２，４３２ ５１，９２６ ５，９８１ ５７，９０７ ４７，９８１ １２１％

＜表１ 問い合わせ件数＞ 単位：（件）

（１）電話・メールによる問い合わせ対応
〇令和２年度１０月より「ナビダイヤル」に変更した。これにより「受電数」の他、「入電数（話中等含む）」の把握
が可能になった。これにより、今後の支援体制、案内方法、および次年度スケジュールを検討する指針となった。

〇４月・５月の入電件数は主に「運営費等完了報告」に関する問い合わせであり、内容は、令和２年度より実施した報
告内容の変更に伴う質問の他、締切期限に関するご意見も多く寄せられた。なお、令和３年度新規募集の問い合わせ
は４月から６月の３か月間で２，４４６件、全体の７％に留まった。

〇顧客満足度向上のため、６月１日より受付時間を「９時４５分から１７時１５分」を「９時１５分から１７時１５
分」に延長した。効果測定の結果、時間の延長により、９時・１０時台の受電率の向上につながったことを確認した。

１．通常相談

資料1－４
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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

〇引き続き、WEBサイト「企業主導型保育事業ポータル」の報告フォーム「新型コロナウイルス感染症による状況報告」
「新型コロナウイルス感染症による臨時休園後の再開報告」の内容を遂次内閣府との共有を行っている。

○「新型コロナウイルス感染症ヒアリングシート」を基に聞き取りを行うことで、従来は担当職員が行っていたヒアリン
グを、全オペレータが行える体制を構築した。これにより、更に迅速な対応、集計が可能となった。

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・整理した。

〇令和２年度に作成した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」記載の助成対象期間が延長されたため、内容を更新し、事
業者の手元には常に最新の情報が届くよう配慮を行っている。

＜表２ 新型コロナウイルス感染症報告件数＞ 単位：（施設）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 報告数

休園 ５９ ７７ ２８ ５５ １３１ ３５０

一部休園 １２ １７ ３ １２ ３６ ８０

（３）自然災害に関する注意喚起

「令和３年７月１日からの大雨」および「令和３年８月１１日からの大雨」については、注意喚起を行うと共に、万が一
自然災害により施設の休園をはじめ、物的被害・人的被害等があった場合の状況報告を求めた。

件数 休園
被害

避難の有無
人的被害 物的被害

２２２ １８６ ０ ３ ３

単位：（件）＜表３ 自然災害による被害状況報告件数＞

2



（４）受電対応率向上に向けた取組

〇令和２年度より、業務委託を含め１９～２０人体制とし、現在も引き続きその体制を維持している。

〇協会職員数を２名増員し、スーパーバイザー職を多く配置することで、回答の統一や、スムーズなエスカレーション対応
が可能な体制を構築した。

4月 5月 6月 7月 8月 9月
協会 １０ １０ １０ １０ ９ ９

業務委託 １０ １０ １０ ９ １０ １０

計 ２０ ２０ ２０ １９ １９ １９

昨年度計 １０ １０ １２ １６ １５ １７

昨年度比 +１０ +１０ +８ +３ +４ ＋２

＜表３ オペレーター配置人数＞ 単位：（人）

（５）専門知識の向上及び品質管理の改善

〇昨年度に引き続き、レコードモニタリングによる「聴く・訊くスキル」「話すスキル」「サービスマインド」等の定量評
価を行うと同時に、個別面談の実施により、個人課題の明確化と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、内容の充実を図る。
毎月、掲載されているFAQの見直しを行い、１か月の中で多く寄せられた質問については「最近よくあるご質問」の
ページで回答を公表している。

（２）企業主導型保育施設向けのお知らせ
○事業者より問い合わせの多い内容について、具体的に明記した「企業主導型保育事業における施設の開所日数に関する確
認事項」及び「企業主導型保育事業における「従業員枠・地域枠」に関する確認事項」を新規に作成・公開した。

（３）他部門との連携
○利用者及び施設職員からの、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、施設管理者に状況確認

を行い、必要に応じ助言・指導を行った。また、審査部および指導監査部調査課と連携し、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。

２．通常相談以外の相談支援体制
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児童育成協会における相談支援業務の実施状況(令和２年度)

月 電話 メール 計 令和元年度計 前年度比

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％

3月 １２，０１８ ９４８ １２，９６６ ７，８２８ １６６％

計 １００，８４０ １１，６２５ １１２，４６５ ７４，６９３ １５１％

＜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）

〇各月概ね令和元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

参 考
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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た。これに
より相談支援室の受付時間終了後の夜間や休日の問い合わせについても、迅速かつ適切な対応が行うことができた。

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くよう配慮した。

＜表２ 新型コロナウイルス感染症報告件数（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 3月 報告数

休園 ３２８ １４６ １３ ２３ ３０ １０ ９ ２３ ３３ ５２ １３ １７ ６６５

一部

休園
１５６ ７０ ８ ９ ５ ３ ７ ７ ２ ４ ０ １ ２７２
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（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 3月

協会 10 10 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

業務委託 ― ― ― 5 4 6 6 6 6 6 7 8

計 10 10 12 16 15 17 17 17 17 17 18 19

昨年度計 6 6 6 6 8 8 8 8 ８ ８ ８ 8

昨年度比 ＋４ ＋４ ＋6 ＋10 ＋7 ＋9 ＋9 ＋9 ＋9 ＋9 ＋10 +11

＜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。
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（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
〇事業者より問い合わせの多い内容について具体的に明記した「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」や、「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」を、新規に作成・
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に向けた取組の状況

【令和２（2020）年度】
○令和３（2021）年度からの新システム導入に向け、システム利用者の利便性確保や、効率的・効果的な業務の推進に資するよう、
以下の現行システムの課題について改善を図ることとし、委託事業者を選定
＜主な課題＞・ホームページ、システムの使い勝手が悪い。 ・データ抽出、検索、閲覧に時間がかかる。

・通信容量が少ない。 ・情報の統合管理ができない。
⇒委託事業者が受託を辞退（理由��想定以上の工数が判明し、令和３年４月の稼働が困難となったため）

【令和３（2021）年度】
○辞退に至った要因を踏まえ、以下の対応策を講じて、再調達を実施
・協会内プロジェクト推進体制・マネジメント体制の強化 ・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
・適切な設計開発期間の確保 ・調達範囲の見直し・明確化

○６月 新たな受託事業者として、NECネクサソリューションズ（株）を選定
（６社の参加意向表明を受け、書類及びプレゼンテーションによる審査を実施）

⇒協会において「プロジェクト推進のための方針」を策定し、同方針を踏まえた開発プロジェクトを再スタート

「プロジェクト推進のための方針」と現在の取組状況
○作業の手戻りを回避
⇒協会の各部門の担当者が、要件の再確認のための打合せに必ず出席するほか、課題管理ツールも活用して確実に進捗管理

○目的・目標を共通認識の上、プロジェクトを進め、開発工数の圧縮と品質を確保
⇒必要な機能の見直し（過剰な機能の削除、業務の追加への対応）、効率的な開発手法（画面・帳票・システムフローの統合・共通化、
プロトタイプ画面の活用）により、開発規模を継続的に見直し中（10月までに完了予定）

○事業者の業務に影響が生じないよう、変更、遅延などを発生させない開発スケジュール
⇒開発規模を踏まえたスケジュールについて、継続的に検討中（11月までに完了予定）

今後のスケジュール
令和３年10月 要件定義作業完了
令和３年11月 必要機能の取りまとめ（要件定義確定） → 開発に要する期間（工数、経費）の確定
令和３年12月～ 基本設計（12月～令和４年２月）、詳細設計（令和４年３月～令和４年５月）
令和４年５月～ 稼働テスト
令和５年（2023年）１月 新システム運用開始

※新システムへの移行に当たって、事業者の業務遂行に支障が生じないよう留意

これまでの経緯

資料1－５



令和３年度企業主導型保育事業における研修の実施について
資料1－６

①施設長等研修
②保育士研修

( キャ リ ア ア ッ プ 研修)
③保育安全研修 ④子育て 支援員研修

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。

委託

事業者

株式会社

ベネッ セスタ イ ルケア

株式会社 ポピンズ

プロフ ェ ッ ショ ナル

株式会社

ベネッ セスタ イ ルケア

株式会社

東京リ ーガルマイ ンド
株式会社manebi

研修

期間

 令和3 年1 0 月2 0 日( 水)

～令和4 年2 月4 日( 金)

令和3 年1 0 月4 日( 月)

   ～令和4 年2 月7 日( 月)

令和3 年1 0 月6 日( 水)

  ～令和4 年1 月1 5 日( 土)

令和3 年9 月2 7 日( 月)

  ～令和4 年2 月2 8 日( 月)

令和3 年9 月2 7 日( 月)

  ～令和4 年2 月2 8 日( 月)

定員数 5 ,0 0 0 人
7 ,2 0 0 人

( 各分野定員の合計)
5 ,0 0 0 人 4 ,0 0 0 人 2 3 0 人

実施

形式

eラ ーニング

( 動画視聴と W eb上での

意見交換)

eラ ーニング

( 動画視聴と W eb上での

意見交換)

eラ ーニング

( 動画視聴)

主にeラ ーニング

心肺蘇生法のみ集合研修で

2 2 回実施( ※１ )

ｅ ラ ーニング

集合研修

科目・

時間数
6 科目、 1 5 時間

　 　 計7 分野　 各1 5 時間

　 【 専門分野別研修】 6 分野

　 【 マネジメ ント 研修】

6 科目、 8 .5 時間

【 基本研修】

　 8 科目、 8 時間

【 専門研修( 地域保育コ ース

〈 選択科目： 地域型保育〉 ) 】

　 1 6 科目、 2 5 .5 時間

【 初期研修( 基礎知識・

　 業務知識・ 業務専門知識) 】

　 1 2 科目、 9 4 時間

【 継続研修( 必須科目・ 選択科目) 】

　 1 0 科目、 9 .5 時間

※１ 　 新型コ ロナウイ ルス感染者数の少ない地方部を優先し て実施予定だが、 感染拡大状況を鑑み内閣府と 調整の上、 今後の実施を判断。

　 　 　 申込状況によっ ては、 令和2 年度心肺蘇生法( 実技) 未受講者も 受講対象者と する予定。

研修名

事業実施者及び従事者に対する 研修
⑤実施機関( 協会)

職員に対する 研修
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４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

研修事業案確定

公募事前準備

企画提案募集決裁

委託事業者公募（ 公表・ 募集要領配布）

企画提案書提出期限

評価委員会実施要領作成

プレゼンテーショ ン・ 評価委員会

委託事業者決定決裁・ 決定

審査結果通知・ HP公表

委託契約締結決裁・ 契約締結

研修実施協力依頼

研修開催HP公表

研修実施概要報告

コ ンテンツ作成

研修の実施

実績報告

令和3 年度　 事業実施者及び従事者に対する 研修スケジュ ール

協会

委託事業者

２ ０ ２ １ 年 ２ ０ ２ ２ 年
実施主体 項目
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実施機関（協会）職員に対する研修

①初期研修
分

類

区

分
目的 科目 時間数 形式

分

類

区

分
目的 科目 時間数 形式

情報セキュリティの基礎 2 時間
集合研修＊

eラーニング
個人情報保護の継続研修 0 .5 時間

個人情報保護の基礎 1 時間 情報セキュリティの継続研修 1 時間

コンプライアンスの基礎 1 時間 ハラスメントの継続研修 1 時間

ハラスメント防止の基礎 1 時間 子どもの発達と保育の内容 2 時間

メンタルヘルス

（セルフケア）
1 時間 不正受給案件 1 時間

協会概要・就業規則 2 時間 集合研修＊ 管理職のための労務管理 1 時間

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

１４時間 マネジメント １時間

子どもの発達と保育の内容 2 時間 経理実務 １時間

不正受給案件 1 時間 業務改善 １時間

審査(整備費・月次審査・新規募集・完了

報告など担当毎)

【審査部職員必須・選択科目】

必須１４時間

選択６時間
コミュニケーションスキル １時間

監査(経理項目含む。)

【指導監査部職員必須科目】
２８時間

相談支援

【相談支援室職員必須科目】
２１時間

②継続研修（キャリアアップ）

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

eラーニング

集合研修＊

eラーニング＊

必

須

科

目

(

管

理

・

監

督

職

)

職員を育成する立場と

して必要な基本知識を

習得する。

eラーニング

選

択

科

目

担当する業務の品質を

向上するための知識、応

用力を習得する。

②継続研修

※受講対象者は、2 年目以降の職員

①初期研修・②継続研修

※eラーニングでは、内容に応じて講義、演習、小テスト等を実施予定

※令和４年度以降の研修に関しては、受講者からのアンケートを踏まえ、見直しを行っていく予定

※形式欄の＊印の研修は協会がコンテンツ作成・外部講師依頼等により実施、無印は外部研修コンテンツを利用して実施

※下線部は、令和３年度変更箇所

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

eラーニング

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。

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。

業

務

専

門

知

識

①初期研修

※受講対象者は、新規採用職員（人事異動により新たに選択科目が必要な部署に来た者を含む。）

※選択科目は、所属部署の業務内容に応じて受講

集合研修＊

eラーニング＊

集合研修＊

基

礎

知

識
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

研修事業案確定

見積合わせ用仕様書作成

委託事業者候補選定

見積提出
 

委託事業者決定決裁・決定

委託契約締結決裁・契約締結

研修運営準備

研修の実施（初期研修）

研修の実施（継続研修）

研修結果分析

事業者 研修環境準備

協会

令和3 年度　実施機関（ 協会） 職員に対する研修スケジュール

２０２１年 ２０２２年
実施主体 項目
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企業主導型保育事業の実施状況について

６～12人

1,336施設

31.6%

13～19人

1,542施設

36.5%

20～30人

629施設

14.9%

31～40人

254施設

6.0%

41～50人

188施設

4.5%

51～60人

114施設

2.7%

61人以上

160施設

3.8%

定員別

割合

単独設置

730施設

17.3%

共同設置・共同利用

2,227施設

52.7%

保育事業者設置

1,266施設

30.0%
運営形態

北海道

6,375人

6.3%

東北

6,514人

6.4%

関東

24,455人

24.2%

中部

12,435人

12.3%

近畿

19,287人

19.1%

中国

6,009人

5.9%

四国

3,188人

3.2%

九州・沖縄

22,765人

22.5%

地域別

定員

大企業

983施設

23.3%

中小企業

3,240施設

76.7%

設置

企業規模
100％の施設

3,732施設

88.4%

75％の施設

278施設

6.6%

50％の施設

213施設

5.0%

保育士

比率

令和２年度助成決定 ４,２２３施設、１０１,０２８人（定員）

※令和２年度募集結果を受けた整備予定分を含めると ４,４４８施設、１０５,６４３人

上記数値は令和３年３月31日時点。これまでの継続分含む。
【参考】令和元年度助成決定 3,768施設、86,695人分(定員)

うち小規模事業者
932施設 22.1％

資料1－７－(1)



令和２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） 助成金返還施設数

3施設

・実施要綱・助成要領等に違反し、指導・勧告を受けても改善がみられないため
（２施設）

・事業の中止又は廃止の場合に必要な承認の手続が未実施であったため
（２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（１施設）

助成決定の取消を行った施設のうち、助成金の
返還が必要な施設はなし。

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 助成金返還施設数

21施設

運営開始前 2施設
運営開始後 19施設

・今後の利用見込みが見込めず閉園するため（１１施設）
・認可保育所（小規模保育事業）へ移行するため（５施設）
・運営中の他園と集約し閉園するため（１施設）
・経営破綻のため（１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 17施設
（うち、返還済16施設、返還中１施設）

休止施設数 主な休止事由 再開状況

106施設
・新型コロナウイルス感染症への対応のため（９３施設）
・利用を希望する児童がいないため（６施設）
・保育士を確保できなくなったため（４施設） 等

休止した施設のうち、
・既に再開している施設 102施設
・再開が予定されている施設 3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－(2)
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企業主導型保育事業における財産処分等の承認状況

○ 令和３年７月末時点 ７６施設 （令和２年度からの累計）

財産処分等の承認状況

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 １２施設

譲渡 補助対象財産の所有者の変更 ３０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。 ３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。 １４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。 ９施設

整備費の助成を伴わない
施設に係る設置者の変更

整備費の助成を受けずに運営している施設について設置者を変更
すること。

８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。

財産処分等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、各年度新規申請施設に対する審査に準じて審査を行っている。

財産処分等の手続きについて

（内訳）

譲渡の内容 施設数

運営委託事業者への譲渡 １１施設

組織形態の変更に伴う譲渡 １６施設

他の事業者への譲渡 ３施設

（譲渡の内訳）
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企業主導型保育事業の定員充足状況について（速報版）

令和３年４月初日時点

現員数 開所定員数 定員充足率 対象施設数

58,868人 91,140人 64.6％ 3,827施設

定員充足状況

※ 定員充足率 ＝ 現員数 ／ 開所定員数
※ 協会が定めた期限までに報告のあった施設の結果であり、全ての施設を網羅したものではない
※ 施設ごとの定員充足状況については、企業主導型保育事業ポータルサイト上で公表

（URL:https://www.kigyounaihoiku.jp/）
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企業主導型保育事業における立入調査の状況について
（令和２年度結果）

○立入調査の実施施設（実施施設3,729施設 うちリモート（オフサイト）監査1,496施設）
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、
リモートによる監査※を導入し、対応した。監査は協会と委託事業者が分担し、特に留意が必要な
施設については協会が実施することとしている。
※関連資料や保育の状況写真・動画、電話によるヒアリング等を通じて必要事項を確認。

○対象施設
全施設

令和２年度 立入調査実施施設
うち保育内容等に関する

指摘事項があった施設

3,729施設 1,722施設(46.2%)

※ 保育施設ごとの実施状況については、企業主導型保育事業ポータルサイト上で公表する
※ 立入調査結果について各地方自治体へ周知済
※ 指摘があった全ての施設において、改善報告書を提出済

○ 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立入
調査を行い、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

実施状況

協会の監査対象となった施設（1,626施設 うちリモート（オフサイト）監査550施設）
・事故のあった施設の設置主体である企業等が設置した施設
・これまでの審査や指導・監査を踏まえて、状況確認を行う必要がある施設
・首都圏近郊の施設 など

受託事業者実施施設（2,103施設 うちリモート（オフサイト）監査946施設）
比較的運営期間が短い施設やこれまでの指導・監査において指摘事項が多い施設から優先して実施。

資料1－7－(5)
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主な文書指摘事項（件数上位１０件）

職員配置や保育内容に関する文書指摘事項
※（ ）は具体的な文書指摘事項の例

件数 割合

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
（保育所運営規程や重要事項説明書（兼入園のしおり）に定めがない、利用しようとする者が見やすい場所に掲示されていない）

390 10.5%

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果等を確認すること
（実施されていない、または受診できていない児童がいる）

388 10.4%

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
（実施されていない、または受診できていない職員がいる）

249 6.7%

・マニュアルに基づく事故防止対策を適切に行うこと
（事故発生防止や事故発生時の対応のためのガイドラインは備えてあるが、対応マニュアルが整備してない）

233 6.2%

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
（実施されていない、または受診できていない児童がいる）

216 5.8%

・保育計画等を適切に整備すること
（指導計画が作成されていない、または一部内容に不備がある。年齢に応じた月間個別指導計画が作成されていない）

184 4.9%

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
（調理に携わる職員（食事盛付者、食事介助者を含む）は、おおむね月１回検便を実施されていない）

180 4.8%

・嘱託医との契約を締結すること
（嘱託医（内科・小児科）と契約書が締結されていない）

145 3.9%

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切に実施すること
（30人未満の施設で災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容策定されていない、避難消火等の訓練が年に1回も実施されて
いない）

141 3.8%

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
（感染予防対策に関するマニュアルが作成されていない）

121 3.2%

※立入調査実施施設 ３,７２９施設
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企業主導型保育事業における午睡時抜き打ち調査の状況について
（令和２年度結果）

○午睡時調査の実施施設（実施施設662施設 うちリモート（オフサイト）監査662施設）

○ 公益財団法人児童育成協会において、企業主導型保育施設における乳幼児の安全確保の観点から、
午睡時の職員配置状況や施設における午睡状況等の確認及び必要な指導を実施する。

目的

実施状況

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、施設への抜き打ちによる訪問が困難な状況となった
ことから、立入調査の一環として、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。

〇対象施設
０歳児・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％未満の全施設

令和２年度

午睡時調査実施施設
うち文書指導を行った施設

662施設 20施設（3.0%）

※口頭指導を行った施設数 58施設（8.8％）
※実施状況については、企業主導型保育事業ポータルサイト上で公表
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主な文書指摘事項

文書指摘事項 件数 割合

・午睡時のブレスチェック表を適切に行っていない。 16 2.4%

・ブレスチェックが0歳児5分間隔、1歳児10分間隔、2歳児以上15分間隔で行
われていない。

3 0.5%

・午睡時の利用児童同士の間隔が十分に確保されていない。 1 0.2%

※実施施設662施設 うちリモート（オフサイト）監査662施設
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企業主導型保育事業における巡回指導の状況について
（令和２年度結果）

○巡回指導の実施施設（実施施設143施設 うち訪問24施設 電話ヒアリング119施設）
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、全施設への訪問での実施が困難な状
況となったため、訪問及び電話ヒアリングで指導を行った。
〇対象施設
保育内容に課題があると認められる施設や運営開始後半年以内の施設などを対象に指導を行った。

○公益財団法人児童育成協会において、企業主導型保育施設における保育内容等に関して、巡回指導員に
よる助言・指導を実施するための巡回指導を行い、保育の質の向上及び児童の安全等の確保を図る。

目的

実施状況

巡回指導
実施施設数 主な指導・助言内容

143施設

・子どもが、清潔かつ安全で、安心感をもって生活できる環境を整えること。

・感染症、アレルギー対応、虐待、事故防止等に関する定期的なマニュアルの見直しや職員への継続的な
周知が重要。必要な時に適切な行動が取れるよう普段から職員間でマニュアル確認を行うよう助言した。

（相談例）各種マニュアルは作成しているが、職員への周知や定着の方法について教えてください。

・職員が子どもに対する児童虐待の兆候を少しでも早く発見できるよう、職員間のコミュニケーションを
高めること、フローチャートの確認や虐待予防チェックシート等の活用を促した。

（相談例）保育施設での虐待防止や虐待の早期発見について教えて欲しい。

・必ずしも法令上は消防計画など災害発生時の対応体制および避難への備えを整備する必要はないとして
も、子どもと介護施設の利用者は異なるので策定することが望ましいと助言した

（相談例）消防計画や防火管理者は同一建物内にある介護施設で一括して作成しているが、保育施設独自で設定する必要が
あるか。
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企業主導型保育事業における専門的労務監査の状況について
（令和２年度結果）

○専門的労務監査の実施施設（実施施設27施設）

○ 労務監査は、職員の「労務環境」や「処遇改善」に関して重点的に確認することにより、保育施
設で働く職員の働きやすい職場環境の醸成を促し、当該施設の「保育の質」の向上を図ることを目
的として実施する。

目的

実施状況

令和３年１月から開始し、当初10都道府県（大阪、東京、福岡、神奈川、兵庫、北海道、愛知、熊本、
岡山、山口）※の各10施設に実施する予定であったが、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施設を対象に実施（実地監査）した。
※モデル監査実施都道府県や施設数の多い都道府県として選定

〇対象施設
上記10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。

令和２年度

専門的労務監査実施施設
うち文書指導を行った施設

27施設 23施設（85.1%）

※ 指摘があった全ての施設において、改善報告書を提出済
6



主な文書指摘事項（件数上位10件）

主な文書指摘事項 件数 割合

・給与規程等根拠規定に基づき支給されていない 6 22.2%

・年次有給休暇について、年5日以上の取得ができていない 6 22.2%

・１か月単位の変形労働時間制を導入しているがシフト表が１か月の総枠を超えている 6 22.2%

・給与規定の支給項目と実際の支給項目が一致していない 6 22.2%

・処遇改善等加算Ⅱの支給について、配分の誤りがあるなどルールに則していない 5 18.5%

・処遇改善加算の支給について労働者が認知していない 5 18.5%

・処遇改善加算の支給要件としてのキャリアパスが定められていない 5 18.5%

・職務手当等手当の一部を処遇改善加算とする場合の内訳が不明確である 4 14.8%

・雇用保険への加入が適切に行われていない 4 14.8%

・割増賃金について不適切な運用がされている 3 11.1%

※専門的労務監査実施施設 ２７施設
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企業主導型保育事業における特別立入調査の状況について
（令和２年度結果）

○ 特別立入調査の実施施設（実施施設のべ33施設（のべ31設置者））
新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、施設への抜き打ちによる訪問が困難な状況となった
ことから、令和２年度は事前に通知した上で調査を実施した。
○ 対象施設
令和２年度中に運営している施設のうち、「運営等に問題（設置会社の経営悪化、保育士の一斉退

職等）が発生又は発生のおそれがある施設」や「通報や苦情があった施設」等であって、協会が必要
と認めた施設。

令和２年度

特別立入調査実施施設
うち文書指導を行った施設

のべ33施設
【のべ31設置者】

のべ19施設（57.5％）
【のべ17設置者（54.8％）】

※ 文書指導については調査翌年度に実施するものもあるため、数値については令和３年８月16日時点
※ 保育施設ごとの実施状況については、随時、企業主導型保育事業ポータルサイト上で公表済
※ 特別立入調査結果について各地方自治体へ周知済

○ 公益財団法人児童育成協会において、企業主導型保育施設の運営等について問題が発生した場合
や発生のおそれがあると認められる場合又は通報や苦情があった場合のほか必要に応じて、随時、
抜き打ちに特別立入調査を行い、当該施設における施設運営等の確認及び必要な指導を実施する。
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