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①令和3年度新規募集��審査結果

n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。結果は以下のとおり。

・募集期間
令和3年4月28日（水）～ 6月13日（日）

・募集枠（施設定員数ベース）
約4千人分

○申請数
578件、定員��12,871人（整備費申請件数251件（6,307人）、運営費申請件数327件（6,564人））

○形式的審査・一次審査
取下げ・不採択 165施設

○二次審査（審査委員会）
審査対象 413施設
採択 108施設（定員��2,348人）
取下げ・不採択 305施設

※令和３年度新規募集の全ての申請者に対して、令和３年12月末までに審査結果を通知済み。
※令和３年度末の定員見込み��4,556施設（107,991人）
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n毎月約４,３００件の月次報告審査、約２,３００件の概算交付申請等を実施。
また、運営費申請内容変更後の、年間約１３,０００件の月次報告再申請を審査中。

n新たに開所した施設に対しては、運営開始後２か月間、児童の登園表と月次報告の内容を照合し指導するこ
とで、申請ミスの削減に努めた。また、登園表についてよくある不備をまとめ、事業者に周知した。

n業務委託先と毎月勉強会の開催、審査用FAQの更新を行い、審査の標準化につながっている。
n毎月10日の月次報告締切後に、未申請の事業者に対し督促メールを送付し、未申請率の減少に向けて取り組

んだ。全施設に対して２月と３月の概算交付申請を必須とし、年度内に支払いを終える予定。
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②完了報告審査
n令和２年度完了報告（運営費４,０５９件・整備費２０６件）の早期確定に向け、業務遂行体制・事務フロー

の見直しを実施し、10月末には概ね審査完了した。ただし、一部の事業者の確定が2月上旬となった。
n完了報告の審査業務において、協会として以下の対策に取り組んだ。

① 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。
⇒ 初めて提出を求める資料のために提出遅延等は発生したが、施設毎の発生経費の内容がより明確化し

たことから、結果としてより適正で速やかな審査につながった。
② 審査担当者向けに定期的に研修・勉強会を実施し、事業者向けにも理解向上のためマニュアルを作成した。

⇒ 相互理解が深まり、事業者への確認回数が減ったことで、各申請において審査の早期化につながった。

③月次報告審査
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【１ 保育面を中心とした全般的な指導・監査等】
(令和３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、６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立入調査
・協会における実施状況＜方針︓約3,500施設＞
当初、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月からリモート監査
で開始した。監査対象全施設への監査を完了した。
※社会状況等を判断し、一部の施設を「リモート監査」から「実地による監査」に切り替えて
実施。

・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︓1,000施設（アデコ600、パーソル400）＞
委託先を２社選定し、担当エリアを分担の上、実施した。7月より監査を開始し、当初予
定していた全施設への監査を完了した。
※協会による実施と同じく、一部の施設を「リモート監査」から「実地による監査」に切り替
えて実施。

資料Ⅰ－２－(１)

実施結果 実施数
（計画数）

内訳

実地 リモート

協会 3,147
（約3,500） 11 3,136

アデコ 600
（600） 9 591

パーソル 400
（400） 2 398

合計 4,147※
（約4,500） 22 4,125

※令和３年９月末時点で当該年度の運営費の助成決定がされ
ている施設（4,172施設）を算出し、休園等施設（25施設）を
省いたものが、実施数（4,147施設）となる。
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②特別立入調査（令和２年度及び令和３年度分）
○ 協会において、施設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、又は発生のおそれがある

と認められる場合、及び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
運営等の確認及び必要な指導を実施するもの。

○ 令和２年度及び令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、施設への抜き打ち調査が困難な場合、事前
通知の上で調査を実施した。

調査実施件数 文書指導件数

施設数 設置企業数 施設数 設置企業数

令和２年度 33件 31件 26件 24件

令和３年度 33件 32件 4件 4件

※ 調査翌年度に文書指導を実施する場合もあり、各数値は令和４年3月
16日時点ののべ件数。

※ 施設ごとの実施状況は、随時、企業主導型保育事業ポータルサイト上
で公表済。

※ 調査結果は、各施設が所在する地方自治体に周知済。
※ 左記以外に、令和３年度に通報や情報提供があったもの74件のうち35件

については、指導監査課より立入調査として対応し、さらに19件は、午睡時
抜き打ち調査を併せて実施。【主な対応状況】

○ 不適切保育（虐待を含む）
→ 虐待を行った保育士等の保育現場からの排除、保護者説明会の開催、転園希望者への適切な対応、及び有効な再発防止策の策定等を指導。

指導内容が適切に実施されていることを確認するとともに、必要に応じて、通常監査及び巡回指導による経過観察を行う。

○ 不正受給、各種申請の過誤
→ 過払い分の助成金については、継続的に返還請求を行う。

申請については、適正な申請を行うことを指導するとともに、その後の申請内容を重点的に確認する。
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③午睡時抜き打ち調査＜方針︓約600施設＞
４月より実施したが、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。当初予定して
いた全施設への監査を完了した。
・対象施設
　０歳児・１歳児の利用児童数が３人以上の全施設又は保育士比率が100％未満の全施設を対象に、以下の施設
　を優先的に実施。
　a.令和２年度の立入調査（リモート監査含む）において多くの指摘があった施設
　b.令和２年度に事故報告や情報提供、通報があった施設
・実施数︓訪問実施77施設、リモートによる指導523施設

④巡回指導＜方針︓約450施設＞
７月より、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り、当初予定していた全施設への指導を完了。
⑤実施数︓訪問実施450施設
※上記に加え、リモートによる指導を追加実施 50施設（３月23日現在、49施設完了）



①専門的労務監査＜方針︓500施設＞
（委託先︓全国社会保険労務士会連合会）
（令和3年度実施方針）

令和２年度の専門的労務監査の実施を通じて、
・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
・監査の質の確保のため、監査員やグループリーダーへの研修の着実な実施が必要であること
といった課題が明らかとなったことから、令和３年度の実施方針は下記のとおりとした。
・監査の目的及び上記課題を踏まえた実施計画を検討する。
・監査対象施設については、過去複数年にわたって、立入調査で労務関係の指摘を受けた施設を優先的に実施する。

（令和３年度実施実績）
〇11都道府県（北海道・神奈川県・東京都・愛知県・大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・山口県・
福岡県・熊本県）において、処遇改善加算を申請している施設のうち、令和２年度までの立入調
査で複数回、労務関係の指摘を受けた施設から500施設を選定し、全施設への監査を完了した。
・実施数︓実施499施設、リモートによる実施 1施設

（参考）主な文書指摘事項（令和４年２月末時点：結果通知書発送済み集計）
・給与規程の支給項目と実際の支給項目（手当）が一致していない。または手当名称と実態が一致していない。
・給与規程等根拠規定に基づき支給されていない。
・割増賃金について不適切な運用がされている。
・勤怠表等から時間外労働時間数を計算する際に端数処理が正しく行われていない。
・職務手当等の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。
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【２ 専門的な指導・監査】
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【２ 専門的な指導・監査】
②専門的財務監査＜方針︓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）

(令和3年度実施方針）
令和２年度のモデル財務監査の実施を通じて、

• 監査の円滑な実施や質の確保のため、協会監査員と委託先監査法人との間での入念な事前確認が望まれること
• 監査人員や実施日数の増強など体制や計画の見直しが必要

といった課題が明らかとなったことから、令和３年度の実施方針は下記のとおりとした。
• 監査の目的及び上記課題を踏まえた実施計画を検討する。
• 運営費の助成額が3,000万円以上の施設のうち、過去の立入調査で財務関係の指摘を受けた施設を優先的に実
施する。

(令和3年度実施実績）
〇施設選定に当たっては、運営費の助成額が3,000万円以上の施設のうち、過去の立入調査で財務
関係の指摘を受けた施設から500施設を選定し、全施設に対する監査を完了した。
・実施数︓訪問実施500施設
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(参考）主な文書指摘事項（令和４年２月末時点︓結果通知書発送済み集計）
・設置会社等の経理規程は制定されているが、保育事業に関する経理規程は制定されていない。
・会計責任者と出納責任者が兼任となっており、会計組織内部の相互チェック体制が確立されていない。
・関連会社との取引において、経済的合理性を確認するために必要な説明や根拠資料（相見積もり等）が整備されていない。
・契約において、随意契約とされた理由が明らかにされていない。
・業務委託契約に係る経費支出において、請求書等による提供を受けた成果物の確認・検証が行われていない。
・本社費（共通費用）の按分について、保育施設に係る費用であることについての合理的な根拠に基づく按分基準が明確とされていない。
・使用人と兼任できない代表取締役・代表理事等に対する人件費支出が計上されている。
・地方自治体からの補助金を財源とした取引等、助成対象外経費に係る費用支出が計上されている。
・積立資産については、施設ごとに独立した専用口座が設けられていない。
・積立資産の取崩において、積立目的外の支出が行われている。
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■中長期的検討課題への対応
①会計帳簿や証憑書類（必要な補助簿や入出金伝票及び関連帳票）の保管・整備の確実な
実施の検討

②企業主導型保育施設向け会計処理ガイドライン、FAQ作成の検討

大企業と中小企業では、会計帳簿やその作成の基礎となった証憑書類の保管整備状況に大きな隔
たりがある。中には領収書等の証憑書類の保管期間が不適切であり帳簿の作成自体が不完全なケー
スもあった。

必要となる各経理関係資料の作成について、何をどこまでの水準で作成してよいかわかっていな
い施設が散見された。

〇 専門的財務監査において、会計帳簿の作成状況や証憑書類の保管状況及び各経理関係資料の作
成状況や適正な作成を担保するための経理規程等の整備状況を確認し、不適切な対応状況が見受
けられた場合には指摘を行い、是正を求めている。

〇 また、会計帳簿や証憑書類の保管期間に関しては、企業主導型保育事業助成要領に定める保管
期間（５年）に基づき、適切に保管されているか確認しており、会計帳簿や証憑書類の保管・整
備の確実な実施に向けて取り組んでいる。

〇 施設向け会計処理ガイドライン、FAQ等については、設置企業等の法人種別により会計基準が
相違している状況であるため、それぞれの実情等を踏まえて助成金の適正な経理処理を行うため
の基本的事項等についての整理・検討を行い、一定の整理結果を提示できるよう、取り組んでい
く。

資料Ⅰ－２－(２)
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③積立資産の取扱い

④保育業務運営委託費の妥当性、適正性に係る検討

積立資産について、その制度の理解不足や本来の趣旨とは異なった計上をしている保育施設が存
在している。（例��運営を委託している保育施設において人件費積立資産が計上されている等）

〇 専門的財務監査及び助成金の完了報告審査時において、積立資産の計上及び取り崩し状況等に
ついて確認（審査）しており、不適切な対応状況に対しては是正を求める等の対応を行っている。

〇 また、制度周知への対応として、協会ポータルサイト等において、積立資産の制度、事務対応
及び留意事項等についての情報周知を行っていくこととする。

〇 専門的財務監査において、契約事務の処理状況（契約締結までのプロセス、契約内容等）につ
いて検証しているが、不適切な対応状況が多く見受けられていることから、適正な事務処理を行
うよう指摘し、是正を求めている。

〇 また、委託業務や経費支出の内容を精査し、保育業務の運営に係る委託業務（経費支出）とし
て妥当であるかについての検証を行っている。

〇 上記の検証結果については逐次整理し、整理結果については専門的財務監査や完了報告の審査
事務に反映させることにより、保育業務運営委託費の適正化を図っていく。
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⑤施設ごとの助成金専用口座の作成義務化の検討

現在、施設に対しては、事業会社として、助成金受入口座を設けることは義務付けているが、助
成金受入口座について施設ごとの専用口座の作成までは求めていないため、多くの場合、助成金は
事業会社全体で一括入金管理をしており、助成金が他施設や他業務に流用されているかどうか分析
することが難しいケースがあった。

〇 専門的財務監査において、施設での助成金の会計処理状況を検証し、助成金が他施設や他業務
へ流用されていないかについて確認している。

〇 大企業が設置・運営する施設等において、資金管理上、資金の分散管理は行わないといった事
由から、助成金専用口座の作成が困難な例もあることから、こうした例への対応方策等も勘案し
つつ、助成金専用口座の作成義務化等について、引き続き検討していく。

※ 中長期的課題については、専門的財務監査の実施により、企業主導型保育施設における実態把
握を行うとともに、令和３年度の実施結果を踏まえて、財務監査研究会において引き続き検討を
行い、一定の整理結果を取りまとめていくこととする。
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資料Ⅰ－３

①電話・メールによるお問い合わせ
〇令和４年２月末時点で、１１４，３６１件の問い合わせに対応した。４月、５月、６月、８月、１月、２月は各
種通知の発出、および新型コロナウイルス感染症のお問い合わせにより問い合わせ件数が増加した。（表１参照）
〇問い合わせに対応するため、オペレーター職員配置人数を増員した。（表２参照）

月 電話（件） メール（件） 計（件） 昨年度計（件） 昨年度比

4月 １３，０６４ １，５５４ １４，６１８ １２，０８０ １２１％

5月 １０，０９９ １，６０２ １１，７０１ ９，１２８ １２８％

6月 ９，８６９ １，００７ １０，８７６ １０，０３８ １０８％

7月 ８，８７５ ８０８ ９，６８３ ９，０２９ １０７％

8月 １０，０１９ ８３７ １０，８５６ ７，７０６ １４１％

9月 ９，１７２ ７６９ ９，９４１ ７，８３０ １２７％

10月 ７，２４３ ６３８ ７，８８１ ６，５１５ １２１％

11月 ６，６６３ ５２５ ７，１８８ ７，５７０ ９５％

12月 ６，２８８ ５７８ ６，８６６ ８，５６８ ８０％

1月 １１，６０１ ９２１ １２，５２２ １０，４０６ １２０％

2月 １０，９４７ １，２８２ １２，２２９ １０，６２９ １１５％

３月 ― ― ― １２，９６６ ―

計 １０３，８４０ １０，５２１ １１４，３６１ １１２，５５５ ―

＜表１＞

オペレータ配置人数（人）

月 今年度 昨年度

4月 ２０ １０

5月 ２０ １０

6月 ２０ １２

7月 １８ １６

8月 １８ １５

9月 １９ １７

10月 ２０ １７

11月 ２０ １７

12月 ２１ １７

1月 ２０ １７

2月 ２１ １８

3月 ２１ １９

＜表２＞
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②新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
○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」を随時内閣府に報告した。 （グラフ1参照）

○令和４年１月中旬より、濃厚接触者の特定を行わなくな
った自治体に所在する施設からの「利用者負担額減免臨
時給付費」の助成可否について問い合わせが増加する
ことが予想されたため、判断に迷う際は相談に応じる旨
情報発信を行い、各施設の所在する自治体の基準を基に
回答を行った。

○新型コロナウイルス感染症に関する情報について、企業
主導型保育事業に特化した情報だけでなく、厚生労働省
の事務連絡も併せて発信し、共有している。（表３参照）
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（グラフ1）令和３年度 各月の陽性者報告件数

児童 職員 累計

③受電対応率向上及び品質管理の改善
〇６月より電話受付開始時間を９時４５分から９時１５

分へと３０分間拡大した。これにより、最も電話の集
中する朝の時間帯のお問い合わせ完了数が向上し、結
果、再呼数（掛け直し数）が減少した。
④通常相談以外の相談支援
○事業者向け「よくある質問」を「企業主導型保育事業

ポータル」に掲載。必要に応じ、更新を行っている。

＜表3＞ 事業者宛の一斉メール（標題）
4月28日 緊急事態宣言が発出された地域における企業主導型保育施設の対応について

7月15日 「新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について」
の更新について

9月 7日 「新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について」
の更新について

9月30日 新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について

10月 5日 企業主導型保育施設における感染対策の徹底について

11月11日 新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について

11月12日 企業主導型保育施設への布製マスクの配布希望の申出について

1月 6日 布製マスクの配布希望の申出について

1月11日 新型コロナウイルス感染症に伴う企業主導型保育施設への助成等について

1月19日 布製マスクの配布希望の申出方法の変更について

1月31日 「利用者負担額減免臨時給付費」の助成対象について

2月10日 保育所、放課後児童クラブ等の職員へのワクチン追加接種について



◆新型コロナウイルス感染症のため、①施設長等研修及び②保育士研修（キャリアアップ研修）のマネジメント研修の意見交換は、集合研修ではなく、オンラインライブで実施。
◆子育て支援員研修は、令和2年度の当該実技未修了者も受講対象とした。（新型コロナウイルス感染症のため、心肺蘇生法（実技）が実施できなかったため）
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①企業主導型保育施設事業者・従事者研修／実施機関（協会）職員に対する研修

資料Ⅰ－４

研修名 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 ⑤実施機関（協会）職員に
対する研修

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
（協会が一部実施）

研修
期間

令和3年10月20日(水)
～令和4年2月4日(金)

令和3年10月4日(月)
～令和4年2月7日(月)

令和3年10月6日(水)
～令和4年1月15日

令和3年9月27日(月)
～令和4年2月28日(月)

令和3年9月27日(月)
～令和4年3月25日(金)

定員数 5,000人 7,200人 5,000人 4,000人 -
受講者数 3,517人 6,437人 3,618人 2,088人 -

修了者数
（見込）

3,274人

7分野の合計… 5,552人
【専門分野別研修】
①乳児保育   ②幼児教育   ③障害児保育
④食育・アレルギー対応   ⑤保健衛生・
安全対策   ⑥保護者支援・子育て支援
【マネジメント研修】

3,501人
1,482人

(心肺蘇生法（実技）未受講の
一部修了者332人除く)

初期��29人　継続��163人

実施形式 eラーニング
(動画視聴とオンラインライブでの

意見交換   15回)

eラーニング
（マネジメント研修��動画視聴と

オンラインライブでの意見交換   4回)
eラーニング (動画視聴)

eラーニング（動画視聴）
集合研修��心肺蘇生法(実技)の

み   66回
eラーニング・集合研修

科目・時
間数

6科目、15時間
計7分野   各15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〉)】
16科目、25.5時間

【初期研修】
基礎知識　５科目６時間
業務知識　４科目１８時間
業務専門知識　選択３科目
２０～２８時間
【継続研修】
業務知識　  ７科目  7.5時間
選択科目　３科目のうち２科
目 ２時間
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①「プロジェクト推進のための方針」に基づいた取組状況

②プロジェクトの現状

資料Ⅰ－５

○作業の手戻りを回避
⇒協会の各部門の担当者が、要件の再確認及び基本設計の打合せに必ず出席。また、レビューにあたっては情報管理課職員がシス
テム面から支援する体制を構築。

○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）を行い、工数削減を実現。しかしながら、業務上の必須機能も
追加されたこともあり、提案時と同等の工数となった。

○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
⇒事業者に影響する申請・審査機能を優先的に開発することで、当初スケジュールでの稼働を実現。監査機能は、監査計画機能と
監査結果登録機能、特別立入機能を順次構築し、優先度の高い業務から稼働。

上記の取組を通してプロジェクトを推進した結果、「申請・審査機能」については予定どおり進捗している。今年度の主な状況は次の
通り。

令和３年11月 要件定義作業完了。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、一部スケジュールの見直しを実施。

令和３年12月～ 基本設計（要件定義で確定した機能をどのような方法（画面、帳票等）で実現するかを検討し、確定する工程）の実
施中（～令和４年３月終了予定。）
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資料Ⅰ－6－ (1)

助成決定の取消し
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場合等により助成決定の取消しを行った施設
年度 施設数 主な取消し事由（複数理由の施設あり） 助成金返還施設数

令和
2年度 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)

助成決定の取消しを行った施設のうち、
助成金の返還が必要な施設はなし

令和
3年度

※
1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 （1施設)
助成決定の取消しを行った施設のうち、
助成金の返還が必要な施設 1施設

取りやめ
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
年度 施設数 主な取りやめ事由 助成金返還施設数

令和
2年度

22施設

運営開始前2施設
運営開始後20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 18施設
(うち、返還済16施設、返還中2施設)

令和
3年度

※

29施設

運営開始前9施設
運営開始後20施設

• 今後の利用見込みが見込めず閉園するため (19施設)
• 計画遅延や変更により開園に至らなかったため (6施設)
• 新型コロナウイルス感染拡大により開園できないため (2施設)
• 他の認可外保育所(託児所)へ移行するため (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 12施設
(うち、返還済12施設)

※上記の取消し・取りやめにより児童育成協会に対して返還が必要となる施設及び金額：32施設、1,694,526千円
このうち、未返還額：1,564,104千円

※令和３年度の数値は令和４年２月末現在
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休止施設
１か月以上休止した施設
年度 休止施設数 主な休止事由 再開状況

令和
2年度 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 103施設
• 再開時期が未定の施設 3施設

令和
3年度

※
35施設

• 新型コロナウイルス感染症への対応のため (8施設)
• 利用を希望する児童がいないため (19施設)
• 保育士を確保できなくなったため (3施設) 等

休止した施設のうち、
• 既に再開している施設 20施設
• 再開が予定されている施設 4施設
• 再開時期が未定の施設 7施設
• 閉園及び閉園予定（※） 4施設

※令和3年10月31日閉園１施設、令和3年1１月30日閉園１施設、令和4年3月31日閉園予定2施設
※令和３年度の数値は令和４年２月末現在
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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。

こ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。

◎ 令和4年2月末時点 139施設

財産処分等の承認状況

財産処分の種類
承認施設数

（１３９施設）

令和3年度 ※令和
４年２月末時点まで
（８３施設）

令和２年度

（５６施設）

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 13施設 6施設 7施設
譲渡 補助対象財産の所有者の変更 59施設 33施設 26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 0施設 0施設 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 0施設 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 2施設 1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 22施設 12施設 10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 31施設 27施設 4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 11施設 3施設 8施設

（内訳）

（譲渡の内訳） 譲渡の内容 施設数 施設数 施設数

運営委託事業者への譲渡 15施設 5施設 10施設
組織形態の変更に伴う譲渡 28施設 13施設 15施設
他の事業者への譲渡 16施設 15施設 1施設

財産処分等の手続きについて

(令和２年度からの累計)



Ⅰ.令和3年度企業主導型保育事業の実施状況について
6. (3)企業主導型保育事業における定員充足状況①
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令和3年10月初日時点

定員充足状況

現員数（A） 開所定員数（B） 定員充足率（A/B） 対象施設数

70,835人 95,726人 74.0% 4,075施設

※ 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/)

資料Ⅰ－6－ (3)



Ⅰ.令和3年度企業主導型保育事業の実施状況について
6. (3)企業主導型保育事業における定員充足状況②
(令和2年度との比較／従業員枠定員、地域枠定員における充足率)
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４月 ７月

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

53,247
人 78,697人 67.7％ 3,389施設

４月 ７月

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

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 64,055

人 92,543人 69.2％ 3,932施設

令和２（2020）年度

令和３（2021）年度

１０月 １月

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

58,519
人 79,925人 73.2％ 3,396施設 67,529

人 89,422人 75.5％ 3,763施設

１０月 １月

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

現員
数

開所定員
数

定員充足
率

対象施設
数

70,835
人 95,726人 74.0％ 4,075施設

※令和2年度、3年度とも記載データは全て初日時点

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2020年7月 2020年10月 2021年1月 2021年4月 2021年7月 2021年10月

充足率

従業員枠 地域枠 全体

＜充足率の算出方法＞
■・・・全体の充足率＝現員数／開所定員数
■・・・従業員枠充足率＝
従業員枠の児童／開所定員数のうち、従業員枠の定員数
■・・・地域枠充足率＝
地域枠の児童／開所定員数のうち、地域枠の定員数

2020年7月 2020年10月 2021年1月 2021年4月 2021年7月 2021年10月
従業員枠 48,632 49,139 55,025 55,989 56,656 58,826
地域枠 30,065 30,786 34,397 35,151 35,887 36,900
合計 78,697 79,925 89,422 91,140 92,543 95,726
従業員枠 33,801 36,638 42,294 36,639 39,771 44,036
地域枠 19,446 21,881 25,235 22,229 24,284 26,799
合計 53,247 58,519 67,529 58,868 64,055 70,835

69.5% 74.6% 76.9% 65.4% 70.2% 74.9%
64.7% 71.1% 73.4% 63.2% 67.7% 72.6%

定員

在籍児童

従業員枠充足率
地域枠充足率
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