
理事長 副本部長本部長理事

審査部

参与 指導監査部

企画部
企画課

情報管理課

関西支所

①体制（令和４年4月１日）

審査管理課

審査一課

審査二課

相談支援室

債権管理課

管理課

指導監査課

調査課

（新設）

相談支援課

巡回支援課

研修等

巡回
指導

子ども相談
支援部

支援管理課

情報
発信

財務部へ
所属替え

※部課の名称は仮称

Ⅱ.令和4年度児童育成協会活動方針
1.児童育成協会の体制・人員推移 企業主導型保育事業本部概況

資料Ⅱ－１
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1. 子ども相談支援部（令和4年4月1日新設）
〇 各部門における事業者支援関連業務を集約
企業主導型保育施設への支援を充実させるため、審査部 相談支援室、企画部（保育事業者向け
研修業務）、指導監査部（巡回業務）を集約し、新たに「子ども相談支援部」として発足。
子ども相談支援部内に支援管理課・相談支援課・巡回支援課の3課を設け、研修/相談支援/
巡回指導を担当し、安心・安全な保育の実現を目標に企業主導型保育施設の運営を後押しする。
例えば令和4年度においては支援管理課において保育事業者向け研修について、これまでの実施状況
や受講者アンケート状況などを踏まえ、新たなテーマや内容の見直しを実施する予定。

2. 審査部
〇 委託業務等の見直し
月次審査業務については内製化を段階的に進めるとともに、半期ごとに各業務の必要人員を見直すことに

より、効率的な業務の実施を推進する。

〇 債権管理課・相談支援室管轄部門の変更
助成金支払いに携わる債権管理課の管轄部門を審査部から財務部へ変更し、協会内の財務に係る部門を
一元化する。また、事業者への対応等を行う相談支援室について管轄部門を審査部から子ども相談支援部へ
変更し、審査部については審査に特化した部門とする。

令和4年度企業主導型保育事業本部の体制について
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3. 指導監査部
〇 外部委託事業の一部内製化
保育面を中心とした全般的な指導・監査について令和3年度より外部委託先実施数を変更し、
内製化を進めてきたところであるが、令和4年度についても引き続き、内製化に取り組むことにより
監査の質の向上に努める。
協会による監査実施数 約3,100施設（R3年度） → 約4,000施設（R4年度）

4. 関西支所
〇人員増員
令和3年3月1日開設の関西支所については、人員を10名増員し、令和4年4月1日時点で20名とする。
増員により、
・令和4年度の関西圏における指導監査（立入調査）の内製化を進める
・指導監査結果を踏まえた関西圏の施設からの改善報告につき、自治体へ速やかに情報共有するとともに、
自治体との合同調査も実施する。
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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

Ⅱ.令和4年度児童育成協会活動方針
1.児童育成協会の体制・人員推移 企業主導型保育事業本部概況

正職員
20%

契約職員
55%

派遣職員
25%

R4.4.1(予定）

雇用種別/年月日 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1（予定）
正職員 19 42 57
契約職員 53 136 156
派遣職員 69 79 69
合計 141 257 282

②令和4年度企業主導型保育事業本部人員計画

業務の内製化を更に進めるとともに、協会職員全体の定着率の向上、業務の質の改善を目指すために令和3年度
から引き続き、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。
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※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。

③人員数の推移

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 R4.4.1(予定)
　　企画部 2 5 19 16
　　うち、公認会計士 0 2
　　審査部 2 22 42 69 102 110 94
　　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 34 121 127
　　うち、保育士 1 2 3 13 15
　　うち、公認会計士 2 0
　　子ども相談支援部 25
　　うち、保育士 2
　　関西支所 7 20
　　うち、保育士 0 2
　合 　計 （本部長・副本部長を除く） 2 27 54 91 141 257 282
    (うち、保育士) 0 1 2 3 4 16 23
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①完了報告審査

資料Ⅱ－2

n完了報告審査
令和３年度完了報告（運営費約４,400件・整備費約230件）の早期確定に向け、業務遂行体制の強化・事
務フローの見直しを引き続き実施。
n申請手続きの変更
各事業者の事務負担軽減及び適正な運営の推進等を目的として各種申請手続きの変更を実施。
具体的には、年度途中に実施していた「事業変更申請」に代え、従前の「継続申請」に事業内容変更の項
目を追加した「事業計画申請」を新たに設け、年度開始前に変更点を含め事業計画の内容を審査。
n新システムリリース（2023年１月予定）に向けた対応強化（各種申請にかかる受入テスト等）。
n早期確定・審査の質向上のため、審査部・指導監査部・子ども相談支援部による連携強化。

②月次報告審査
n約4,500件の月次報告審査の円滑な実施のために、業務委託先や指導監査部、こども相談支援部との連携を
強化し更なる審査の質向上（ルールの明確化、標準化）及び効率化を目指す。
n新しい処遇改善加算の審査に対応するため、効率的に給与規程の審査ができる体制をめざす。
n事業者の制度理解向上のため、事業者とのやり取りに制度説明を入れるなど審査マニュアルを改善する。
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③定員調整
n制度発足から６年が経過し、企業主導型保育施設の設置状況については概ね11万人を達成することから、
設置した施設における定員の増減ニーズを確認し、利用実績等に合わせた定員調整（定員の増員・減員）
実施する。
n令和２年度までの採択施設を対象に定員調整（増員・減員）の意向調査を実施（令和３年12月）。

＜調査結果＞
増員希望223施設（定員��2,844人分）
減員希望158施設（定員��1,356人分）
上記調査結果を踏まえ増員・減員理由、増減幅などを精査し、令和４年度において定員調整を実施する。

※ 令和4年度の新規募集は行わない。
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Ⅱ.令和4年度児童育成協会活動方針
3.指導監査業務 活動方針

【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 4,000施設委託先 500施設

•関係部署との連携強化を図るとともに、指導監査部内の多様な人材活用と関西支所との連携により、協会の内製化の
推進を行い、令和４年度の協会の実施分については、4,000施設を目標とする。

•グループリーダーの育成を図り、研修専任者の設置により監査員の育成強化を行うとともに、実効性のある調査手順
書及びマニュアル等の整備を行うことにより、監査の質の向上に努める。

•外部委託先については、首都圏・関西圏等に集中実施させることにより、効率化と管理体制の強化を行い、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。

R4.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5.1月 2月 3月

協会

外部委託先

約4,000施設

約500施設

研修、OJT実施（随時）

研修、OJT実施（随時）

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。

資料Ⅱ－3
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②特別立入調査
施設の運営等について、通報や苦情があった場合や、定期的な立入調査結果を踏まえ必要と認められる場合など
に、必要に応じて、随時、抜き打ちで実施する。また、審査部・子ども相談支援部とも連携するとともに、指導
監査課と協議のうえ状況に応じて午睡時抜き打ち調査・立入調査の実施を進める。さらに、必要に応じて自治体
と、情報共有の上、合同調査についても検討・実施する。

③午睡時抜き打ち調査︓約600施設
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する。
・令和３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３年度の立入調査（リモート監査を含む）において、多くの指摘を受けた施設
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Ⅱ.令和4年度児童育成協会活動方針
3.指導監査業務 活動方針

【２ 専門的な指導・監査】
①専門的労務監査
〇令和４年度実施方針等

• 前年における立入調査において労務関係の指摘を受けた施設を勘案し、約15都道府県を選別し、500
施設を対象とし、当該施設の職場環境の改善を図る。

（参考）令和３年度立入調査で労務関係の観点から行った指摘の例
①賃金、労働時間管理等の労務管理体制の指摘があった。
②就業規則の整備など労務管理関連規定等に問題があった。

• なお、上記指摘があった施設以外についても、職員の処遇改善の実効性を確保することを目的として、
本人へ確実に処遇改善加算に応じた給与等が支払われているかを確認する観点から、「処遇改善加算
を申請している施設」を追加して選定し、対象施設とする。

＜参考＞
監査の質の確保や全国社会保険労務士連合会が監査員（社会保険労務士）に対して実施する教育・研
修等を勘案し、令和４年度・５年度は各500施設を下限の実施数として、２年間で1,000～1,500施設と
する。
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Ⅱ.令和4年度児童育成協会活動方針
3.指導監査業務 活動方針

②専門的財務監査
〇 令和４年度の実施方針等

• 前年における立入調査や完了報告の審査において、助成金の適正な管理・使用の観点で指摘があった
施設から500施設を最優先に対象とする。
（参考）令和３年度立入調査で助成金の適正な管理・使用の観点から行った指摘の例
① 経理規程及び契約に関する規程（規定）が整備されていない。
② 保育園分の収支を明確とする区分経理が行われていない。
③ 会計責任者と経理担当者が別々に任命されず、相互チェック体制が未確立。
④ 会計帳簿の整備が不十分。
⑤ 積立資産の積み立て及び管理が不適切。

＜参考＞
監査の質の確保や協会の同行職員の確保等を勘案し、令和４年度・５年度は各500施設を下限の実施数
として、２年間で1,000～1,500施設とする。

・なお、令和３年度の実施結果等を踏まえて、「専門的財務監査評価基準」については、保育施設に
おける実態により即した内容となるよう、一部の見直し（文言の修正等）を検討していくこととする。
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①「企業主導型保育事業ポータル」の「よくあるご質問」の拡充
現在ポータルサイトに掲載している「よくあるご質問」の内容を大幅に拡充する。また、検索機能を設けることで、
事業者が問い合わせする前に、必要な情報を得ることが出来るよう機能を改善する。

②充足率向上に向けた取り組み
企業主導型保育施設がより有効に活用されるよう、事業者に対して取組状況につきヒアリング実施をするとともに、
自治体との連携（情報共有・利用斡旋）の好事例等について、情報発信等を行う。

③巡回指導︓約450施設　
令和４年度からは、寄り添った支援を行う観点から、全施設の中から、対象施設を選定して実施する。
（参考）令和４年度における施設選定の着眼点
①巡回指導を希望する施設
②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
③保育内容等に関する通報・苦情があった施設 など

巡回指導基準については、施設が理解しやすいよう具体的な事例を盛り込むことを検討している。

④企業主導型保育施設事業者及び従事者研修
令和３年度の研修受講者の研修結果及び助成決定施設数を踏まえ、研修内容及び定員数の見直しを行う。

資料Ⅱ－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

目的

　最新の保育施策の動向や、施設の運営
管理に必要な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。
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①今後のスケジュールとプロジェクト推進のための取組

資料Ⅱ－5

プロジェクト推進のための取組
○事業者及び協会業務に影響のない、スケジュールの確保

⇒事業者に影響する申請・審査機能を優先的に開発し、令和５年１月に稼働。監査機能は、優先度に応じて監査計画機能、監査結果登録機能及び特別
立入機能に分けて開発。

○事業者に対する支援及び協会内の教育の徹底
⇒新システムの稼働にあたっては、使用方法などが大きく変更されるため、わかりやすいマニュアルの整備や稼働時点には開発ベンダを問合せ窓口の
支援に配備するなど事業者支援体制を構築。また、協会内も管理者、審査者を含めテスト段階から新システムの教育を徹底。

○プロジェクト工程に応じた着実な対応
⇒設計工程においては、遅延のないよう確認を行う。移行時には現行データの整理を行った上で正確なデータとして移行。また、移行作業は、リハー
サルを複数回実施。テスト工程においては、開発事業者が行うテストだけでなく、稼働前に最終確認テスト（受入テスト）を協会で行う。

2021年度（令和３年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度）

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 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

共通

要件定義

申請・審査機能

設計

テスト

監査計画機能

設計

テスト

監査結果登録、特別立入機能

設計

テスト

稼働開始製造・単体テスト

稼働開始

稼働開始

総合
テスト結合テスト 受入テスト

基本設計 詳細設計

製造・単
体テスト

結合・総合・
受入テスト

基本設計 詳細設計

製造・単
体テスト

結合・総合・
受入テスト

基本設計 詳細設計
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6.実施機関（協会職員）に対する研修
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■初期研修

※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

受講対象者・・・新規入社者 （必須科目24時間＋選択科目20～28時間）
他部門からの異動者（選択科目20～28時間）
※選択科目は各配属部署の業務内容に応じて受講

分類 区分 目的 時間数 形式

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。
(情報セキュリティ、個人情報保護、ハラスメントなど） ６時間 集合研修

eラーニング

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、企業主導型保育事業、保育所
保育指針関連、不正受給関連など）

18時間 集合研修
eラーニング

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。（審査・監査・相談支援） 20～28時間（所属部

署により異なる） 集合研修

■継続研修（キャリアアップ）
受講対象者・・・2年目以降の職員 （必須科目7.5時間＋選択科目2時間）
分類 区分 目的 時間数 形式

必須科目
初期研修で学んだ業務知識の理解を深める（情報セキュリ
ティ・個人情報保護、ハラスメントなどの継続研修、保育所保
育指針関連、不正受給関連）

5.5時間 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。
（管理職のための労務管理、マネジメント関連） 2時間

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。（経理実務、コミュニケーション、業務改善等から２種
選択）

2時間

業務知識

eラーニング
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