
応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

3

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。
十分な内容だが、「認可施設と同程度の助成」で
あるならば、同等の審査・指導・監査が求められ
ることに留意する必要がある。

4

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

審査が「構造の質」中心になりすぎているのでは
ないか。

3

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

4

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

4

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部

応募団体評価調書①

Ａ社

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

1



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

これに関してポータルサイトの活用は考えられな
いか

4

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

地域ブロック事務所の活用は重要であるだけに、
きちんとした体制の構築と本部との連携が求めら
れる。

3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

3

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

新システムの導入が期待されるが、その具体的な
中身や改善ポイントはどうなっているのか。 4

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

申請開始時など電話がなかなかつながらない可能
性があるときに、どのように円滑な対応を図るの
か。
相談会など定員がすぐに埋まる可能性も考えられ
るが、そのようなときにはどうするのか。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

2



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

各保育施設のＩＣＴシステムが異なった場合、本
部の新システムでデジタルデータの収集はできる
のか。

3

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

例えば保育室の実質有効面積などをどうチェック
するのか。

3

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

事業実施者から提出された書類等に不備があった
場合、何回もやり取りを繰り返して時間を要する
ケースが多いと聞いているが、そうしたやり取り
を含めた助成事務の時間短縮をどう工夫するの
か。

3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

⑦
事業実施者への助成
事務について

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

3

3



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

監査の人員体制及び人員確保は十分と言えるの
か。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

3

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

監査の基準やマニュアルは誰がどのように作成す
るのか。
認可保育所の監査基準との整合性をどう図るの
か。

3

4



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

保育監査に関して、保育園長経験者以外にはどの
ような者を想定しているのか。

3

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

3

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

財産処分発生を早期に把握するための工夫は。 3

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

研修受講希望ニーズの把握とニーズに応えられる
研修実施体制の整備は。

3

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

従事者には非常勤職員等も含むのか。 4

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

5



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

市町村の子ども・子育て支援事業計画と連携でき
るか。

3

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

合同監査など連携に必ずしも前向きではない自治
体もあると考えられるが、どのように自治体に働
きかけるのか。
連携強化に向けた具体的な実施方法が十分ではな
い。

3

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

返還事由発生の早期把握及び速やかな返還対応に
向けた実施体制・方法が必ずしも十分とは言えな
い。

3

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

調査結果を活用するための実施体制・方法が具体
的に示されていない。

3

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

3

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

4

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

⑫
地方自治体との連携
について

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

4

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

4

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

3

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

3

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

5

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

3

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

3

合計点 116

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

㉒
事務費所要額につい
て
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

署名
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応募団体名

委員名

署名

応募団体評価調書②

Ａ社

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

◯提案そのものには大きな問題点はないと考えられるが、それが絵に描いた餅とならないよう、実際の運営においてＰＤＣＡサイクルを
回しながら、日々の業務を適切に行っていただきたい。
◯すべてにおいてスピード感が求められるので、そのような体制と方法を常に工夫改善していただきたい。
◯提案資料に比べると、ヒアリングでの応対が必ずしも十分なものとは言えず、組織幹部のマネジメント能力を高めていただきたい。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）

◯事業実施者に課す申請書類や監査に係る基準、各種マニュアル等が、認可保育所に適用されるものと整合性が図られているかといった
ことについて、十分にチェックするとともに、必要な支援を行っていただきたい。
◯不正防止などに意識を向けるあまり、スピード感に欠ける側面がうかがえるので、その点での指導をお願いしたい。
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

おおむね満たしていると認められる。 4

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。 おおむね満たしていると認められる。 4

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

・急な閉園が発生した場合のマニュアルを
作成するなど、不測の事態への対策が必要
と考えます。
・ランク付けをするに当たっての具体的基
準の策定について早急に検討する必要があ
ると考えます。また、財務面、労務面、保
育面の各専門家による監査については、横
の連携を十分に図り、施設ごとの総合的評
価をする必要があると考えます。

3

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部

応募団体評価調書①

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

4

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

・運営費助成申請にあたり、指導・監査、
巡回指導結果等を十分に踏まえ、保育の質
の確保などについても確認する必要がある
と考えます。

3

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

⑦
事業実施者への助成
事務について

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

・助成金の審査における書類審査やヒアリ
ング等について、保育の質の確保やマネジ
メントに対する法人の考え方等を確認する
必要があると考えます。
・整備費助成申請において、地域の実情を
踏まえ、申請事業者が地域住民等に対して
説明することを求める必要があると考えま
す。
・整備費助成申請の審査についてはランク
付けを行うに当たっての具体的基準の策定
について早急に検討する必要があると考え
ます。また、審査に当たっての本部審査会
と地域ブロック審査会について、適切な役
割分担の下に、効率的な審査を行う必要が
あると考えます。

3
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

おおむね満たしていると認められる。 4

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

おおむね満たしていると認められる。 4

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

地方自治体との連携について、指導監査の
実施に当たっては、各自治体の意見を十分
に踏まえた上で、効果的・効率的な監査を
実施する必要があると考えます。

3

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

⑫
地方自治体との連携
について

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

おおむね満たしていると認められる。 4

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

定期的に事業の進捗状況等を確認し、不十
分な実施体制・実施方法であると認められ
るときは、適宜、適正な体制・方法を再構
築するようにする必要があると考えます。

3

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

おおむね満たしていると認められる。 4

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

おおむね満たしていると認められる。 4

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

おおむね満たしていると認められる。 4

合計点 135

署名

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

㉒
事務費所要額につい
て

17



応募団体名

委員名

署名

応募団体評価調書②

Ａ法人

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

・審査における申請書類の概要や審査項目等について、保育の質の確保（保育所保育指針に関する理解などを含む）、組織マネジメントの考え方など
に関する項目が欠けていると考えます。
　特に、整備費助成申請に当たっては、これらの確認が開所後の保育事業の運営に大きな影響を与えます。そのため、保育の質の確保などに関する事
項を記載してもらうほか、法人代表者、施設長予定者の面接を行うなどの方法により確認をしてください。
　また、運営費助成申請に当たっても、経理、設備、利用実績、加算項目などを確認するのみならず、指導・監査、巡回指導結果等を十分に踏まえ、
保育の質の確保などについても確認するようにしてください。

・整備費助成申請の審査については、地域ブロック審査会が地域案件の評価、ランク付けを行うことになっていますが、ランク付けを行うに当たって
の具体的基準の策定について早急に検討してください。また、審査に当たっての本部審査会と地域ブロック審査会について、適切な役割分担の下に、
効率的な審査が行えるようにしてください。

・整備費助成申請において、近隣トラブルを避けるため、地域の実情を踏まえ、申請事業者が地域住民や周辺の保育施設に対して説明することを求め
るようにしてください。

・事業の継続性の観点から、既存保育施設に対して、監査結果を元にしたランク付けを行うことが予定されていますが、ランク付けをするに当たって
の具体的基準の策定について早急に検討してください。また、財務面、労務面、保育面から各業務の専門家が監査を実施することになっていますが、
横の連携を十分に図り、施設ごとの総合的評価をするようにしてください。

・地方自治体との連携について、指導監査の実施に当たっては、各自治体の意見を十分に踏まえた上で、効果的・効率的な監査が実施できるようにし
てください。

・急な閉園が発生した場合を想定し、代替施設の確保について予め整理するとともに、入所児童への対応などに関するマニュアルを作成するなど、不
測の事態への対策を講じておいてください。

・定期的に事業の進捗状況等を確認し、不十分な実施体制・実施方法であると認められるときは、適宜、適正な体制・方法を再構築するようにしてく
ださい。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）

・ランク付けの具体的基準の策定、各種マニュアルの策定などに当たっては、実施機関任せとすることなく、連携して対応するようにしてください。
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

経理につきましては専門でないためよくわ
かりませんが、決済はしっかりされている
と思います。

4

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。
特色と意義が整理して理解されていると思
います。ヒアリングを経て再度、確認いた
だきたいと思いました。

4

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

企業型保育は、保護者との関係性も近いた
め、「保護者との関係性」は書かれていま
すが、保護者支援と言う部分も意識いただ
ければと思います。さらに保育の質の部分
について、指導計画などを求めるなど、子
どもの育ちに関わる部分なので、事前の確
認を十分に行っていただきたいです。

3

④ 事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

リスク管理について書かれていますが、急
な閉園などがないように、継続的な事業運
営の視点をもってサポートをお願いしま
す。

4

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

地域ブロック単位での交流会にも触れられ
ており、期待します。自治体との連携もぜ
ひお願いします。

5

応募団体評価調書①

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

企業とのマッチング支援について、具体的
な施策をお願いします。

4

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

専門分野ではないので適切な判断がつきか
ねますが、詳細に企画くださっていると思
います。

4

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

実施体制について、計画案通りに遂行でき
るよう、体制管理などお願いします。

4

4

⑦
事業実施者への助成
事務について

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

経験もあり、安心してお任せできるように
読み取れました。

5

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

ｐ153開所後のところ、細かいことですが
「給食提供（中毒予防など）」という部分
について、アレルギー対応についての講習
実施などもお願いしたいです。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

20



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

実施体制や実施方法については、さらに精
査して実施していただきたいと思います。

4

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

かなりシステム化されているように思いま
したが、再度、漏れなどがないかの確認を
お願いします。迅速な対応に期待します。

4

⑦
事務について

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

ｐ207からの新規提案事項についてはかな
り多岐にわたっているため、ぜひ詳細に抑
えつつ実施いただければと思います。

4

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

「立ち入り調査」や「午睡時抜き打ち調
査」などについて、記載通りにしっかり実
施できるようお願いします。

4

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

実施のスキームについては、妥当であると
思います。

4

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

妥当であると思います。 5

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

妥当であると思います。 5

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

2階建ての指導・監査体制を取っていただ
けるのはとてもいいと思います。

4

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

全施設への通知については、他施設がわか
りやすく改善しやすいような通知資料の工
夫などをお願いします。

4

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

専門外ですが、妥当なものと考えます。 4

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

保育の質の確保などについての研修実施
は、年度ごとに見直しを図り、新しい知識
を入れるなどのブラッシュアップを心がけ
てください。eラーニングについての可能
性もいいと思いますが、eラーニングの場
合にも、終了後アンケート実施など、きち
んと受講した裏付けを確認できるような工
夫をお願いしたいです。

4

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

研修計画はいいと思うので、講師選択など
も重要だと思いますので、有識者などと相
談の上、適切な方を選んでいただければと
思います。

4

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

地方自治体との連携強化はぜひお願いしま
す。必要な自治体に対しては、企業型保育
についての理解促進のアプローチもお願い
したいです。

4

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

ヒアリング時に少し詰めが甘いような印象
を受けました。体制を整えて実施いただけ
ればと思います。

4

⑫
地方自治体との連携
について

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

専門外ですが妥当であると思います。 4

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

有識者委員会での調査研究に期待します。 5

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

妥当であると思います。 5

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

妥当であると思います。 5

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

妥当であると思います。 5

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

専門外ですが妥当であると思います。 4

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

専門外ですが妥当であると思います。 4

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

妥当であると思います。 5

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

有していると思います。 5

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

金額につきましては再度、精査いただけれ
ばと思います。

3

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

金額につきましては再度、精査いただけれ
ばと思います。

3

合計点 147

㉒
事務費所要額につい
て

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

25



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

署名
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応募団体名

委員名

署名

応募団体評価調書②

A法人

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

・都心部は人員など安定した体制で審査・指導・支援が行われると思うが、地方における対応について、体制の整備及び強化をお願いしたい。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）

・保育の質においての確認がやや不明瞭な印象があるので、保育所の指針と比べて企業主導型の方が、緩い基準になるようなことがないように、内閣
府においても支援や確認をお願いしたい。
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

馬場委員の評価に準ずる。 3

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。
保育事業だという認識が甘いように思え
る。託児事業を目的にしている感が強い。

3

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

・「保育の質」を数字で表すような面積や
人員配置等の外形的な部分しか認知してい
ない様子である。

3

・子どもに提供する保育内容（給食含む）
に加え、保健安全の観点も見受けられな
い。保育において、計画及び実施の必要性
を認識して上で、しっかり事業にあたって
ほしい。

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

・新規応募事業者への助成決定前の、優先
順位をつけて審査の順番を決めてはどう
か。
・地域の待機児童数や地域枠で受け入れる
児童数の把握が充分かどうか等の確認の方
法を工夫すべき。

3

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

3

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部

応募団体評価調書①

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

3

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

3

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

3

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

・自治体との情報共有を常時とる工夫が必
要。
・自治体が把握している需給バランス等が
必須だと思われる。

3

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

現地確認の具体的な方法がイメージできな
い。

3

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

・事業者から提出させる自己点検表はどの
ような内容のものか。
・財務監査の実施回数について、ランクに
より隔年での監査となっているが、本当に
この回数でよいのか。毎年実施すべきでは
ないか。

3

⑦
事業実施者への助成
事務について

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

1件当たり5～10分で足りる程度の内容なら
ば、熟慮する内容ではないと推察する。い
ずれにしてもかかる時間の目論見が甘いと
思われる。

3
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

行政が認可保育所に対して実施する指導監
査に準じた基準にすべき。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

・巡回指導の実施回数や実施方法は、一律
かどうか確認できていない。地方によっ
て、差がでない工夫が必要。

3

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

3

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

3

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

石毛委員の評価に準ずる。 3

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

各地で実施されている、厚労省・自治体・
保協・日保協等の保育団体等主催の研修会
を活用してはどうか。委託による独自の研
修ばかりを念頭におかなくても、良い内容
の研修はたくさん用意されている。

3

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

同上 3

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

自治体との具体的な連携の仕方が見えな
い。

3

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

地方公共団体が実施する指導監査の事前調
書を活用するなど、認可保育所等の基準を
網羅することが必要。

3

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

⑫
地方自治体との連携
について

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

32



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

石毛委員、馬場委員の評価に準ずる。 3

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

限りなく１００％に近い回収率を目指す工
夫をするべき。事業者に責務として課すこ
とも考慮されたい。

3

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

月次報告他、必要な報告が遅れないような
工夫が必要。

3

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

公開の具体的な実施方法やイメージがわか
らない。

3

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

3

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

馬場委員の評価に準ずる。 3

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

石毛委員の評価に準ずる。 3

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

内閣府がイメージする意思疎通の方法と合
致しているのなら妥当と認めるが、内閣府
としっかり協議するべき。

3

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

実績はあるが、過去の経験が今後の円滑な
遂行に資するとは認められないため、事業
計画においてかなりの改善が必要かと思わ
れる。

3

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

P279　業務担当者人件費の契約社員の額が
高額だと思われる。係長級の業務をさせる
のか？出張旅費も、監査出張および保育巡
回の近郊②の金額が高額。根拠が不明。
研修会委託費は、既存保育団体への委託を
優先し、協議を勧める。

3

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

馬場委員の評価に準じたい。 3

合計点 105

署名

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

㉒
事務費所要額につい
て

34



応募団体名

委員名

署名

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）

・過去事例による不祥事の詳細な分析検討を行い、真に新規開設することが本事業の意義目的に沿うものかどうか、判断すべ
きと考える。新規事業応募者の事業に対する目論見の甘さが事業の継続を妨げる要因となるケースも多いと耳にしている。

よって、整備費用も含めて費用対効果を熟慮し、新規応募者の選定の際に継続性を問う必要があり、そのためには自治体と
の意思疎通を図り、自治体の計画とのすり合わせも必要ではないかと考える。特に、利用数に地域枠を５０％程度設定してい
る場合、真に必要なニーズか確認する必要がある。さらには、待機児数の多い地域を優先的に審査する等、審査に至る前にも
ランク付けをしてはどうか。

･「保育の質」を応募団体においてはOECDが示す図解であらわしているが、具体的に「保育施設における保育が、生涯にわた
る人格形成の基礎を培うものであり」ということを真の意味で理解して、選定及び指導に当たる気概があるのか疑問である。

企業主導型保育事業の主たる利用者は、就業する親か預けられる子どもか。この事業における施設で過ごす子どもの大半
は、人格形成の基礎を作り上げる０～２歳が主であり、この年齢の子どもの生活リズム等を各施設がどのように担保していく
か、保育内容以前の問題として、重要なポイントだと考える。また、それらを新規参入者及び継続事業者に対して、どのように
指導または向上に繋げていくか、充分に検討することが肝要だと考える。

・少なくとも、既存・新規を問わず、事業者に対して、保育内容に係る資料を提出させるべきであろう。

・潤沢な資金が交付される事業であり、認可保育所と同等の整備費及び運営費を使う事業であることから、ハード面ソフト面共
に認可保育所と同等の内容を担保すべきと考える。託児事業並みでは問題。

年齢別年間保育計画、年齢別月間保育（指導）計画、ディリープログラム、0歳児および障害児に関しては個別計画、保健・安
全・災害計画、管理規程または園則、重要事項説明書、消防計画、苦情解決窓口要綱、食育目標および年間食育計画、離乳
食及び幼児食献立表、給食内容検討表など、最低限これらについての確認は必要だと考える。

・監査について、自治体が認可保育所に課する監査事前調書を用いる等、保育内容を含めた多岐にわたる確認資料の提出は
必要だと思われる。これは、ひいては、事業者の日々の振り返り作業に通じ、自らの質の向上に資すると考える。

・新規応募事業者の選定に際して、まず、不心得な事業者の参入を防ぐことが第一であり、そのため、応募団体においては、
国（内閣府）の代弁者として厳しく審査にあたるよう、内閣府からの徹底した指導が必要だと感じる。

応募団体評価調書②

　Ａ法人

・研修について、厚労省・地方自治体・全社協（全保協等）・日本保育協会等に、応募団体が求める研修の委託を優先して受託
してもらえるよう、あるいは既存研修への参加枠を確保できるよう、口添えできないか。

･監査について、地方自治体に対して、応募団体への指導を仰げるよう、協力体制を求められないか。

※20年後、この子どもたちが納税者として日本の将来を担う人材に育っていく、その土台を形成する時期だということを、真に
理解して保育にあたることが、保育事業に携わる全ての立場の人間として必要だと考える。

監査実施回数についても、保育・財務・労務すべてにおいて、開設から5年間程度は毎年実施すべきであり、確認と指導を併せ
持った監査であるべきで、事業者に対して気を引き締めて事業運営にあたる目的で実施することも必要ではないか。

・監査実施について、地方自治体および都道府県社会福祉協議会に対して、応募団体の監査員や事業者への実務指導を仰
げないだろうか。社協は認可事業者との関係も深く、監査を受ける立場として何が監査のポイントになっているか、何が重要な
ポイントか熟知しているので、その点を事業者に徹底させられると考えるため。内閣府からの依頼や働きかけが有効と思われ
る。

また、継続事業者についても、設備や開設時間・人員配置等の外面的な部分だけにとどまらず、保育内容や保健安全等の指
導をも行うことが監査の目的であることを熟知させる必要があると考える。
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

4

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。 4

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

3

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

該当箇所（p123～125）では、審査・監査・
指導を厳格かつ継続的に行うことを提案し
ていると理解されたが、それは保育施設の
「支援」策とはいえないのではないか。

2

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

4

応募団体評価調書①

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

4

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

3

3

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

4

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

仕組み自体に違和感はないが、特に電話等
について、つながらない・たらい回し・待
たされる等の「当然予想される問題」が防
止できるものかどうか、業務計画書やヒア
リングでは明らかにならなかった。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

3

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

3

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

3

⑦
事業実施者への助成
事務について

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

地域ブロック審査委員会の目的・機能・運
営についての説明に合理性が乏しく、結果
的に、本部審査委員会の機能にも疑問を生
じる。「外部有識者による審査委員会」は
業務要件で新たに指定されたものであり、
助成実施団体が備えるべき審査体制のポイ
ントの一つと考えられる。その位置づけや
組織、機能について検討が不十分であると
いうのでは、助成審査事務全般についての
検討・改善の姿勢に疑問が生じる。

2

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

委員会では、調査のための外部専門家費用
が高すぎないかとの疑問が呈された。保育
の質確保の観点からするこれら調査の重要
性に鑑みれば、外部専門家費用に相応の予
算を割くことには合理性はあると思われる
が、当応募団体としてはこの点、ヒアリン
グで丁寧に説明すべきであった。当応募団
体は、（ご自分で作成した事業計画であり
ながら）「事業計画中、何が重要なポイン
トで、何はそうでないか」についての理解
が十分ではないのではないかと思われた。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

3

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

3

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

3

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

3

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

助成事業により取得した財産が不適切に処
分されることがないよう監視することは助
成事業実施者の本質的に重要な責務である
はずだが、当応募団体の提案は、つまると
ころ「内閣府で作成している運用規定に従
う」というのみであり、応募団体の責任感
が看取できない。（p177）

2

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

4

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

4

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

3

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

3

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

助成金不正受給事案の発見（予防）や再発
防止策を検討するため、弁護士ネットワー
クを構成する弁護士と定期的かつ継続的に
検討し研究・検証を行うとしているが、そ
の検証結果を内閣府や当委員会などにどう
報告するか、どのようにして内閣府や当委
員会などの検証を得るかについての提案は
見られない。

2

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

アンケート調査の回収率が50％程度である
ことについて問題意識がないかを質問した
ところ、回答が「内閣府のやっているアン
ケートだから」とのことであり、当応募団
体自身の当事者意識が感じられない。
（p199）

2

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

4

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

指導・監査・立入調査結果についても四半
期報告を検討すべきではないか。ここだけ1
年1度とする理由には乏しい。

2

⑫
地方自治体との連携
について

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

4

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

4

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

「弁護士ネットワーク」を構成する弁護士
について、関連案件の実績・業績を質問し
たが、統括弁護士以外の弁護士については
ヒアリングまでに資料の準備が間に合わな
いとの回答であった。しかし、現時点で応
募団体内に各弁護士の実績情報がないなら
ば、「では『ネットワーク』弁護士を選ぶ
際、何を基準に／どういう選定手続によっ
て選抜したのか」という疑問が生じる。

2

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

3

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

「法人の概況書」の「事業内容」に記載の
通りであれば、「本事業の円滑な遂行に資
すると認められる事業」の実績として十分
なものを有しているといえる。ただ、これ
までの事業遂行が「満点」であったとはか
ぎらないため、「概ね充足」に留めるのが
妥当と思われる。

4

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

委員会では、契約社員の想定給与が高すぎ
ないかという疑問も呈されたが、社会全体
として人材不足の傾向にあるなか、比較的
短期の期間雇用という条件で、400名という
多数の人材を集めざるを得ない（人材のレ
ベルも落とせない）以上、ある程度の待遇
を提示するのはやむを得ないのではない
か。

3

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

3

㉒
事務費所要額につい
て

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

合計点 109

署名
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応募団体名

委員名

署名

応募団体評価調書②

Ａ法人

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

(1) 審査項目⑥「事業実施者又は利用者からの相談等に対する対応について」の関係：
相談・質問等の受付体制の提案それ自体には違和感はなかったが、特に電話等について、つながらない・たらい回し・待たされる等の「当然予想され
る問題」が防止できる体制になるのか、何を根拠にそう言えるのか、業務計画書やヒアリングでは明らかにならなかった。当助成事業の使いやすさ・
信頼に関わる問題であろうと思われるので、実施にあたっては特に配慮をお願いしたい。

(2) 審査項目⑦「事業実施者への助成事務について」の関係：
審査項目⑦については各委員から様々意見が出されると思うが、当委員からは特に、「地域ブロック審査委員会」について再検討を求める。
ヒアリングでは、ブロック審査委員会は、地方自治体との連携を含め、地域の実情を適切に審査に反映させるために設けるものである旨の説明がなさ
れたが、事業計画書によれば、地域ブロック審査委員会による審査時間は1件あたりわずか「5分～10分」であり、かつそこでは「地域ブロック事務所
がまとめた評価情報に基づき」「ランク付けを行う」が、「採択の決定には携わらない」（つまり採択はすべて本部で決定する）などとされており、
「地域の実情を反映させるための仕組み」としては到底合理的と思われない。ブロック審査委員会を介しての地方自治体の連携にいたっては記載さえ
見られない。地域の実情を審査に反映させることは当然の要請なので、本気でそう思っているなら相応に合理的な仕組みを提案していただきたい。ブ
ロック審査委員会の在り方を改善するという提案であってもよいし、ブロック審査委員会はやめてそれ以外の方法によるという提案であってもよい。
当委員が指摘したいのは、現在のご提案は「地域の実情を審査に反映させる」という目的に合致しているとは思えない、という点である。

(3) 審査項目⑬「補助金の返還に関する債権管理について」及び審査項目⑲「助成事務に関する訴訟等対応業務について」：
ヒアリングに先立ち、「弁護士ネットワーク」構成弁護士の関連案件に関する実績・業績について事前質問を提出しておいたが、統括弁護士以外の弁
護士についてはヒアリングまでに資料の準備が間に合わないとのことであった。しかし、現時点で応募団体内に各弁護士の実績情報がないならば、
「ではネットワーク弁護士を選ぶ際、何を基準に／どういう選定手続によって選抜したのか」という疑問が生じる。結論としては現在提案されている
弁護士ネットワークに違和感はないものの、今後弁護士の追加・入れ替えを行う際には、その選任のプロセス及び基準を明らかにし、透明性・実効性
ある選任を行っていただきたい。
もう一点、弁護士ネットワーク構成弁護士が東京・大阪に偏在していることについても再考をお願いしたい。ヒアリングでは、今後状況に応じて各地
方ブロックでの弁護士依頼も検討するとのことであったが、そうだとすれば今度は、各地方にもネットワーク弁護士がいるのに、さらに「東京に9
人」「大阪に4人」もの弁護士を揃えておく意味がどれだけあるかという問題も生じてくるように思われる。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）

間接補助事業者（保育事業者）が補助金を不正に受給していた等の場合には、国において補助事業者（今回募集している実施機関）に対し、当該間接
補助金に係る補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を命令することとなる。補助事業者としては、間接補助事業者から補助金の返還を受け、それ
を国に返還することになるが、間接補助事業者が破産等している場合にはもはや間接補助事業者から補助金の返還を受けることはできない。この場
合、補助事業者は「自腹を切って」国に当該補助金を返還しなければならないこととなる。補助事業者が回収努力を怠っていた等の場合はそれでもよ
いが、些か酷な場合もあるのではないか。「補助事業者が自腹を切らざるを得ない場合」と「そうでない場合」とについて、あらかじめ規則・基準・
ガイドライン等のルールを定めておくことができないか。
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

・正味財産が２期連続で減少している。 4

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。
・多様な働き方に応じたサービス提供、地
域貢献等の様々な目的等を理解している。

5

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

・保育の質の確保等に必要である審査、監
査、指導、研修などを体系的に整理してい
る。
・企業主導型保育施設の評価システム検討
に係る内閣府への提言は実現性・必要性に
疑問がある。

4

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

・事業の継続性の課題を財務面、労務面、
保育面と多様な角度でとらえている。
・財務分析等によるランク付けを踏まえた
対応を行う。

4

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

・最低限必要な情報発信はできている。
・定員の空き情報は、随時更新（毎月）が
望ましい。

3

応募団体評価調書①

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

・企業とのマッチング方法について、具体
策に欠けている。

3

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

・審査基準の明確化による効率化ととも
に、マニュアル整備による業務の標準化を
行うこととしている。

5

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

・審査の基準の明確化やマニュアル化によ
る適切な実施が可能となる。
・地域ブロック制により迅速な実施が期待
できる。

5

5

⑦
事業実施者への助成
事務について

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

・新情報システムへの更新を計画してい
る。

5

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
実施体制 実施方 提案 容が妥 なも

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

・複数の手段による相談体制を整備してい
る。
・ブロック単位の施設長ネットワーク会議
開設は、施設間連携による保育の質の向上
や課題解決に期待ができる。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

・審査の基準の明確化やマニュアル化によ
適 な実施が 能 な

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

・図面審査と現地確認の部署を別組織とす
る意図を確認した上で、検討

4

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

・本部の地域ブロックの役割分担、新情報
誌システムの導入による月次清算により、
助成金の的確かつ迅速な支払いが期待でき
る。

5

事務について
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

る適切な実施が可能となる。
・審査会は、地域ブロックと本部の２段階
制であることから、適切な審査が期待でき
る。

5

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

・保育監査は、毎年度全数監査を計画して
いる。
・施設の規模に応じて、実施体制を変更す
ることとしている。
・午睡時抜き打ち調査の記載が無い。

4

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

・立入調査後の、改善計画書の提出、改善
状況の確認により、各施設の保育内容の改
善が期待できる。
・助成の打ち切りに係る対応についての記
載が無い。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

・新規施設に対する巡回指導は、安定的な
施設運営に効果的である。
・既存施設に対する巡回指導などによる助
言があるの望ましい。

3

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

・監査の必要性、監査体制について、理解
できている。
・助成事業従事者に対する研修により、レ
ベル向上が期待できる。

5

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

・地域ブロック別の指導・監査体制によ
り、適当な時期の指導が期待できるととも
に、改善報告等に対する本部の承認システ
ムにより、適切な運営の確保が期待でき
る。

5

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

・指導・監査結果の分析による、共通する
指摘事項や改善方策の全施設に対する周知
により、全体的な質の向上が期待できる。

5

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

・適切な事務処理フローを定めている。 5

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

・多様な研修を企画している。 5

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

・初期研修の外、継続研修、専門研修等を
計画しており、業務の質確保、向上が期待
できる。

5

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

・地方自治体と連携するため、情報共有を
重視している。
・企業主導型保育の円滑検討委員会報告書
で示された「施設の休廃止や災害時に備え
た実施機関、自治体等の役割を明確にした
マニュアルの整備」に対する言及がない。

3

地方自治体との連携

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

・指導、監査の実施にあたっての地方自治
体との連携について、合同実施や情報共有
が提案されている。
・指導、監査は合同実施自体を目的化すべ
きではない。

3

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

・助成金の返還に関する債権処理は妥当で
ある。

5

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

・満足度調査は妥当であるが、調査結果の
活用方法の検討が不十分である。

4

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

・妥当である。 5

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

・情報公開の項目は妥当である。
・各施設の定員充足状況や指導・監査結果
は随時（毎月）更新することが望ましい。
・各施設の情報の公表は、保護者が検索、
確認しやすいように工夫することが望まし
い。

3

⑫
地方自治体との連携
について

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

・物理的、論理的な対策が講じられてい
る。

5

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

・妥当である。 5

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

・妥当である。 5

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

・地域ブロック制や新情報システムの導入
等の提案がされている。

5

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

・企業主導型保育事業の助成事業の実績が
ある。

5

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

・適正な金額が計上されている。 5

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

・積算内容に整合性が確保されている。 5

合計点 155

㉒
事務費所要額につい
て

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

署名
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応募団体名

委員名

署名

応募団体評価調書②

Ａ社

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

【事業実施者に対する指導・監督】
・保育面等の指導監査の結果、助成の取消になる場合の事務処理について、事前に定めておくことが望ましい。
・既存施設に対して、巡回指導などによる助言の実施が望ましい。

【地方自治体との連携】
・企業主導型保育の円滑検討委員会報告書で示された「施設の休廃止や災害時に備えた実施機関、自治体等の役割を明確にしたマニュアルの整備」に
対する言及がないため、検討が必要である。
・指導、監査は合同実施自体を目的化すべきではないことから、指導、監督の在り方を明確にした上で、検討すべきである。

【情報公開業務】
・各施設の定員充足状況や指導・監査結果は随時（毎月）更新することが望ましい。
・各施設の情報の公表は、保護者が検索、確認しやすいように工夫することが望ましい。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

3

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。 4

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

多様な設置形態（単独設置、共同設置、保
育事業者設置）が本事業の特徴の一つであ
る中で、保育事業者型の実績をどう見るの
か。

4

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

事業の継続性のランク付け（p125）とは、
どのようなものか。

3

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

4

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

企業とのマッチング支援は、地域ブロック
でおこなうのか(p155)

3

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

・地域ブロック体制のスケジュールは大丈
夫か。専門性の高い人材を採用、もしくは
研修による育成が重要であるが、間に合う
のか。

3

3

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

・コールセンターの人員配置はどのような
ものか。
・個別対応ＰＴは常設なのか(p149)
・事業開始後の相談支援体制はあるのか
（p153)

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

3

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

・図面通りに建設されているかの確認はど
の体制でおこなうのか
・保育ヒアリング審査の内容はどのような
ものか(p129)

3

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

3

⑦
事業実施者への助成
事務について

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

・システム監査のスケジュールが不明。
(p215)

3

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

・審査会チーム数とは何か（p165） 3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

・地域ブロックの人員体制(量と質）は妥当
か。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

3

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

マンパワーの妥当性が不明。 3

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

・指導・監査員の研修の効率化とはどのよ
うなものか。また、企業主導型保育に特化
した講師とはどのようなものか（ｐ135）
・ｐ135右段の（応募団体）の「優位性」と
はどのようなものか。

3

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

3

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

3

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

P235における担当課の中に記載されていな
い

3

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

・子育て支援員研修は保育人材の確保のた
めか、それとも既存人材の育成のためか。
人員確保のためであれば、修了生を保育施
設につなげる方策があるのか

4

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

地域ブロックの職員に対する研修の具体的
な実施方法がわからない

3

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

地域ブロックの人員体制（量と質）は十分
か

3

地方自治体との連携

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

地域ブロックの人員体制（量と質）は十分
か

3

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

4

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

満足度調査の結果の活用方法が不明。利用
者や従事者の満足度が低い事業実施者を指
導ないし排除するのか。

3

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

ｐ201以外に具体的な記述がない 3

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

4

⑫
地方自治体との連携
について

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開

59



意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

3

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

4

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

3

⑳
業務の改善方法等に
ついて

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

企業主導型保育事業独自の評価システムを
作る意義は何か。既存の評価システムを活
用する道はないのか。

3

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

4

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

3

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

3

合計点 113

㉒
事務費所要額につい
て

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

署名
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応募団体名

委員名

署名

応募団体評価調書②

Ａ法人

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

・企業主導型保育事業には単独設置型、共同設置型、保育事業者設置型の3つの設置形態がある。この3つの設置タ
イプによって、審査・指導・支援の視点・方法が異なる部分もあると考えられる。例えば、共同設置型の場合、
マッチング機能が重要であるが、それを地域ブロックで担うのか。また、保育事業者設置型の場合、5年以上の「実
績」があることを参入条件としているが、その「実績」をどのように評価し、審査をするのか、という視点も重要
である。

・企業主導型保育事業独自の評価システムを作成する意義は何か。むしろ、既存の保育所に関する評価システム
（自己評価、第三者評価）を活用して、評価事業を徹底させることに注力する方向性も考えられる。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）

・小規模企業は単独で保育所を設置することは難しいので、共同設置型での設置が現実的である。共同設置型の保
育所を設置するためには、設置したい企業同士のマッチングが必要である。そのマッチングの役割を基礎自治体が
担うことはできないであろうか。基礎自治体が相談窓口となってマッチングができる仕組みが必要である。地域ブ
ロック体制と言っても広域なので、基礎自治体レベルでのマッチングが現実的と思われる。

・５年間限定の事業であるが、当該事業で働く職員が意欲をもって働くためには、その後の方向性をわかり次第、
何らかの形で示すことが必要である。本事業で獲得できたスキルを、どのように活かせるのかがわかると安心して
働くことができる。職員のキャリア形成の視点も重要と考えられる。
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応募団体名

委員名

意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

①
法人の経理状況につ
いて

・本事業を円滑に遂行するために必要となる経営基盤を
有しているか。

・企業主導型保育事業を除く、本業の財務
状態は、短期安全性、長期安全性、資金繰
りとも良好であり、収益性のみ赤字の状態
である。
・企業主導型保育事業を含む財務状態は、
短期安全性はぎりぎり確保、長期安全性は
低く、資金繰りは良好、収益性は赤字の状
態である。
・現時点で、本事業を遂行するに足る財務
基盤は認められるものの、短期安全性がぎ
りぎりであり、財務面には余裕がない。
・したがって、財務状態を脅かす事象を吸
収できるだけの財務能力はないと判断され
る。

3

②
企業主導型保育事業
の目的・意義につい
て

・企業主導型保育事業の目的・意義を理解しているか。
・企業主導型保育事業の実施団体としての
実績があり、事業の目的・意義を理解して
いると認められる。

4

③
保育の質の確保・向
上について

・保育の質の確保・向上の重要性を理解しているか。
・保育の質の確保・向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

・「保育の質」の確保にあたって、経営者
の事業に対する考え方、社風、法人のガバ
ナンス、コンプライアンス、リスク管理、
ならびに利益相反取引の監視体制（以下
「法人の全般的統制」という。）を理解す
る必要があるが、審査並びに監査の視点と
して示されていない。
・不正防止の観点から、全般的統制を評価
し、助成法人のランク付けに反映すること
が求められる。

2

P3「法人の概況書（資本金、財務状況）」
P21「平成３０年度事業報告書」の当法人の現況に関する
事項
P45～101　平成28年度～平成30年度の決算報告書、監査
報告書

P113～117「事業実施計画書」の企業主導型保育事業の目
的・意義

P119～121「事業実施計画書」の保育の質の確保・向上
P223～225「事業実施計画書」の事業改善方策の提言

応募団体評価調書①

Ａ法人

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

④
事業の継続性につい
て

・保育施設の継続性が求められていることに対する理解
が十分であるか。
・保育施設の継続支援策についての提案の内容が妥当な
ものか。

・保育施設の継続性に関して、財務分析に
よる財務面の評価にかたよっている。
・ガバナンス、コンプライアンスなど法人
の全般的統制の評価が欠けており、不十分
である。
・小規模法人の場合、自前でＢＣＰを立案
することは困難であり、自然災害にかかる
ＢＣＰの立案支援も検討するべきである。
・感染症、自然災害等発生時における、自
治体からの情報提供など、自治体と事業者
との連携を支援することも検討するべきで
ある。

2

⑤
企業主導型保育事業
に関する広報・啓発
について

・ポータルサイト等において広報・啓発を迅速かつ効果
的に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

・役職員のコンプライアンス向上の観点か
ら、子ども子育て事業にかかわる各種の不
正事例ならびに不適切な運営事例にリンク
を張るなど、ネガティブ情報の提供も検討
すべきではないか。

3

・企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッ
チング支援を行うための実施体制や実施方法についての
提案の内容が妥当なものか。

・事業計画は、共同利用マッチング会の開
催のみであり、不十分にみえる。
・稼働率が著しく低い事業所が多数存在
し、マッチング支援策を拡充するべき。
・事業者は、どこに営業にいけばいいかわ
からない状態にある。
・企業の福利厚生に企業主導型保育事業者
との契約を提案し、営業を支援したり、
・専用アプリなどで、保育ニーズと事業者
のマッチングをはかるなど、様々なアイデ
アを出し合って、より充実するべきではな
いか。

2

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性について

P143～145「事業実施計画書」の企業主導型保育事業に関
する広報・啓発
P229～231「事業実施体制」の企画部

3

⑥
事業実施者又は利用
者からの相談等に対
する対応について

・事業実施者又は利用者からの相談等について複数の手
段（窓口、電子メール、電話等）で受付を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。
・事業実施者又は利用者からの相談等について効率的・
効果的に対応するため、相談等及び回答内容を記録し、
「よくある質問（FAQ）」として公開する等の仕組みに
ついての提案の内容が妥当なものか。
・個別の相談等への対応の改善を図るための仕組みにつ
いての提案の内容が妥当なものか。

・地域ブロック事務所の受付対応の質、相
談支援の質の確保が課題
・利用する企業、保護者等からの公益通報
窓口を開設しなくて良いか。

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応

P147～155「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」相談等に対する対応
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・助成事務の内容・方法等に対する理解が十分である
か。
・助成事務のレベル向上策についての提案の内容が妥当
なものか。

・財務適格性の審査にあたって、虚偽の財
務報告による不正申請への対応が不十分。
・財務データの不正発覚時の対応が不明
確。
・助成事務実施法人の役職員、審査部、監
査部、地域ブロック職員と申請者・関係者
との間の癒着による不適切な助成を防止す
る体制の構築も検討すべき。
・不正防止の観点から、審査時に、申請法
人の全般的統制を評価し、法人のランク付
けに反映することが求められる。

2

・既存施設に対する運営費等の助成手続を適切に実施す
るための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥
当なものか。

・地方自治体との連携を担う、地域ブロッ
ク事務所の質の確保が課題。
・中部、北陸地区には、地域ブロック事務
所もないので、地方自治体との連携が課
題。

3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P161「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

・助成申請受付・審査等のための電子申請システムを安
定稼働させるための機器等についての提案の内容が妥当
なものか。
・助成申請受付・審査等のための電子申請システムにつ
いて、制度改正等による修正に柔軟に対応できる仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

・システムの見直しが予定されており、提
案の内容が妥当なものと認められる。 4
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・整備状況の現地確認を行うための実施体制や実施方法
についての提案の内容が妥当なものか。

・不正事案の防止の観点から、助成決定後
に、施設の整備状況を現地確認することと
なったが、確認の視点、留意事項が示され
ていない。
・図面審査後の現地確認にあたって、施設
予定地の利便性（保護者にとっての利便
性）、安全性に留意し、利用ニーズと利用
の確実性の評価もおこなうべき

2

・助成金を的確かつ迅速に支払うことできる実施体制や
実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

・地方自治体との連携を担う、地域ブロッ
ク事務所の質の確保が課題。
・中部、北陸地区には、地域ブロック事務
所もないので、地方自治体との連携が課
題。

3

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～163「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P207～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

P127～131「事業実施計画書」の助成事務について
P157～165「事業実施計画書」の事業実施者への助成事務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「１．申
請・審査」

⑦
事業実施者への助成
事務について

・新規申請施設に対する審査を的確かつ迅速に行うため
の実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なも
のか。
・外部有識者による審査委員会の体制等についての提案
の内容が妥当なものか。

・審査が財務の評価、構造の質の評価に
偏っている。
・不正受給の防止の観点からは、審査にあ
たって、法人の全般的統制を理解し、申請
法人のランク付けに反映すべきである。
・保育サービスの質の審査もおこなう必要
がある。
・新規申請の審査にあたっては、利用ニー
ズと利用の確実性も審査する必要がある。

2
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・施設に対する原則年１回の立入調査、必要に応じて行
う特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

・地域ブロック事務所の統括が、税理士と
あるが公認会計士を地域統括にすえ、公認
会計士が監査結果をレビューする体制を構
築し、公認会計士の指揮のもと、財務監査
を実施する体制とすること。
・財務監査は、財務状態の評価をもとに選
定する方針だが、助成金の不正使用を牽制
する観点からは、法人の全般的統制の評価
も考慮すべきである。
・例えば、保育の監査で法人の全般的統制
を評価し、その結果をもとに財務監査の対
象を見直すなどが考えられる。
・マニュアルにしたがった監査は、形式的
な書類点検に終わり、監査能力がない監査
員の場合、不正を看過するおそれがあるの
で、会計士によるレビューを働かせるこ
と。
・財務監査の主眼事項が、財務評価に偏っ
ているが、助成金監査の観点からは、支出
の透明性が確保されているか、助成金が目
的どおりに執行されているか、助成金の目
的外使用がないかを重視すべきである。

2

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査の結
果を踏まえた対応について、実施体制や実施方法につい
ての提案の内容が妥当なものか。

・特別立入調査後、改善勧告にしたがわな
い事業者に対する対応が不明。
・悪質で早期対応すべき事案が検出された
ときの、地域ブロック事務所と本部の連
携、それぞれの役割分担が不明。

2

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P229～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

⑧
事業実施者に対する
指導・監査業務につ
いて

・指導・監査業務の内容・方法等に対する理解が十分で
あるか。
・指導・監査業務のレベル向上策についての提案の内容
が妥当なものか。

・運営費助成金の不正受給防止の観点から
は、法人の全般的統制にかかわる監査が求
められるが、監査項目に明確にされていな
い。
・助成金監査の観点からは、財務に関し
て、支出の透明性が確保されているか、助
成金が目的どおりに執行されているか監査
するべきであるが、財務監査システムにそ
のような視点が示されていない。

2
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・立入調査、特別立入調査及び午睡時抜き打ち調査とは
別途、施設を訪問し、相談、助言を行う巡回指導を行う
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

・自然災害への備えとして、ＢＣＰ立案に
かかる支援も検討すべきである。
・研修については、コンプライアンス、Ｓ
ＮＳ、個人情報管理、情報システムのセ
キュリティ研修も検討するべきである。

3

・地域ブロック別、業務別の指導・監査体制についての
提案の内容が妥当なものか。

・地域ブロック事務所の質の確保が課題。
・地域ブロック事務所と本部の連携、役割
分担を明確にすること
・本部と地域ブロックが、責任回避するこ
とがない体制を整備すること
・複数の地域ブロックにまたがって広域展
開する事業者の監査を、本部が実施する
か、各地域ブロックが実施するか、その他
監査手法も含めて検討が必要である。

2

・指導・監査において、他施設にも関わるような課題を
共有するため、全施設への周知啓発を行うなどの仕組み
についての提案の内容が妥当なものか。

・指導・監査結果を分析し、共通する指摘
事項等を全施設にアナウンスする旨記載さ
れている。
・指導監査結果を公表し、保護者、自治
体、企業も閲覧できるようにすること。

3

⑨
助成事業により取得
した財産の処分に関
する業務について

・助成事業により取得した財産の処分に関する承認を適
切に行うための実施体制や実施方法についての提案の内
容が妥当なものか。

・提案内容は妥当と認められる。 5

P177「事業実施計画書」の助成事業により取得した財産
の処分に関する業務
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について、
P147～151「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者か
らの相談等に対する対応
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所

P133～137「事業実施計画書」の指導・監査について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P205～211,P217～221「業務の改善方法」の業務運用改善
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

P133「事業実施計画書」の指導・監査について
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑩
事業実施者及び従事
者に対する研修につ
いて

・事業実施者及び従事者に対して保育の質の確保等に関
する研修や、経理、労務に関する研修を行うための実施
体制や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。
・研修の十分な実施回数・開催場所について提案されて
いるか。

・施設長研修は必修にするか、施設長の研
修実績を公表するべき。
・事業従事者の研修実績を公表するべき
・施設長研修のテーマが示されていない
が、研修には、ガバナンスの確保、ＢＣ
Ｐ、リスク管理、コンプライアンス、ハラ
スメントなど、組織の継続性にかかわる研
修も加えるべき。
・事業従事者に対する研修については、コ
ンプライアンス、ＳＮＳ、個人情報管理、
情報セキュリティなどもおこなうべきであ
る。

3

⑪
実施機関の助成事業
従事者に対する研修
について

・助成事業従事者に対して業務知識の習得、審査や指
導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うための実
施体制や実施方法についての提案の内容が妥当なもの
か。

・地域ブロック事務所の質の確保が課題で
あり、研修の充実がもとめられる。
・財務監査の質を確保する観点から、不正
をテーマにした研修の実施が求められる。
また助成金の目的使用を監査する観点か
ら、支出取引の内部統制の確保、資金管理
並びに資産の保全にかかる内部統制の研
修、支出取引の監査、資金管理並びに資産
保全にかかる監査の研修が求められる。
・地域ブロック事務所と本部の連携を密に
する取り組みが求められる。
・助成事業従事者に対する研修について
は、コンプライアンス、ＳＮＳ、個人情報
管理、情報システムのセキュリティなども
おこなうべきである。

2

P179～183「事業実施計画書」の事業実施者及び従事者に
対する研修
P229～231,P241～243「事業実施体制」の企画部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」従事者に対する研修

P185～189「事業実施計画書」の実施機関の助成事業従事
者に対する研修
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・地方自治体との連携の必要性を理解しているか。
・地方自治体との連携策についての提案の内容が妥当な
ものか。

・連携の必要性を理解している
・整備申請時に、保育需給バランスから定
員数が過大でないか確認を受けること。設
置予定地が災害危険区域にないか確認を受
けること。
・災害時の情報提供、感染症その他地域に
おける危険情報の提供など、リスク管理に
かかわる自治体と事業者の連携を支援する
こと。

3

・各地での指導・監査の実施にあたり地方公共団体との
連携を行うための実施体制や実施方法についての提案の
内容が妥当なものか。

・施設整備の進捗の観察、工事の完了確認
を自治体に協力依頼するなど、整備費助成
金の不正受給防止にかかる連携をはかるべ
きではないか。

3

⑬
補助金の返還に関す
る債権管理について

・助成金の返還に関する債権処理を行うための実施体制
や実施方法についての提案の内容が妥当なものか。

・P.123～P.125は、債権の回収可能性によ
り、債権を区分することを示しているに過
ぎない。
・P.197 助成金返還事由に、助成金の目的
外使用が示されていない。
・したがって、助成金の目的外使用・不正
受給発覚時に、どのような手順で債権回収
をはかるのか不明である。
・施設整備費について実績報告を審査部が
審査し、目的外使用が検出されたときは、
返還請求をおこなうこと。また監査の結
果、目的外使用が検出されたときも同様に
返還請求をおこなうことを明確にすべきで
ある。
・助成金の返還請求権に関して、債権管理
規程ならびに債権管理事務マニュアルを整
備し、督促、リスケ、法的措置をおこなう
こと、並びに債権請求事務のフローを明確
にするべき。

2

⑭
施設運営に係る評価
業務について

・運営費助成を受けている事業実施者の利用者及び従事
者の満足度調査を行うとともに、調査結果を活用するた
めの実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当な
ものか。

・保護者、企業、従業員からの通報の仕組
みの整備
・自治体からの評価結果、事業の評判の収
集
・認可保育所の苦情解決の仕組みに相当す
る仕組みをどのように構築するか課題。事
業者任せにするか、設けるように指導する
か。

3

P199「事業実施計画書」の施設運営に係る評価業務
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」施設運営に係る評価

P139「事業実施計画書」の自治体との連携の必要性につ
いて
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～243「事業実施体制」の企画部、審査部、監査部及
び地域ブロック事務所

P133～139「事業実施計画書」の指導・監査について、自
治体との連携の必要性について
P167～175「事業実施計画書」の事業実施者に対する指
導・監査業務
P191～195「事業実施計画書」の地方自治体との連携
P227～231,P237～243「事業実施体制」の企画部、監査部
及び地域ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「２．指
導・監査」

⑫
地方自治体との連携
について

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

⑮
内閣府への報告業務
について

・交付要綱に基づく実績報告のほか、各年度の企業主導
型保育事業に関する情報について内閣府へ毎年度、とり
まとめ報告、中間的な報告を行うとともに、内閣府の求
めがあった場合や内閣府に報告が必要な事態が発生した
場合に、随時必要な報告を行うための実施体制について
の提案の内容が妥当なものか。

・提案の内容は妥当と認められる。
・適時な報告が課題

3

⑯
情報公開業務につい
て

・各年度の企業主導型保育事業に関する情報を公開する
ための実施体制や実施方法についての提案の内容が妥当
なものか。

・提案の内容は妥当と認められる。 4

⑰
情報セキュリティに
関する業務について

・業務を実施する上で取得した個人情報等について、情
報の漏えいや改ざん等の事故が発生しないよう、管理体
制、物理的・論理的な対策についての提案の内容が妥当
なものか。

・提案の内容は妥当と認められる。 4

⑱
助成事務に関する会
計業務について

・企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、
経理処理を行う体制についての提案の内容が妥当なもの
か。

公２として、他の公益事業と区分して貸借
対照表及び正味財産草原計算書を作成して
いる。

5

⑲
助成事務に関する訴
訟等対応業務につい
て

・助成事務に関する訴訟等に対応するための実施体制に
ついての提案の内容が妥当なものか。

・助成金の返還請求、補助金の適化法にか
かる弁護士の専門性、
・統括弁護士の下、分野別に弁護士を組織
化しているが、統括弁護士と各弁護士の連
携が課題である。

3

P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

P201「事業実施計画書」の情報公開業務
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．そ
の他」情報公開

P203「事業実施計画書」の情報セキュリティに関する業
務、P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部

P31～102の各年度決算報告書及び平成３１年度事業計画
予算の公益目的事業会計公２企業主導型保育助成事業
P229～231「事業実施体制」の企画部

P123～125「事業実施計画書」の事業の継続性、P147～
149「事業実施計画書」の事業実施者又は利用者からの相
談等に対する対応、P197「事業実施計画書」の助成金の
返還に関する債権管理
P233～235,P241～243「事業実施体制」の審査部及び地域
ブロック事務所
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「３．そ
の他」債権管理
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

㉑
類似事業の実績につ
いて

・本事業の円滑な遂行に資すると認められる類似事業の
実績を有しているか。

・企業主導型保育事業の実施団体としての
実績がある。
・企業主導型保育事業に関する実地調査結
果（令和元年９月27 日）において不正事案
が示されており、審査・助成事務・監査に
課題がある。

3

P3「法人の概況書」の事業内容欄。
P7「定款」第２章目的及び事業。
P22「平成３０年度事業報告書」（４）主要な事業内容。
P107「事業実施計画書」
P271「類似実績一覧」

2

P205～225「事業実施計画書」の業務の改善方法
P229～231「事業実施体制」の企画部
P245～269「事業実施スケジュール」の各年度の「４．内
閣府への報告」

・⑤～⑲の各業務の実施における運用方法等の改善内容
についての提案の内容が妥当なものか。
・内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通を
行う仕組みについての提案の内容が妥当なものか。

業務の改善方法等に
ついて

⑳

・企業主導型保育事業に関する実地調査結
果（令和元年９月27 日）にて報告された不
正事案の再発防止への対応が不十分であ
る。
・申請者・関係者等に対するヒアリングに
より、事業者の全般的統制の評価をおこな
い、ヒアリング結果を事業者のランク付
け、監査先の選定に反映すべきである。
・整備費の架空請求・水増し請求にかかる
不正事案の再発防止の観点から、助成決定
後の現地確認にあたって、何をどのような
視点で確認するか明確にするべきである。
・特に、施設整備・設備整備の内容が、図
面、見積書、工事完了報告書と一致してい
るか、現地で実際の納入物を実査または立
会により確かめることを明確にすべきであ
る。
・財務の審査・監査が事業者の財務評価に
偏っている。監査先の選定にあたって、事
業者の全般的統制の評価結果も考慮する必
要がある。また財務の監査は、助成金の目
的外使用がないか、他の事業への流用がな
いか、助成目的にしたがって執行されてい
るか、資金・資産の私的流用に重点をおく
べきである。
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・提案された実施体制や実施方法等に対し適正な金額が
計上されているか（過大又は過小な金額となっていない
か）。

・P.279　契約職員：事務①の平均単価が係
長級と同じだが妥当か。職責も係長級と同
様に管理職か。
・幹部職員、係長級職員、契約職員：事務
①の配置数が64名である。人件費単価が、
高額であり、いずれも管理職と考えられる
が、全体人数370名にたいして多くないか。
・P.283、285　出張旅費　近郊②の単価が
64,500円と高い。遠方②と同じ単価だが妥
当か。
・労務監査委託費には委託費の他、事務所
代を積算していると説明があったが、委託
の場合、事務所代を別途積算する必要はな
いのではないか。
・財務監査の委託費を公認会計士の単価で
積算していないか。財務監査のマンパワー
は、会計士だけでなく、税理士、無資格者
も使う予定としているから、委託単価は下
がるはずである。

3

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」

㉒
事務費所要額につい
て
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意見・評価コメント等
☆ヒアリング時に確認する不明点

採
点

審査事項 審査項目

事務局確認欄 委員審査欄

【補足情報】
記載箇所・記載内容等

・提案された実施体制や実施方法等と積算内容（経費項
目）との整合性が確保されているか。

・P.281 建築士R4年度、R5年度の支給を積
算しているが、事業スケジュールでは、整
備費助成は予定されていない。R4,R5の建築
士支給は不要ではないか。
・出張旅費＿R3～R5まで遠方①の出張旅費
を見込んでいるが、地域ブロック事務所が
開設されることから、遠方旅費は発生しな
いのではないか。
・出張旅費＿Ｒ３以降、保育巡回の回数
が、年間5,000を超えている。事業者件数
(5,000件)を上回っているが妥当か。
・P.293　借料＿積算人数の合計が　435名
であるが、人件費の積算人数　約400名より
１割程度多い。借料の積算が過大になって
いないか。

3

合計点 100

P103～225「事業実施計画書」
P227～243「事業実施体制」
P245～269「事業実施スケジュール」
P273～300「実施機関事務費所要額内訳書」
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応募団体名

委員名

応募団体評価調書②

Ａ法人

応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

Ⅰ．はじめに
　Ａ社は企業主導型保育事業の意義を理解し、普及促進に力を入れていることは理解できるが、企業主導型保育事業に関する不正事案（整備費水増
し・架空請求等）の再発防止に向けた対抗策、具体的には審査・監査の改善・強化についての提案は、内容が不十分であると感じる。
Ⅱ．助成事務、審査
　応募する事業者は中小法人も多く、また大企業であっても、企業主導型保育事業については、管理者が単独で事業を実施していることから、経営者
並びに管理者に権限が集中し、ガバナンス、内部統制が有効に機能しないことが考えられる。
　そのような経営環境では、不正誘因は相対的に高くなるので、不正受給の防止に重点をおいて、助成の審査並びに監査を立案する必要がある。
　具体的には、申請者・関係者等に対するヒアリングにより、経営者の事業に対する考え方、社風、法人のガバナンス、コンプライアンス、リスク管
理、ならびに利益相反取引のモニタリング（以下、「全般的統制」という。）を評価し、全般的統制の評価結果を事業者のランク付け、監査先の選定
に反映すべきである。
　また施設整備費の架空請求・水増し請求にかかる不正事案の再発防止の観点から、施設整備・設備整備の内容が、図面、見積書、工事完了報告書と
一致しているか、現地で実際の納入物を実査または立会により確かめることを明確にすべきである。助成決定後の現地確認時に、何をどのような視点
で確認するか示されていないので、明確にするべきである。
Ⅲ．監査
　財務の審査並びに監査が、事業者の財務評価に偏っている。監査先の選定にあたっては、事業者の全般的統制の評価結果も考慮する必要がある。
　また財務の監査は、助成金の目的外使用がないか、他の事業への流用がないか、助成目的にしたがって執行されているか、資金・資産の私的流用に
重点をおくべきである。
Ⅳ．事業者への支援
　自然災害にかかるＢＣＰの立案支援も検討が必要である。
　感染症、自然災害等発生時における、自治体からの情報提供など、自治体と事業者との連携を支援することも検討するべきである。
Ⅴ．マッチング
　稼働率が著しく低い事業所が多数存在しており、非効率な事業となっていると解する。
　そこで事業者と保育ニーズのマッチング支援策を、より拡充するべきである。事業者は、どこに営業にいけばいいかわからないでいる。
　企業の福利厚生制度として「企業主導型保育事業者との契約」を提案し、事業者の営業活動を支援したり、専用アプリを開発して保育ニーズと事業
者のマッチングをはかるなど、様々なアイデアを出し合って、より充実するべきではないか。
Ⅵ．事業従事者の研修
　施設長研修のテーマが示されていないが、研修には、ガバナンスの確保、ＢＣＰ、リスク管理、コンプライアンス、ハラスメントなど、組織の継続
性にかかわる研修も加えるべきである。また事業従事者に対する研修に、コンプライアンス、ＳＮＳ、個人情報管理、情報セキュリティなどもおこな
うべきである。
Ⅶ．助成事業従事者の研修
　財務監査の質を確保する観点から、不正をテーマにした研修の実施が求められる。また助成金の目的使用を監査する観点から、財務監査の研修とし
て、支出取引の内部統制の確保、資金管理並びに資産の保全にかかる内部統制の研修、支出取引の監査、資金管理並びに資産保全にかかる監査の研修
が求められる。助成事業従事者に対する研修について、コンプライアンス、ＳＮＳ、個人情報管理、情報システムのセキュリティなどもおこなうべき
である。

内閣府等において、応募団体に対する支援等として考えられること（自由記述）
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応募団体において、本事業の実施方法等における改善のために必要と考えられること（自由記述）

署名

１．財務適格性についての税理士、公認会計士の証明添付の件
　Ａ法人の資料P.157において、「財務データを確実なものとするために、顧問会計士・税理士等のデータ確認と証明書添付を義務づ
け」とあり、「財務適格性についての税理士、公認会計士による証明添付」が、財務諸表の信頼性にかかる保証と誤解されている。
　税理士、公認会計士による財務適格性の証明添付は会計監査ではないため、財務諸表の信頼性にかかる保証にあたらないことを応
募団体に指摘する必要がある。
　また、応募団体でさえ誤解するのであるから、「財務適格性の証明添付」との表現は、今後使用しないことを求める。すなわち表
現が適していないので、今後は「確認手続の実施結果報告書の添付」と言い換えることを求める。

２．財務データの信頼性
　公認会計士による会計監査を受けていない法人の場合、税務基準で計算書類を作成していると考えられるが、①税務基準では、固
定資産の減価償却は任意であり、利益を出すために減価償却費が過小に計上されることがある。また、②引当金や資産の評価損、減
損は税務上の損金にならないため費用処理が漏れる。さらに、③発生主義による費用の未払計上をおこなわずに計算書類を作成して
いる法人も散見される。
　したがって税務申告書が提出されていても、公認会計士の監査証明がない場合は、財務データが当該法人の財務状態を適正にあら
わしているとはいえないことを応募団体に指摘する必要がある。

３．公認会計士の監査証明がない場合
　公認会計士の監査証明がない場合は、顧問会計士・税理士等に、減価償却費、引当金、評価損、減損、発生主義の適用など、会計
基準に準拠して費用が計上されていることを確認するよう求める必要がある。また、申請法人には費用の計上漏れを補正した財務情
報を提出するように求める必要がある。
　そうしなければ、会計監査を受けている法人との間で、財務情報の資産、負債、利益などの財務数値に格差が生じ、財務に関して
同質な評価がおこなわれず、不利益を受ける法人があらわれることとなるからである。
　公認会計士の監査証明がない場合は、少なくとも「中小企業の会計に関する指針」にしたがって計算書類が作成されていることを
顧問会計士・税理士等から確認を受けるべきである。

４．財務適格性の基準の検討
　「直近３年以上連続して損失を非計上」の基準だが、公認会計士の監査証明を受けていない法人においては、前述のとおり、容易
に欠損を隠して利益を仮装することが可能である。また「債務超過でないこと」並びに「運転資金１ヶ月以上」の基準は、ほとんど
の法人が容易にクリアできるため、「財務適格性の基準」を満たしたとしても、企業主導型保育事業を実施するに足る財務能力が備
わっているとはいい難い。このままでは財務適格性の審査の実効性に関して批判を受けると考えられるので、財務適格性の基準を見
直すべきである。
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