
 
 

令和２年度企業主導型保育助成事業助成審査基準（案） 

 

 

１．総則 

 「企業主導型保育事業等の実施について」（平成 29 年４月 27 日府子本第 370 号、雇

児発 0427 第２号 内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長連名通知）の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」（以下「実施要綱」と

いう。）の第５の３（２）③に基づき、実施機関が実施する企業主導型保育事業の実施

者（以下「事業実施者」という。）への助成事務のうち、新規に助成を受けようとする

企業主導型保育事業を行う施設（以下「企業主導型保育施設」という。）の申請者に対

する助成決定に係る審査を適正に実施するため、審査基準を定める。 

 

２．審査対象者 

 本審査基準に基づき助成決定に係る審査を実施する対象者は、令和２年度において、

令和元年度までに企業主導型保育事業の助成を受けていない企業主導型保育施設に係

る助成の申請を行う者（以下「新規申請者」という。）とする。 

 なお、新規申請者は、平成 31 年４月１日までに設立された法人又は事業を開始した

個人事業主に限るものする。ただし、平成 31 年４月 1 日以降に分社化、合併した法人

である場合その他これに準ずるものとして実施機関が認める場合には、分社化、合併等

する前の法人等の設立等された年月日により判断することができるものとする。 

 

３．審査手順 

 助成決定に係る審査は、次の手順により行うこととする。 

 

（１）提出書類の形式的確認 

 ① 提出書類の有無の確認 

実施機関において、別紙「提出書類」に記載された全ての必要な書類が提出され

ているか確認する。なお、書類の一部が提出されていない場合には、提出期限を設

定した上で、当該書類の提出を求めることとする。また、実施機関において、必要

に応じて、新規申請者に対し別紙「提出書類」に記載された書類以外の書類の追加

提出を求めることができるものとする。 

これらの書類が期限までに提出されない場合は、（２）以降に定める審査を行う

ことなく、助成決定を行わないものとする。 

 

 ② 提出書類の申請内容の形式的確認 

   実施機関において、新規申請者から提出された書類の申請内容が、実施要綱にお
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いて求める企業主導型保育事業の要件等を満たすものとなっているか形式的に確

認する。 

申請内容が当該要件等を満たすものとなっていない場合は、（２）以降に定める

審査を行うことなく、助成決定を行わないものとする。 

 

（２）一次審査 

 実施機関において、新規申請者の財務適格性、社会保険料及び税金の納付実績並びに

事業実績について以下のとおり審査を行う。 

 本審査の結果、新規申請者の財務適格性等について確認ができなかった場合は、（３）

に定める審査を行うことなく、助成決定を行わないものとする。 

 

 ① 財務適格性の審査 

  ア 債務超過がないこと 

    提出された直近の会計年度の決算報告書において、債務超過となっていないこ

とを確認する。 

 

  イ 直近３年以上連続して損失を計上していないこと 

    提出された直近３年の会計年度の決算報告書において、３年連続して税引前利

益の額に損失を計上していないことを確認する。なお、直近３年の会計年度の決

算報告書を提出することができない新規設立法人等については、提出された決算

報告書において、連続して税引前利益の額に損失を計上していないことを確認す

る。 

 

  ウ 運営に必要な資金を１月以上保有していること 

    提出された預貯金の残高証明書において、企業主導型保育施設の運営に必要な

１月分以上の資金を現金で保有しているか確認する。 

    なお、企業主導型保育施設の運営に必要な１月分の資金とは、施設の年齢区分

ごとの利用定員数に対する利用児童数が完全に充足されている場合において、実

施機関が別に定める企業主導型保育事業助成要領（以下「助成要領」という。）

における運営費の基本分単価の１か月あたりの基準額の算式により算出された

金額をいうものとする。 

 

 ② 社会保険料及び税金の納付実績の審査 

   提出された社会保険料の納入証明書及び税金の納税証明書等において、社会保険

料及び税金の納付実績（納付が不要な法人等については、その理由）により、社会

保険料等を滞納していないか確認する。 



 
 

 

 ③ 事業実績の審査 

  ア 保育事業者型事業を実施する新規申請者の場合 

   a) 施設等の５年以上の運営実績 

     実施要綱において保育事業者型事業の事業実施者に対し求める施設等の５

年以上の運営実績を有しているか確認する。 

     なお、新規申請者が直近５年間において分社化、合併した法人である場合そ

の他これに準ずるものとして実施機関が認める場合には、分社化、合併等する

前の法人等の運営実績を新規申請者の運営実績に含めることができるものと

する。 

また、実施要綱に定める「保育事業者型事業を実施しようとする時点におけ

る直近５年間」とは、別に定める新規申請者の募集期間の最終日時点における

直近５年間をいうものとする。 

 

   b) 四分の三以上の保育士割合（利用定員 20 人以上の施設に限る。） 

     企業主導型保育施設の運営に必要な保育従事者数のうち、四分の三以上を保

育士とする申請内容となっているか確認する。 

 

  イ 保育施設の運営を委託する新規申請者の場合 

    実施要綱において一般事業主が保育施設の運営を委託することができる保育

事業者に対し求める施設等の５年以上の運営実績を有しているか確認する。 

    なお、保育施設の運営を委託する保育事業者が直近５年間において分社化、合

併した法人である場合その他これに準ずるものとして実施機関が認める場合に

は、分社化、合併等する前の法人等の運営実績を当該保育事業者の運営実績に含

めることができるものとする。 

 

（３）二次審査 

 実施機関において、（２）による審査の結果、財務適格性等について確認できた新規

申請者に係る事業内容等の申請内容について以下のとおり審査を行う。その後、実施機

関が設置する外部の有識者で構成する審査委員会において、実施機関における審査の結

果等を踏まえ審査を実施し、助成決定に係る内示を行う事業者（以下「内示事業者」と

いう。）候補の選定を行う。 

 

① 実施機関による審査 

  実施機関において、以下の評価を実施する。 

 



 
 

  ア 提出書類等に基づく評価 

    提出された書類等により、別添「審査事項」に基づき、審査事項ごとに評価を

行った上で、「審査事項評価調書（定量的評価事項）」及び「審査事項評価調書（定

性的評価事項）」を作成する。 

 

  イ ヒアリングによる評価 

    新規申請者・関係者（運営委託先及び共同利用の契約を締結した契約企業（予

定を含む。）を含む。）に対し、別添「審査事項」に基づき、事業内容等の申請内

容その他実施機関において必要と認める内容に関するヒアリングを行った上で、

「ヒアリング調書」を作成する。 

 

  ウ 現地調査による評価 

    新規申請者に対し、必要に応じて、事業内容等の申請内容その他実施機関にお

いて必要と認める内容の確認のための現地調査を行った上で、「現地調査調書」

を作成する。 

 

② 審査委員会による審査及び内示事業者候補の選定 

  審査委員会において、以下の手順により審査及び内示事業者候補の選定を実施す

る。 

 

 ア 内示事業者候補（案）の選出 

   審査委員会は、「審査事項評価調書（定量的評価事項）」による評価点の順位に

基づき、内示事業者候補（案）を選出する。なお、内示事業者候補（案）として

選出する新規申請者の対象者数の決定に当たっては、別に定める募集枠を踏まえ

決定するものとする。 

 

  イ 各種調書の審査委員会への報告 

    実施機関は、内示事業者候補（案）として選出された新規申請者に関する「審

査事項評価調書（定量的評価事項）」、「審査事項評価調書（定性的評価事項）」、

「ヒアリング調書」及び「現地調査調書」（以下「各種調書」という。）を取りま

とめた上で、審査委員会へ報告する。この際、実施機関は、必要に応じて、審査

委員会に対し内示事業者候補の選定に関する意見を述べることができるものと

する。 

 

  ウ 内示事業者候補の選定 

    審査委員会は、内示事業者候補（案）として選出された新規申請者から提出さ



 
 

れた書類及び各種調書の内容並びに実施機関からの意見等を踏まえ、委員会にお

いて審査の上、内示事業者候補（案）として決定された新規申請者が内示事業者

候補として適当と認められる場合には、内示事業者候補として選定する。なお、

内示事業者候補の選定に当たり、審査委員会は、必要に応じて、自ら又は実施機

関を通じて、内示事業者候補（案）として選出された新規申請者に対する更なる

ヒアリング等を行うことができるものとする。 

 

４．実施機関による内示事業者の決定 

  実施機関は、３（３）②ウによる審査委員会の内示事業者候補の選定結果を踏まえ、

内示事業者を決定する。 

 

５．内示（不採択）事業者の決定の通知 

  実施機関は、４により内示事業者を決定したときは、助成決定に先立ち、「内示通

知書」により、速やかに内示事業者に通知するものとする。この際、実施機関は、内

示事業者に対し、助成決定を行うための要件を付することができるものとする。 

  また、実施機関は、次の各号により助成決定を行わない事業者（以下「不採択事業

者」という。）を決定したときは、当該各号に該当することを確認した都度、「不採択

通知書」により、助成決定を行わない理由を付した上で、不採択事業者に通知するも

のとする。 

 

  ア ３（１）①により書類の提出が確認できなかった場合若しくは同②により企業

主導型保育事業の要件等を満たすことが確認できなかった場合又は３（２）によ

り新規申請者の財務適格性等について確認できなかった場合 

  イ ４により内示事業者として決定されなかった場合 

 

６．その他 

（１）内示事業者に対する助成決定 

 実施機関は、内示事業者に対し、助成要領に基づく審査等を実施の上、最終的な助成

の可否を決定するものとする。 

 

（２）定量的評価事項の評価内容及び点数配分並びに評価方法の決定 

 別添「審査事項」のうち、定量的評価事項に関する具体的な評価内容及び点数配分並

びに評価方法については、審査委員会において決定するものとする。 

 

（３）審査委員会委員と新規申請者との利害関係の有無の取扱い 

 実施機関は、審査委員会委員と新規申請者との特別な利害関係の有無について確認し、



 
 

特別な利害関係を有すると認められる委員は、特別な利害関係を有する新規申請者の内

示事業者候補の選定に係る審査委員会に参加させないものとする。 

※特別な利害関係について 

 新規申請者との特別な利害関係とは、委員本人が新規申請者の役員又は職員（これら

の就任予定者を含む。）、設立者、評議員であることその他新規申請者との個人的な利害

に直接関係すること等、新規申請者に対する公正な審査の実施の妨げとなるおそれがあ

ることを指す。 

 

（４）秘密保持 

 審査委員会委員は、内示事業者候補の選定に係る協議の過程で知り得た個人情報や協

議内容に関する情報等を漏らしてはならない。 

 また、新規申請者は、実施機関によるヒアリングや現地調査の内容に関する情報等を

漏らしてはならない。 

 

（５）その他 

 この審査基準に定めるもののほか、実施機関の審査等の実施において必要と認められ

る事項については、内閣府及び厚生労働省と協議の上、実施機関が定めるところによる

ものとする。 



（別添） 
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審査事項（定量的評価事項） 

 

 定量的評価事項に係る審査に当たっては、企業主導型保育施設として、申請施設にお

ける施設の職員体制や施設の建築内容の法令等の基準適合状況等の保育の質や、申請事

業者の財務状況が施設を継続的かつ安定的に実施するために必要な経営基盤を有して

いると認められるか等の財務面、労務面が最低限満たされていることを確認した上で、

待機児童対策への貢献等を加点要素として考慮し、評価を行うこととする。 

 

保育の質、財務、労務関係 

（１）施設の職員体制 

 施設の職員体制が、質の高い保育の提供を実施するために必要な体制を有していると

認められるかについて評価し、評価に応じて加点する。 

 

 

（２）施設の建築内容の法令等の基準適合状況 

 施設の建築図面等における建築内容が、各種法令等の基準を満たしていると認められ

るかについて評価し、評価に応じて加点する。 

 

 

（３）財務状況 

 新規申請者の財務状況が、企業主導型保育施設を継続的かつ安定的に実施するために

必要な経営基盤を有していると認められるかについて評価し、評価に応じて加点する。 

 

 

（４）職場における子育て支援の取組み状況 

 新規申請者の職場において、職員に対する子育て支援に取り組んでいるかについて評

価し、評価に応じて加点する。 

 

 

企業主導型保育事業の意義 

（５）待機児童対策への貢献 

 施設設置市区町村における、認可保育所等への利用の申込みがされているが、利用し

ていない者の数（待機児童数）の状況について評価し、評価に応じて加点する。 
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（６）多様な働き方に応じた保育の提供 

 多様な働き方に応じた保育の提供を実施する施設について評価し、評価に応じて加点

する。 

 

 

（７）中小企業事業主による事業の実施 

 中小企業事業主による事業の実施について評価し、評価に応じて加点する。 

 

 

その他 

（８）整備に要する費用 

 整備に要する費用について、全国における平均的な建設単価及び利用児童一人当たり

の単価を勘案した上で、費用対効果が高いと認められる額となっているかについて評価

し、評価に応じて加点する。 

 

 

（９）地方自治体への事前相談状況 

 新規申請者から地方自治体への事前相談が適切に行われているかについて評価し、評

価に応じて加点する。 

 

 

（10）地方自治体からの推薦 

 新規申請者の企業主導型保育事業の実施に係る地方自治体からの推薦状況について

評価し、評価に応じて加点する。 
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審査事項（定性的評価事項） 

 

 

（１）保育の質 

 施設において従事する従業者や、実施する保育等の内容が、一定程度以上の保育の質

が確保されたものとして妥当であると認められるかについて評価する。 

 

【評価方法】 

 職種別の従事者の数、勤務形態や、施設の運営に関する方針、保育の内容等（保護者

に対する子育ての支援を含む。）及び保育の提供内容に関する特色等を確認することに

より評価を実施する。 

 

 

（２）ガバナンス・コンプライアンス 

 施設における体制（事業実施者の本社等における施設に関する部署の体制を含む。）

が、一定程度以上のガバナンスを有し、かつ、コンプライアンスを重視したものとして

妥当であると認められるかについて評価する。 

 

【評価方法】 

 利用者等（利用者又はその家族をいう。）からの相談、苦情等及び保育の提供により

賠償すべき事故が発生したときの対応方法や、安全管理及び衛生管理のために講じる措

置、情報の管理、個人情報保護等のための取組等を確認することにより評価を実施する。 

 

 

（３）資金計画 

 施設の運営に係る資金計画や、事業実施者全体の今後の資金計画が、一定程度以上の

計画性を有するものとして妥当であると認められるかについて評価する。 

 

【評価方法】 

 施設の運営に係る資金計画書、今後５年間の収支予算書（借入等を行う場合の返済額

を含む。）や、事業実施者全体の今後５年間の収支（損益）予算書、借入金等返済（償

還）計画について確認することにより評価を実施する。 

 

 

（４）利用定員の適切な設定 

 施設の利用定員が、保育ニーズの見込みを踏まえ適切に設定されたものとして妥当で
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あると認められるかについて評価する。 

 

【評価方法】 

 従業員枠については利用意向調査の内容や契約企業の利用見込み、地域枠については

地方自治体に確認した地域の保育ニーズを確認することにより評価を実施する。 

 

 

（５）複数施設の設置 

 事業実施者が複数の施設を設置しようとする場合に、事業の規模や体制等が妥当であ

ると認められるかについて評価する。 

 

【評価方法】 

 事業実施者の財政状況等に基づき、複数施設を設置する経営基盤を有しているかを確

認することにより評価を実施する。 

 

 

（６）その他 

 （１）から（５）以外の事項において、助成決定を行うことが妥当であると認められ

るかについて評価する。 

 

【評価方法】 

 事業内容等の申請内容について、個別の施設において特に考慮しなければならないと

認められる内容や、地方自治体からの情報提供の内容等により評価を実施する。 
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審査事項（ヒアリング） 

 

 

（１）申請者の事業の内容及び業績 

 

（２）職員に対する子育て支援の取組み状況 

 

（３）保育施設を設置することとした経緯 

 

（４）保育施設の目指す姿 

 

（５）保育施設の運営に関する費用負担 

 

（６）保育施設の設置ニーズ及び職員の要望 

 

（７）保育施設に関する責任体制 

 

（８）保育施設の開所までのスケジュール 

 

（９）その他 
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提出書類（整備費）

NO 提出書類 備考 様式

1 企業主導型保育事業（整備費）助成申込書 指定

2
企業主導型保育事業（整備費）所要額調書及び工事及
び工事事務費費目別内訳書

指定

3
配置図（建物の位置、道路、隣地境界線が確認できる
もの）及び案内図（市町村の地図等敷地の位置が確認
できるもの）

4 施設の平面図及び立面図

平面図は各部屋ごとに室名及び対象児童数（保
育室等に限る。）、用途、面積及び避難経路の
記載並びに採光及び換気の計算式を記載したも
の

5
入札を行うために建築士が合理的に積算した予定価格
調書又は2社以上の見積書

2社以上の見積書を提出する場合、1社は公共工
事の入札参加資格を有するものであることを証
する書類を添付すること。

6
施設を整備する敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書
（地上権設定の確約書を含む。）の写し

登記謄本は3か月以内に発行されたもの。
契約書などは申請時までに締結がない場合は完
了時に提出すること。

7 助成申込者の定款又は寄付行為

8
助成申込者の法人の申請事業年度の予算書及び最近3
期の決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）

設立3年未満の新規設立法人等の場合には、最
近2期又は1期の決算報告書を提出すること。ま
た、子会社化、合併等した法人等であって、決
算報告書が無い場合は、子会社化、合併等する
前の法人等の決算報告書を提出すること。

9
助成申込者の財務適格性の審査のための決算報告書に
係る公認会計士等の書類等

決算報告書に関する監査証明、「中小企業の会
計に関する指針」の適用状況の公認会計士、税
理士等の確認に係る書類、税務申告書に添付さ
れる税理士等の書類又は決算報告書を作成した
公認会計士、税理士等により適正な会計基準に
則って処理されたことを証する書類

10 預貯金の残高証明書
運営に必要な資金１月分以上の金額が入金され
ているもの。なお、1か月以内に発行されたも
の。

11
会社・法人の登記事項証明書又は個人事業の開業届出
書

登記事項証明書は3か月以内に発行されたも
の。

12
社会保険料の未納がないことを証明する書類（領収書
は不可）

社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料・労
働保険料・雇用保険料）の納入証明書（平成31
年４月から令和２年３月分）を提出すること。
納入実績が無い場合は、理由書を提出するこ
と。

13 税金の未納がないことを証明する書類（領収書不可）

法人の場合は法人税・消費税・法人住民税・法
人事業税の納税証明書を、個人事業主の場合は
所得税・消費税・住民税・個人事業税の納税証
明書を提出すること（国税の納税証明書につい
ては、法人は納税証明書その3の3、個人は納税
証明書その3の2）。非課税の事業者など納税実
績が無い場合は、理由書を提出すること。

14 状況調査確認事項チェックシート 指定

15 建築整備内容の法令・基準チェックシート１，２ 指定

16 保育の質に関する調書 指定

17 保育所保育指針における「全体的な計画（案）」

18 ガバナンス・コンプライアンスに関する調書 指定

19 利用意向調査票 指定

20 資金計画書

21 保育施設の今後５年間の収支予算書
施設を開設するに当たって借入等を行う場合は
返済額についても記載すること。

22 事業実施者全体の今後５年間の収支（損益）予算書

23
事業実施者全体の今後５年間の借入金等返済（償還）
計画
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24 施設長（園長）候補者の履歴書

資格、職歴（施設長や主任の就任年月日を含
む。）及び申込日現在の状況が分かるもの。保
育施設等の職歴については、施設種別（認可保
育所、認可外保育所等）、担当職務内容（施設
長、主任等）及び雇用形態（常勤、非常勤等）
を記載すること。また、研修の受講状況につい
て記載すること。

25 法人等の就業規則・非常勤就業規則
就業規則は労働基準監督署の受付印が押印され
たもの。無い場合は、理由書を提出すること。

26 法人等の給与規程 無い場合は、理由書を提出すること。

27 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書 指定

28 建設業許可証 見積りをした建設業者のもの。

29 建築士事務所登録通知書 施設計画を担当する建築士事務所のもの。

30 建築士免許証、建築士定期講習修了証 施設計画を担当する設計者のもの。

31 建築士事務所所属証明書類

施設計画を担当する設計者のもの。
建築士事務所登録申請書の表紙および記載部写
し、もしくは建築士法２３条の６による年次報
告書の表紙および記載部写し。

32 設計・監理重要事項説明書 施設計画を担当する建築士事務所のもの。

33 既存図面及び既存写真等
施工前後が確認できるもの（創設は予定地の現
場写真）

34
既存建物の検査済証、確認済証、台帳記載事項証明
書、既存建物が違法でないことを建築士が証明する書
面のうちいずれか１つ。

改築等の場合。

35
工事費の按分方法がわかる資料（複合施設の場合に限
る。）

別に定める「創設における複合施設の工事按分
方法について」A,B各算定方法（例）を参照し
作成すること。

36 保育室の有効面積算定図・算定表

37 区画図（防火・防煙・114条） 平面図に追記されたものでも可。

NO 提出書類 備考 様式

1
助成申込者の施設等の５年以上の運営実績を有してい
ることを証明する書類

保育事業者型事業を実施する場合に提出するこ
と。なお、助成申込者が直近5年間において子
会社化、合併等した法人等である場合には、子
会社化、合併等する前の法人等における運営実
績を証明する書類を提出することとして差し支
えない。

2
委託事業者の施設等の５年以上の運営実績を有してい
ることを証明する書類

保育施設の運営を委託する場合に提出するこ
と。なお、委託事業者が直近5年間において子
会社化、合併等した法人等である場合には、子
会社化、合併等する前の法人等における運営実
績を証明する書類を提出することとして差し支
えない。

3
助成申込者又は委託事業者が子会社化、合併等した法
人等であることを証明する書類

子会社化、合併等する前の法人等の決算報告書
や運営実績を証明する書類を提出する場合に提
出すること。

4 共同設置契約書等
複数の者が共同して事業を実施する場合、共同
で設置していることを証する書類（契約書等）
を提出すること。

5 共同利用契約書等

共同利用企業（契約企業）がある場合、現在契
約している全企業分を提出すること（仮契約・
覚書含む）。
※契約に際しては、事業実施者と契約企業が直
接やり取りし、法人印を用いた契約書を取り交
わす必要があるため、留意すること。

NO 提出書類 備考 様式

（該当する助成申込者のみ提出する書類）

（助成申込者が任意で提出する書類（参考書類））
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1
助成申込者又は委託事業者が運営している他の保育施
設等の状況に関する資料

助成申込者又は委託事業者が運営している他の
保育施設等の状況の詳細が分かる資料（施設パ
ンフレット、全体的な計画、指導計画、給食献
立表、保護者へのお便り、職員の研修に関する
資料及び指導監査や第三者評価の結果など）を
提出すること。なお、提出に当たっては、これ
らの書類に記載された児童名は黒塗りにするな
ど、個人情報の取扱いに十分留意すること。

2
助成申込者の法人等のガバナンス・コンプライアンに
関する資料

助成申込者の法人等におけるガバナンス・コン
プライアンスに関して参考となる資料を提出す
ること。

3 職場における子育て支援の取組状況に関する資料
職場における子育て支援の取組状況（くるみん
（プラチナくるみん）認定の取得状況等を含
む。）の詳細が分かる資料を提出すること。
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提出書類（運営費・施設利用給付費）

NO 提出書類 備考 様式

1
企業主導型保育事業（運営費・施設利用給付費）助成
申込書

指定

2
企業主導型保育事業（運営費・施設利用給付費）所要
額調書及び収支予算書

指定

3
企業主導型保育事業（運営費・施設利用給付費）算定
額（見込）調書

指定

4
児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出
た書類（写）

都道府県に届け出た書類一式（別紙を含む。）
を提出すること。なお、都道府県による受領を
受領印・受理証明書等により確認するため、留
意すること。
届出予定の場合は、届出後速やかに提出するこ
と。

5
配置図（建物の位置、道路、隣地境界線が確認できる
もの）及び案内図（市町村の地図等敷地の位置が確認
できるもの）

6 施設の平面図及び立面図
平面図には各部屋ごとに室名を記載し、保育室
には対象児童数や採光・換気の計算式並び避難
経路を記載したもの。

7
実施要綱第3.4.（8）に定める賠償責任保険及び傷害
保険等に加入していることを示す書類

賠償責任保険及び傷害保険等（無過失保険）の
保険証書の写しを提出すること。
※「急激、偶然の事故によるケガを補償」等の
記載があるものが無過失保険であり当該文言に
て内容を確認するため、保険証書・パンフレッ
ト・約款などの該当部分に印を付けた上で提出
すること。
ただし、災害共済給付に当該年度に加入予定の
場合を除く。なお、災害共済給付に当該年度に
加入予定の場合には、加入契約を締結次第提出
すること。

8 助成申込者の定款又は寄付行為

9
助成申込者の法人の申請事業年度の予算書及び最近3
期の決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）

設立3年未満の新規設立法人等の場合には、最
近2期又は1期の決算報告書を提出すること。ま
た、子会社化、合併等した法人等であって、決
算報告書が無い場合は、子会社化、合併等する
前の法人等の決算報告書を提出すること。

10
助成申込者の財務適格性の審査のための決算報告書に
係る公認会計士等の書類等

決算報告書に関する監査証明、「中小企業の会
計に関する指針」の適用状況の公認会計士、税
理士等の確認に係る書類、税務申告書に添付さ
れる税理士等の書類又は決算報告書を作成した
公認会計士、税理士等により適正な会計基準に
則って処理されたことを証する書類

11 預貯金の残高証明書
運営に必要な資金１月分以上の金額が入金され
ているもの。なお、1か月以内に発行されたも
の。

12
会社・法人の登記事項証明書又は個人事業の開業届出
書

登記事項証明書は3か月以内に発行されたも
の。

13
社会保険料の未納がないことを証明する書類（領収書
は不可）

社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料・労
働保険料・雇用保険料）の納入証明書（平成31
年４月から令和２年３月分）を提出すること。
納入実績が無い場合は、理由書を提出するこ
と。

14 税金の未納がないことを証明する書類（領収書不可）

法人の場合は法人税・消費税・法人住民税・法
人事業税の納税証明書を、個人事業主の場合は
所得税・消費税・住民税・個人事業税の納税証
明書を提出すること（国税の納税証明書につい
ては、法人は納税証明書その3の3、個人は納税
証明書その3の2）。非課税の事業者など納税実
績が無い場合は、理由書を提出すること。

16 状況調査確認事項チェックシート 指定

15 建築整備内容の法令・基準チェックシート１，２ 指定

17 保育の質に関する調書 指定

18 保育所保育指針における「全体的な計画（案）」

19 ガバナンス・コンプライアンスに関する調書 指定

20 利用意向調査票 指定



（別紙）

21 資金計画書

22 保育施設の今後５年間の収支予算書
施設を開設するに当たって借入等を行う場合は
返済額についても記載すること。

23 事業実施者全体の今後５年間の収支（損益）予算書

24
事業実施者全体の今後５年間の借入金等返済（償還）
計画

25 施設長（園長）（候補者）の履歴書

資格、職歴（施設長や主任の就任年月日を含
む。）及び申込日現在の状況が分かるもの。保
育施設等の職歴については、施設種別（認可保
育所、認可外保育所等）、担当職務内容（施設
長、主任等）及び雇用形態（常勤、非常勤等）
を記載すること。また、研修の受講状況につい
て記載すること。

26 法人等の就業規則・非常勤就業規則
就業規則は労働基準監督署の受付印が押印され
たもの。無い場合は、理由書を提出すること。

27 法人等の給与規程 無い場合は、理由書を提出すること。

28 暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書 指定

29 保育従事者の保有する資格等が確認できる書類

保育士証、子育て支援員研修修了証、看護師免
許証など、資格が確認できる書類を提出するこ
と。
※開所後における施設に勤務する全員分の資格
証明が必要。
申込時点において開所前である等により提出で
きない場合は、揃い次第速やかに提出するこ
と。

NO 提出書類 備考 様式

1
児童福祉法第59条の2第2項に基づき都道府県に届け出
た書類（写）

当該書類を都道府県に届け出た場合に、都道府
県に届け出た書類一式（別紙含む。）を提出す
ること。なお、都道府県による受領を受領印・
受理証明書等により確認するため、留意するこ
と。
届出予定の場合は、届出後速やかに提出するこ
と。

2
助成申込者の施設等の５年以上の運営実績を有してい
ることを証明する書類

保育事業者型事業を実施する場合に提出するこ
と。なお、助成申込者が直近5年間において子
会社化、合併等した法人等である場合には、子
会社化、合併等する前の法人等における運営実
績を証明する書類を提出することとして差し支
えない。

3
委託事業者の施設等の５年以上の運営実績を有してい
ることを証明する書類

保育施設の運営を委託する場合に提出するこ
と。なお、委託事業者が直近5年間において子
会社化、合併等した法人等である場合には、子
会社化、合併等する前の法人等における運営実
績を証明する書類を提出することとして差し支
えない。

4
助成申込者又は委託事業者が子会社化、合併等した法
人等であることを証明する書類

子会社化、合併等する前の法人等の決算報告書
や運営実績を証明する書類を提出する場合に提
出すること。

5 共同設置契約書等
複数の者が共同して事業を実施する場合、共同
で設置していることを証する書類（契約書等）
を提出すること。

6 共同利用契約書等

共同利用企業（契約企業）がある場合、現在契
約している全企業分を提出すること（仮契約・
覚書含む）。
※契約に際しては、事業実施者と契約企業が直
接やり取りし、法人印を用いた契約書を取り交
わす必要があるため、留意すること。

7
施設敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書（地上権設定
の確約書を含む）の写し

賃借料加算を取得する場合、月額賃料が確認で
きる契約書を提出すること。

NO 提出書類 備考 様式

1
入札を行うために建築士が合理的に積算した予定価格
調書又は2社以上の見積書

2社以上の見積書を提出する場合、1社は公共工
事の入札参加資格を有するものであることを証
する書類を添付すること。

（該当する助成申込者のみ提出する書類）

（「改修支援加算」を取得する助成申込者のみ提出する書類）



（別紙）

2
施設を改修する敷地の登記簿謄本又は賃貸借契約書
（地上権設定の確約書を含む。）の写し

登記簿謄本は3か月以内に発行されたもの。
契約書などは申請時までに締結がない場合は完
了時に提出すること。

3 建設業許可証 見積りをした建設業者のもの。

4 建築士事務所登録通知書 施設計画を担当する建築士事務所のもの。

5 建築士免許証、建築士定期講習修了証 施設計画を担当する設計者のもの。

6 建築士事務所所属証明書類

施設計画を担当する設計者のもの。
建築士事務所登録申請書の表紙および記載部写
し、もしくは建築士法２３条の６による年次報
告書の表紙および記載部写し。

7 設計・監理重要事項説明書 施設計画を担当する建築士事務所のもの。

8
既存建物の検査済証、確認済証、台帳記載事項証明
書、既存建物が違法でないことを建築士が証明する書
面のうちいずれか１つ

9 既存図面及び既存写真等 施工前後が確認できるもの

10
工事費の按分方法がわかる資料（複合施設の場合に限
る。）

別に定める「創設における複合施設の工事按分
方法について」A,B各算定方法（例）を参照し
作成すること。

11 保育室の有効面積算定図・算定表

12 区画図（防火・防煙・114条） 平面図に追記されたものでも可。

NO 提出書類 備考 様式

1
助成申込者又は委託事業者が運営している他の保育施
設等の状況に関する資料

助成申込者又は委託事業者が運営している他の
保育施設等の状況の詳細が分かる資料（施設パ
ンフレット、全体的な計画、指導計画、給食献
立表、保護者へのお便り、職員の研修に関する
資料及び指導監査や第三者評価の結果など）を
提出すること。なお、提出に当たっては、これ
らの書類に記載された児童名は黒塗りにするな
ど、個人情報の取扱いに十分留意すること。

2
助成申込者の法人等のガバナンス・コンプライアンに
関する資料

助成申込者の法人等におけるガバナンス・コン
プライアンスに関して参考となる資料を提出す
ること。

3 職場における子育て支援の取組状況に関する資料
職場における子育て支援の取組状況（くるみん
（プラチナくるみん）認定の取得状況等を含
む。）の詳細が分かる資料を提出すること。

（助成申込者が任意で提出する書類（参考書類））
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