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掲 載 事 例
設置方式 企業規模 地域枠の有無 運営方式

単独設置
・

単独利用

単独設置
・

共同利用
大企業 中小企業 あり なし 自主運営 外部委託

１．社会福祉法人あけぼの会
　　（福祉）

なごみ保育園
（秋田県大仙市）

〇 〇 〇 〇

２．国立大学法人岩手大学
　　（教育・研究）

岩手大学・岩手銀行保育所
「がんちゃんすくすく保育園」
（岩手県盛岡市）

〇 〇 〇 〇

３．株式会社ナカノアパレル
　　（製造）

みんなのみらい南陽園
（山形県南陽市）

〇 〇 〇 〇

４．福島卸商団地協同組合
　　（サービス）

みらい・ゆめ保育園
（福島県福島市）

〇 〇 〇 〇

５．株式会社マルト
　　（小売）

マルト保育園くぼた
（福島県いわき市）

〇 〇 〇 〇

６．松葉倉庫株式会社
　　（倉庫）

まつの実
（静岡県藤枝市）

〇 〇 〇 〇

７．セキスイハイム東海株式会社
　　（建設）

ひだまり保育園
（静岡県浜松市）

〇 〇 〇 〇

８．有限会社サイトウ・メディカル
　　（飲食サービス）

やすおか KIDS
（山口県下関市）

〇 〇 〇 〇

自 治 体 名 テ　　ー　　マ

兵庫県明石市 地域枠を設定する事業者への施設整備等の補助

東京都武蔵野市 企業主導型保育施設長を集めた情報共有会議の設置

奈良県 企業主導型保育施設利用者の負担軽減のための補助

福島県・福島市 自治体による企業主導型保育施設開設の積極的な支援

※上記分類は平成31年２月時点のもの　　※「企業規模」の区分は、実施機関へ届出を行う際の申請書類による

掲載事例一覧（企業）

掲載事例一覧（地方自治体）
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本冊子では、円滑な運営が行われている保育施設を調査し、事例ごとに、参考となる取組や工夫をポイン
トとして記載しています。

●● 従業員のニーズ把握
従業員の働き方やニーズに合わせた柔軟な保育サービスの提供は、企業主導型保育事業ならではの特色の

一つです。シフトに合わせた開所時間や曜日、保育料の設定など、従業員が利用しやすい運営は定員充足率
の向上にも重要なポイントで、そのためにニーズを詳細に把握していくことが必要になります。今回取り上
げた事例の中には、対象年齢、開所時間を含む利用希望の有無や希望する保育内容だけではなく、設置場所
や利用者負担額の要望などについてもアンケートを実施した事業者がありました。また、ヒアリングだけで
なく懇談会も開くなど、きめ細かく従業員のニーズを調査した事業者もありました。自社の従業員だけでな
く、グループ会社や関連企業の従業員にも調査し、共同利用先の勤務形態も配慮した運営を行うことで利用
者の確保につなげている事業者もありました。

●● 設置場所の確保
保育施設の設置場所は、自社の敷地内や子どもの送り迎えに便利な駐車場を広くとれるところ、駅前の交

通の便が良いところなど、従業員の利便性を考えた場所を選ぶ事業者が多いですが、自治体との情報交換を
通じて、地域枠や共同利用先を確保しやすいよう、待機児童が多い地区や幹線道路沿いに保育施設を設置す
ることとした事業者もありました。

本冊子の事例

⃝従業員の要望をアンケートで把握し、子育て中の従業員がどのような問題を持っているか
をヒアリングし保育施設の運営に反映した（製造）。
⃝企業の営業日に合わせて開所日、開所時間を決定した（建設）。

本冊子の事例

⃝子どもの送り迎えがしやすいように、事業所から近く、駐車場も確保できるショッピング
センターの敷地内に保育施設を設置している（小売）。
⃝多くの従業員が通勤で使っているアクセスの良い幹線道路沿いに設置した（倉庫）。

保 育 施 設 設 置 ま で の 準 備

1 企業主導型保育事業の立ち上げ・運営のポイント
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●● 設置方式・運営方式の決定
設置方式や運営方式はそれぞれ特色が異なりますので、運営のしやすさや利用者確保の方法など、自社の

状況と照らし合わせて選択することが必要です。今回取り上げた事例の中には、全国の保育施設の取組を収
集したり、近隣の事業者に見学に行くなどして情報を集め、各方式のメリットやデメリットを比較して方式
を決定した事業者もありました。
共同利用をしている場合は、近隣の企業や関連企業に利用を呼び掛けたり、保育施設の見学会などで共同

利用先を確保していくことが多いようですが、中には、保育施設の設置を聞いた近隣企業からの要望を受け
て共同利用枠を設定したところもありました。
地域枠については、市との情報交換から保育需要が増加してきていることを把握した上で、地域貢献のた

めに地域枠を設定した事業者がありました。
保育のノウハウを持たない事業者にとっては、外部への運営委託は事務量を軽減し、安定した運営が期待

できます。今回取り上げた事例の中には、事業者自ら地元の保育事業者を探したところもありますが、公募
で自社の理念との整合性や業務実績や保育士の充実度などを審査して適切な事業者を見つけた事業者もあり
ました。

●● 従業員等に向けた優遇措置等
今回取り上げた事例では、多くの事業者が、福利厚生として事業者が負担するなどして、従業員の保育料

を地域の水準や地域枠での利用者よりも低く設定し、従業員が優先して利用できるようにしていました。中
には、2人目以降の子どもの保育料をさらに割り引いたり、女性従業員の離職対策として、女性従業員の子
どもの保育料を低くするなどの工夫をしている事業者もありました。

本冊子の事例

⃝外部に運営を委託している企業主導型保育施設を調査・検討した上で、近隣企業の従業
員の働き方に応じた保育サービスを提供するために、自主運営方式を選択した（サービ
ス）。
⃝運営は安定した職員配置や研修機会が確保できる外部委託事業者を公募し、プレゼンテー
ションを基に保育理念、職員配置の計画、業務実績などを審査し決定した（教育・研
究）。

本冊子の事例

⃝年齢にかかわらず保育料を一定（市の平均水準の3分の１）とし、さらに兄弟の2人目以
降は保育料を半額にしている（小売）。
⃝子育て世代の女性従業員の離職対策として、女性従業員の子どもの保育料を低く設定して
いる（建設）。

1 企業主導型保育事業の立ち上げ・運営のポイント
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●● 地方自治体との連携
保育施設の設置・運営に際しては、企業主導型保育事業として定める設置・運営基準に加え、地方自治体

が条例で定める基準に適合する必要があるほか、地域枠を設定しようとする場合は、当該地域の保育ニーズ
を踏まえた定員設定とすることが重要です。このため、設置を検討する早い段階から自治体に相談して円滑
な手続きや運営につなげていくことが望まれます。また、開設後も自治体と施設の空き情報を定期的に共有
したり、自治体主催の研修に参加するなど、日頃から顔の見える関係を作っていくことが重要です。
今回取り上げた事例では、設置にあたり自治体から地域の待機児童状況を教えてもらい、設置場所や地域

枠の決定に役立てたり、市に助言をもらいながら保育計画などを作成した保育施設がありました。また、開
設後も市から入所希望者を紹介してもらい、安定的な利用者の確保と高い定員充足率を維持しているところ
もありました。

●● 地域との関わり
保育施設を運営していく中で、地元に施設の存在を知ってもらい、理解してもらうことは重要です。設置

場所にもよりますが、保育施設の設置について地元住民の理解を事前に得ておく必要がある場合もありま
す。企業主導型保育事業では、定員の50%を上限に地域枠を設定することができます。地域枠は、近隣地域
の待機児童対策への貢献だけでなく、保育施設にとっても利用者を確保する手段として有効ですが、地域枠
での利用を進めるためには、地元で認知してもらうことが重要です。
今回取り上げた事例の中には、町内会の回覧版やチラシで保育施設を案内するほか、地元の自治会や町内

会の会合に事業者の代表自らが保育施設の必要性を繰り返し説明し、理解を求めたり、住民説明会や内覧会
を開催するなどして地元住民に保育施設を周知したところがありました。さらに、近隣の幼稚園と連携し、
卒園後の受け入れ先を確保したり、近隣の公園を屋外遊技場として利用するにあたり、町内会に理解を得た
ところもありました。

本冊子の事例

⃝設置に際し、市の担当者から開設後の連携、地域枠の設定などについて助言をもらった。
また、開設後も定期的に利用状況を共有し、市は必要に応じて保護者に紹介してくれてい
る（福祉）。
⃝設置を検討する際、学内に設けた検討委員会に市の担当課へ参加を求めるとともに、地域
枠設定のため、待機児童状況の意見交換を行った。開設後は、卒園後の認可保育所の空き
情報を得ている（教育・研究）。
⃝保育士を採用する際の留意点や嘱託医の候補などの情報を教えてもらい、運営の参考にし
た（小売）。

運営のポイントの詳細
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●● 保育士の確保・定着
保育士の確保・定着は、保育施設の運営において重要なポイントになります。開設準備の段階から十分な

準備や検討が望まれます。今回取り上げた事例の中には、開設の3か月前から保育士などを先行的に採用し
たところもありました。
保育士を確保する手段としては、ハローワークや保育士養成学校での募集、運営委託事業者を通じた採用

のほか、知人や人材派遣会社の紹介、従業員の関係者などから離職中の保育士を探すなどの手段を講じてい
たところもありました。
保育士の定着に向けては、十分な処遇のほか、無理のない職員配置や働きやすい労務環境とともに、キャ

リアアップが行える職場づくりが望まれます。今回取り上げた事例の中には、待遇面での配慮のほか、休憩
時間や有給休暇などをきちんと確保できる体制づくりなど、職員の事情に合わせた働き方への工夫がされて
いました。また、人事評価に職員の自己評価を反映した上で、給与に反映しているところもありました。

●● 利用者の確保
利用者を確保していくための取組として、保育施設を知ってもらうことに加え、利用しやすい施設運営や

保育サービスを提供することが重要になります。
今回取り上げた事例における保育施設の多くは、チラシやパンフレットを近隣企業や市役所などで配布し

たり、ホームページやインスタグラム、ブログなどで保育の状況や運営の内容を公開するなどして、保育施
設の情報を発信しています。
従業員枠については、勤務状況等に配慮した柔軟な保育サービスの提供はもちろんですが、保育料につい

て配慮するほか、従業員や利用者の要望を施設運営に反映することで利用者の満足度を高め、従業員の間で

本冊子の事例

⃝施設の建設前に、近隣町内会の住民向けに説明会を開き、副学長が直接説明し、理解を得
た。また、近隣の児童公園を屋外遊戯場として活用するため、地区町内会に出席し、理解
を得た（教育・研究）。
⃝施設と隣接する幼稚園と協定を結び、兄弟が幼稚園にいる子どもを頂かったり、施設を卒
園した子どもを幼稚園に受け入れてもらえるようにした（製造）。
⃝同じ法人グループが運営する隣接の介護老人保健施設に入所する高齢者からの要望で交流
する機会を設けている。また、夏祭りやハロウィンなどの行事を地元の人たちに開放し、
地元への定着を図っている（飲食サービス）。

本冊子の事例

⃝業務報告や保護者への情報交換に保育施設向けの業務支援ツールを導入し、業務を効率化
することで残業をできるだけ少なくする工夫をしている（福祉）。
⃝職員の病気やストレスなどに対するサポートのため、法人グループのカウンセラーへの相
談や治療と仕事の両立支援コーディネーター研修を受講した職員を配置している（飲食
サービス）。

1 企業主導型保育事業の立ち上げ・運営のポイント
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口コミなどで宣伝されていたところがありました。また今後、保育施設を利用する可能性がある従業員等に
対して、内部や共同利用先との会議などで産休・育休取得者の情報を共有し、人事担当者から保育施設の利
用方法を説明するなどの取組が行われていたところもありました。新卒採用時に保育施設があることを宣伝
し、採用や利用者の確保につなげているところもありました。
地域枠を設けている場合には、地域枠があることを知ってもらうことに加え、自治体に空き状況を報告

し、必要に応じて自治体から保護者に保育施設を案内してもらえるようにしておくことが重要です。

●● 企業の特色を活かした取組
企業の特色を活かし、特徴ある取組を強みにして、保育施設の認知度を高め、地域との関わりを深めるこ

とが利用者や保育士の確保につながっている面があると考えられ、様々な形で企業の特色を活かした取組が
行われています。
今回取り上げた事例では、多様な事業を展開している社会福祉法人が事業者となっている施設において、

同一法人の運営する介護老人保健施設との交流や療育支援につなげるなどの取組が見られました。また、食
品を取り扱っている事業者は安全な食材の提供、食育に力を入れたり、倉庫業の事業者は保有する大型ト
ラックを活用した行事を定期的に開催するなどの取組も見られました。

本冊子の事例

⃝施設設置後は、市と地域枠の空き状況について情報交換し、市から利用希望者の紹介を受
け、空きがある場合は受け入れている（サービス）。
⃝利用者アンケートや入所を希望する保護者と園長との面談で保護者の要望を聞き、できる
だけその内容を保育内容に取り入れ、利用者の満足度を高めている（建設）。
⃝求職希望者、新入社員、育休明けの従業員は、いつでも保育施設を見学できるようにし
ている。また、従業員と共同利用先の従業員には、認可保育所の申請が始まる10月頃ま
でに、保育施設への入所希望者を募り、入所の可否を事前に通知している。さらに小児救
急救命の経験を持つ看護師などを配置し、保護者からの相談に対応している（飲食サービ
ス）。

本冊子の事例

⃝大型トラックの見学や運転席に乗る体験、荷台で遊ぶイベントなど、子どもたちに物流業
界に興味や関心を持ってもらうようなイベントを定期的に開催している（倉庫）。
⃝海外展開している強みを活かして、外国人講師を招いて外国の踊りや遊びを楽しむ時間を
持っている（製造）。
⃝学生の活動機会や実習の場として、保育補助や子どもたちと遊ぶ機会を提供しており、学
生は子育て支援に必要な知識や経験を得ている。子どもたちにとっても、多くの人と触れ
合い楽しむ機会がうまれている（教育・研究）。
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●● 保育の質（専門性の向上）
保育士等の質の向上につながる研修の実施や活用は、施設で提供する保育の質を担保・向上していく上で

重要です。各保育施設の理念などを学ぶ施設内研修と自治体が実施する外部研修を上手く組み合わせるとと
もに、外部研修内容を受講者が報告するなどして職員全員で共有しているところがありました。自治体、実
施機関、民間がそれぞれ実施している研修情報を収集して研修計画を立てたり、研修会へ参加する職員への
支援を行うなど、研修に参加しやすい環境をつくることも有効です。定期的な人事評価や処遇改善も職員の
モチベーション向上や保育の質の担保につながります。

●● 安全の確保
災害や事故等に備え、ハード面での安全対策を充実させることはもちろんですが、予めリスクや対応策を

十分に検討して、危機管理、食物アレルギー、感染症、プール・水遊び、午睡チェックなどの事故対応マ
ニュアルを整備し、共有しておくことが重要です。万一の時に迅速かつ適切に行動できるよう、定期的に地
震、火災、水害、不審者対応などをテーマに避難訓練などを行い、マニュアルを見直していくことも大切で
す。何か問題が発生した時の対応は、事故報告やヒヤリハット報告として記録し、職員全員で共有すること
が望まれます。
今回取り上げた事例の中には、子どもたちも参加して警察や警備会社と連携した防災訓練や、市の消防局

に消防訓練の指導をしてもらうなど、本番さながらの訓練をしているところもありました。また、避難先に
なると考えられる場所に日頃から子どもたちと行き来して、行き慣れるようにしているところもありまし
た。

本冊子の事例

⃝職員が個々に見つけた研修に対しても、参加費や交通費等を負担し、日当や研修手当など
も支給している（建設）。
⃝年間30回程度の内部研修と外部研修で全職員の保育スキルの向上に取り組んでいる。職
員向けの人事評価の仕組みを導入し、保育理念を理解し保育の実践ができているかなどを
評価している（教育・研究）。

本冊子の事例

⃝小さな子どもたちでも理解できるよう、イラストや写真を使った訓練の説明書を作成して
いる（福祉）。
⃝避難訓練や防災訓練は、発生時間や災害の種類、避難経路や避難場所を毎回変更し、保育
士の役割分担もその都度変えるなど工夫している（教育・研究）。

1 企業主導型保育事業の立ち上げ・運営のポイント

保 育 内 容
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●● 食育の推進
乳幼児期の食事は子どもの心身の成長や発達に大きく影響します。今回取り上げた事例では、多くのとこ

ろで、毎日の食事を通して、子どもたちが食べることを楽しみ、食の大切さを知るような工夫がされていま
した。施設内で栽培した野菜の収穫や皮むきのお手伝いなどの調理体験、添加物の少ない食材や季節の食材
を取り入れた給食や行事食など、食材に関心を持ってもらう取組を行っているところもありました。また、
給食のメニューを栄養士・調理師だけでなく保育士も一緒に話し合うなど、職員みんなで協力し合って食育
を進めているところもありました。

●● 企業にとって
企業主導型保育事業では、単独事業者のみならず、複数の事業者が共同で施設を活用することや、従業員

の働き方に合わせた保育サービスを提供することができ、仕事と子育ての両立を支援できる環境を整えるこ
とで、従業員の離職防止や新卒者・子育て世代の採用の円滑化につなげることができます。出産・育児を理
由に女性従業員が退職することや長期間、職場を離れることによる人材確保などの課題を抱える事業者が、
企業主導型保育施設を設置することで、従業員の定着や若い世代の採用が増えるなどの効果が期待できま
す。
今回取り上げた事例には、近隣企業からの要望を受けて共同利用方式を選択したり、従業員が利用しやす

い保育料の設定や休日の開所など、自社に合った工夫をして従業員を優先的に受け入れ、こうした取組が地
元の新聞などで紹介され、企業の認知度やイメージ向上につながり、人材の確保につながったところがあり
ました。

●● 地域にとって
企業主導型保育事業は地域の保育需要の状況を踏まえ地域枠を設定することにより、待機児童対策への貢

献につながるほか、認可保育所では対応の難しい年度途中の受け入れや里帰り出産の際の一時受け入れな
ど、柔軟に対応することにより、子育て世代が安心して働ける環境が整うだけでなく、地元の若い世代の雇
用創出にもつながることが期待されます。今回取り上げた事例では、働く場所と保育施設が一緒にあること
で若い人が集まり、子育て世代の定住が増えたところがありました。

●● 保護者にとって
企業主導型保育事業は、企業が自社の従業員のために保育施設を設置していることから、子育てと仕事を

本冊子の事例

⃝毎日、献立の実物を保育施設の入り口に並べて、保護者に子どもが何を食べているのかわ
かるようにしている（サービス）。
⃝子どもたちが遊ぶ部屋の隣が調理室で、野菜を刻む音や魚を焼いた時のにおい、皿を洗う
音が聞こえるなど、視覚、聴覚、嗅覚全てから食べる意欲を育んでいる（製造）。
⃝アレルギーの子どもには、食器の色を変え、トレーに名札を貼り、職員が複数で声を掛け
合って確認、配膳している（飲食サービス）。

企業主導型保育事業への取組の効果
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両立している保護者にとって職場の理解が得られやすかったり、職場復帰の際に子どもの預け先に悩むこと
なく、円滑な復帰ができるという利点があります。
今回取り上げた事例の多くで、職場の近くや送り迎えが容易な場所に保育施設が設置されていたり、開所

日が勤務形態に対応したものになっているなど、保護者の利便性を考えた工夫が多く見られたほか、保護者
からは、職場に近いので保育施設からの呼び出しにすぐに駆け付けることができる、保育の様子をいつでも
見られるといった声が聞かれました。
また、企業主導型保育施設は小規模な施設が多く、手厚い人員配置で子ども一人ひとりに目が行き届く保

育が行われ、保護者からは、きめ細かい保育の提供を受けられている、との評価が寄せられているところが
ありました。

1 企業主導型保育事業の立ち上げ・運営のポイント
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企業主導型保育事業による保育施設の立ち上げや運営を、独自の制度をつくるなどして支援している地方
自治体があります。
ここでは、地方自治体の事例調査から企業主導型保育事業の立ち上げや運営への主な支援内容をご紹介し

ます。

●● 経済的支援
企業主導型保育施設の整備に対して、独自の補助制度を整備し、保育施設の工事費や備品購入を支援して

いる都道府県、市区町村があります。今回取り上げた事例では、地域枠の人数に応じて補助したり、保育施
設の整備費の一部を補助している都道府県、市区町村がありました。
また、従業員が保育施設を利用しやすいように利用料を低く抑える事業者に対して、事業者の負担を軽減

するために利用料の一部を補助している都道府県がありました。固定資産税・都市計画税の軽減措置につい
て、特例割合を定め軽減している市区町村もありました。

●● 情報共有の促進等による支援
企業主導型保育施設の情報を把握することで、保育施設の開設や円滑な運営につなげている市区町村があ

ります。保育施設の設置に関心を持つ事業者に対し、市区町村が積極的に情報を提供したことがきっかけと
なり企業主導型保育施設の設置につながった事例がありました。市区町村が主導して企業主導型保育施設の
施設長を集め、情報共有会議を開催することで、市区町村に施設の情報が入り、保護者への空き状況などの
情報提供へつながったり、各保育施設間で運営状況や情報交換が行われるようになり、日々の保育の課題解
決につながっている事例もありました。
また、企業主導型保育施設の保育士の要望を踏まえた、研修の開催曜日を設定するなど、施設の事情に配

慮した支援を行っている市区町村もありました。

本冊子の事例

⃝従業員の保育施設利用料を引き下げている企業主導型保育施設の事業者に、利用料の事業
者負担分を県が補助している（奈良県）。
⃝地域枠を設定する事業者に設定人数及び受入数に応じて補助している（兵庫県明石市）。
⃝企業主導型保育施設の設置が促進されるよう、固定資産税・都市計画税の軽減措置を行っ
ている（兵庫県明石市）。
⃝企業内子育て支援施策整備事業補助金を整備し、保育現場で必要となる備品の購入費や保
育施設の整備工事費などの一部を補助している（福島県）。

2 地方自治体による企業主導型保育事業への支援事例
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●● 広報等による支援
市区町村がホームページで企業主導型保育施設の空き状況などを公開することにより、利用者確保につな

げている事例がありました。
また、保護者へも積極的に保育施設の情報を提供し、入所相談に来る保護者に保育施設の地域枠の設定数

や年齢別の空き状況を伝え、保育施設の利用者確保につなげている市区町村もありました。

本冊子の事例

⃝保育施設の設置に関心を持つ事業者に対し、企業主導型保育事業制度を紹介することによ
り、制度の活用につながった例があった（福島市）。
⃝市が企業主導型保育施設長を集めた情報共有会議を開くことで、保育現場の情報が市に入
るようになったことから、保育コンシェルジュが空き状況を市民に提供できるようになっ
た（東京都武蔵野市）。

本冊子の事例

⃝保育施設の一覧や地域枠を設定している保育施設を市の地図に載せてホームページで紹介
したり、相談窓口を訪れた人に案内している。また、入所相談に来る保護者にも空き状況
などを伝えている（兵庫県明石市）。
⃝市では、保育施設の連絡先などの情報を市が発行する「保育施設のしおり」に載せ、市民
に提供している（東京都武蔵野市）。

2 地方自治体による企業主導型保育事業への支援事例





パートⅡパートⅡ

先行事例先行事例 のの紹介紹介 と と 

取組取組 ののポイントポイント



単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

社会福祉法人あけぼの会（福祉）
大企業

地域枠あり
自主運営

なごみ保育園／秋田県大仙市

運営のポイント

◆保育士の給与水準を近隣の認可保育所の水準よりも高く設定している。また、保育施
設向けの業務支援ツールを導入し、業務の効率化を図るなど残業をできるだけ少なく
している。求人の募集要項にも持ち帰り残業はないと明記した。

◆	保育士を職員配置基準以上、採用している。

◆	保育施設の空き情報をホームページやブログ、園だよりに載せるなどして周知し、利
用者の確保につなげている。

◆	子どもたちと介護老人保健施設の入居者との日常的な交流や、合同のイベント開催な
ど、世代間交流を行っている。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　秋田県大仙市
■設立年　平成9年6月。平成24年6月に医療法人

から社会福祉法人に法人形態を変更。

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
124人（うち女性87人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
医療・福祉（社会福祉事業）

○企業の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・介護老人保健施設を中核に総合的なリハビリサービスを提供している。リハビリ専門スタッフの在籍数は大曲
地区で一番多い。
・常勤医師や24時間滞在の看護スタッフが在籍し、医療と介護が一体となったサービスを提供している。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 秋田県大仙市（人口　約8万人）

○地域の特色 ・	秋田県のほぼ中央に位置し、秋田新幹線や秋田自動車道の高速系交通が整備されている。
・市の待機時児童は平成31年4月時点ではいないが、年度中間期には4〜5人となる。

○設置方式 単独設置・共同利用型（2社と共同利用）

○設置場所 法人本部が位置する敷地内に設置

○運営方式 自主運営方式
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○開設日 平成30年6月

○開所時間 通常保育　平日・土曜・日曜　8:00〜19:00
一時保育　平日・土曜・日曜　8:00〜19:00

○月額保育料 37,000円　　　一時保育　4時間まで2,500円、１日5,000円
※令和元年9月2日現在

○保育施設の
　特色

・高い吹き抜けと大きな窓があるため、光を多く取り入れられる構造となっている。1階のウッ
ドデッキは柔らかな雰囲気がある。

・職員の会議スペースを除き、全部屋床暖房でアレルギー対策の塗壁を施している。

○費用の状況 施設整備費	92,988,000円（うち助成分	66,450,000円）
年間運営費	28,872,790円（うち助成分	20,947,250円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 5人 ─ ─ ─ 		5人

利用者数 2人 1人 2人 ─ ─ ─ 		5人

地 域 枠 定員数 5人 ─ ─ ─ 		5人

利用者数 2人 1人 2人 ─ ─ ─ 		5人

合 計 定員数 10人 ─ ─ ─ 10人

利用者数 4人 2人 4人 ─ ─ ─ 10人

※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専　任 非常勤 合　計

保 育 士 6人 1人 7人

子育て支援員 1人 1人 2人

調 理 員 ─ 1人 1人

栄 養 士 ─ ─ ─

看 護 師 ─ ─ ─

そ の 他 ─ ─ ─

合 計 7人 3人 10人
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●● 保育施設設置の背景
社会福祉法人あけぼの会（以下

「あけぼの会」という）は、市内の
大曲地区で介護老人保健施設の運営
を中心に、総合的なリハビリサービ
スを提供しており、リハビリや介護
に携わる専門スタッフがたくさんい
る。全従業員の平均年齢は36歳で、
そのうち介護に携わる従業員の平均
年齢は33.4歳で、産休・育休を取得
する従業員は毎年5人ほどいる。通
常、保育施設は土日・祝日が休みで、途中入園も難しく、曜日に関係なく勤務が発生する従業員にとって、
仕事と子どもの両立は悩みの種になっていた。
あけぼの会の中で作っている働きやすい職場プロジェクトで、職場内に保育施設があれば、従業員が仕事

と育児のバランスをとりながら、安心して生活できるのではないかと提案があり、保育施設設置の気運が一
気に高まった。また、育児休業中の従業員から早く職場復帰をしたいとの声も多く聞かれるようになり、企
業主導型保育事業が始まったことを受け、保育施設の設置を決定した。
あけぼの会各部門の長が集まる運営推進会議の中にプロジェクトチームを立ち上げ、設置に向けた行動を

開始した。プロジェクトチームでの検討内容は運営推進会議に報告し、その後、各部門長から従業員に情報
共有した。

●● 従業員のニーズの把握
保育施設を設置した時の利用希望の有無や保育内容の希望について、全従業員にアンケートした。その結

果、利用希望者が10人ほどいること、病児保育の希望があることがわかった。

●● 設置場所の確保
保育施設の設置場所は、利用する従業員が子どもを預けやすく、子どもとあけぼの会が運営する介護老人

保健施設の利用者が交流できることを考慮した。そのため、あけぼの会の本部とその隣の介護老人保健施設
の前にある駐車場を活用することにした。

●● 設置方式・運営方式の決定
保育施設運営の知識がなかったので、全国の取組を情報収集し、公益財団法人児童育成協会（以下「児童

育成協会」という）にも相談した。あけぼの会の理念やあけぼの会らしい保育施設をつくりたいという思い
から、単独設置での自主運営とした。
共同利用契約は、日頃から情報交換しているあけぼの会の系列法人と企業と結んでいる。また、市内のリ

ハビリ・介護等の専門職のネットワークから、地元に0歳～2歳児の保育ニーズがあるとの情報を得たため、
地域枠を設定した。

設立までの経緯

医療法人社団
あけぼの会

共同利用
契約企業

社会福祉法人
あけぼの会

介護老人
保険施設

リハビリ
テーション施設
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●● 企業内に向けた対応
従業員が優先して保育施設を利用できるようにし、従業員の保育料の一部を福利厚生としてあけぼの会が

負担することとした。

●● 設立までの流れ
時期 内容

開設2年3か月前
平成28年3月頃

従業員からの早期の職場復帰や保育施設設置を望む声を受け保育
施設の設置を検討。
企業主導型保育事業の活用を検討。

⇒設置方式や運営方式の決定
⇒設置場所の決定

開設1年2か月前
平成29年4月頃

他法人の企業主導型保育事業を視察。 ⇒開設に向けた具体的準備

開設1年1か月前
平成29年5月頃

児童育成協会へ申請。 ⇒申請手続き

開設8か月前
平成29年10月頃

保育施設の着工。
園長以外の職員を募集。

⇒施設整備
⇒人材確保

開設3か月前
平成30年3月頃

従業員の利用ニーズを調査。 ⇒ニーズの把握

開設2か月前
平成30年4月頃

自治体と情報交換。
職員の新人研修実施。

⇒自治体等との調整

開設1か月前
平成30年5月頃

運営マニュアルの作成などの開設準備。
園児の募集案内チラシを近隣住宅に配布。
従業員や近隣住宅を対象とする内覧会を開催。

⇒開設に向けた具体的準備
⇒利用者の募集

平成30年6月 保育施設の開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
あけぼの会は医療・介護サービス事業を行う中で市と連携を取ってきている。保育施設の設置に際して

も、市の健康福祉部子ども支援課を訪ね、開設後の連携や事務手続き、地域枠の設定、年度途中の一時的な
受け入れ方法などについて助言してもらった。
保育施設設置後も市に定期的に出向き、利用状況などを報告している。市からも月1回程度、空き情報の

照会が入る。市では、保護者から保育施設入所の問い合わせがあると、空き状況を踏まえ、必要に応じて保
育施設を紹介してくれている。
市では小学校・幼稚園・保育園連携協議会を設置し、情報交換会や園児の小学校体験入学などを行ってい

る。保育施設として参加は求められていないが、連携協議会が開催された時には、市から協議内容の提供が
あるので、情報がわかるようになっている。

運営のポイントの詳細
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●● 地域との関わり
保育施設の開設前に、施設内覧会の案内チラシを近隣に配布

し、3日間内覧会を開催した。地域枠があって、年度途中でも入
所可能であり、一時保育もしてもらえるので、ぜひ利用したいと
いう近隣住民の声を聞くことができた。
また、介護・リハビリサービスの利用者が、従業員との会話の

中で保育施設のことを聞き、あけぼの会であれば自分の孫にも利
用させたいと言ってくれている。
保育施設開設からまだ1年ほどしか経っていないが、地域から

多くの関心と期待をもって見られている。

●● 保育士の確保・定着
保育士は市内にあるハローワークを通して募集した。募集要項

に持ち帰り残業はないと明記し、給与は市内の認可保育所の保育
士の給与水準より高く設定した。5人の募集に対し14人の応募が
あった。保育士のみならず、事務職も保育士資格を持っている人
を採用した。認可保育所や病児保育室で経験を積んだ保育士が経
験の浅い保育士をサポートする体制としている。園長はあけぼの会の介護事業で相談支援を担当していた人
で、園長に就任するにあたって1年間のマネジメント研修を受けた。
人員は、園長、保育士7人、子育て支援員2人、調理師1人の11人体制である。祝祭日の勤務体制も取れる

よう、配置基準より多い職員を採用している。また、業務報告や保護者への情報交換に保育施設向けの業務
支援ツールを導入し、業務を効率化することで残業をできるだけ少なくするなど、保育士定着のための労働
環境の整備にも取り組んでいる。

●● 利用者の確保
あけぼの会で月1回開催する運営推進会議で、毎回保育施設の受け入れ状況や潜在的利用者の情報を共有

している。妊娠がわかった従業員に人事担当が保育施設の利用方法の説明や利用意向などを確認している。
地域枠による利用者の確保については、市と定期的に空き状況を共有しており、空きがある時に市から入

所を希望する保護者に保育施設を紹介していただいている。空き情報はあけぼの会のホームページや保育施
設の園だより、ブログにも載せるなどし、利用者の確保につなげている。

●● 企業の特色を活かした取組
保育施設はあけぼの会が運営

する介護老人保健施設の前にあ
ることから、日常的に子どもた
ちと高齢者世代の交流がある。
介護老人保健施設の庭に保育施
設のすべり台やブランコなどの
遊具が設置されており、介護老
人保健施設の大きな窓からは子
どもたちの様子をいつでも見る
ことができる。入所している高
齢者が庭に出てきて子どもたち

内覧会の案内

節分のまめまき 介護老人保健施設入所者と子どもの交流
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と話をすることもある。豆まきや七夕、敬老の日の交流会、クリスマス会など介護老人保健施設と共同開催
している行事も多い。子どもたちの思いやりや優しさを育くむ保育環境にある。
あけぼの会には障害児の支援事業を行っているところがあり、子どもに気になる症状があった場合の相談

先になっている。また、保育施設の職員が療育内容の見学に行き、保育施設でも療養方法を取り入れること
ができるようになった。

●● 保育の質（専門性の向上）
あけぼの会では、新人研修と園内研修を行っている。新人研修は1か月、あけぼの会の各職場で介護や事

務などの仕事を体験してもらう。法人の理念を理解し、法人が求める人材のあり方を学んでもらうための研
修である。園内研修は年間3回実施している。内容は、園児の成長の振り返り、行事の立案と振り返り、保
護者との関わり方、献立内容、そしてあけぼの会全体に関わる苦情処理対応や感染症対策などである。
外部研修は、県主催の障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、感染症予防研修、保育

士等キャリアアップ研修などに加えて、市主催の就学期の教育・保育合同研修などに参加している。また、
社会福祉法人日本保育協会主催の保育所保育指針解説書セミナー、県社会福祉協議会主催の福祉保健施設・
事業者等事務職員研修などにも参加している。外部研修に参加することで、園内研修とは異なる専門性を身
に付けることができる。
外部研修に参加した保育士は出張報告書を作成し、研修内容を保育施設の全職員に伝わるようにしてい

る。さらに、家庭で注意してほしいことがあれば、園だよりで保護者にお知らせするなど、研修内容を日々
の保育に活かすようにしている。

●● 安全の確保
避難訓練は、月1回実施するものとあけぼの会全体として実施するものがある。毎月の避難訓練では、地

震、火災、水害、落雷、停電、不審者対応などテーマを絞り実施している。年齢が低い子どもたちには、
テーマに合わせたイラストや写真を事前に見せてどのように避難したらよいのか理解できるよう工夫してい
る。また、避難先になると考えられる介護老人保健施設に日頃から行き来し、行き慣れるように心がけてい
る。年度末に毎月の防災訓練の内容を振り返り、必要に応じて防災マニュアルを改訂している。
安全点検は、各保育士が月替わりでチェック項目に沿って実施している。危険箇所があれば改善し、事故

等があれば事故報告書やヒヤリハット報告書を作成し、情報共有している。

保 育 内 容

避難訓練・安全指導 感染症対策の手洗いの徹底
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●● 食育の推進
食育計画は保育施設が作成し、給食の献立は介護老人保健施設の委託先の管理栄養士が作っている。温か

いものを食べてもらえるように給食は園内で調理している。
こどもの日、七夕、クリスマス、ひな祭り等の行事食のほか、お誕生会の手づくりおやつ、季節の食材を

使用した給食を提供している。離乳食は、各家庭の調理方法に合わせて作って提供している。楽しんで食べ
てもらうために、介護老人保健施設の利用者と従業員が一緒に育てたサツマイモを子どもたちが収穫し、焼
き芋にして食べる取組も行っている。
定期的に園長、保育士、委託先の管理栄養士、栄養士による給食会議を開催し、人気の献立や行事食、残

食、食材の確認、給食に対する要望などを検討し、改善につなげている。改善点があれば、管理栄養士が保
育施設の調理員に伝える。また調理員も、子どもたちの食べている様子を必ず見て状況を確認するようにし
ている。給食会議により食育に対する認識の共有にもつながっている。

●● 企業にとって
若い世代が子育てと仕事を無理なく両立できる環境が整った。産休・育休後の従業員の職場復帰が円滑に

行われている。専門技能のある有能な人材が定着し、勤務調整がしやすく、人材採用にも有効である。市の
待機児童解消にもつながっており、あけぼの会としての地域貢献度が高まった。
今後は、これまで得た知見やノウハウを活かし、子育てに悩む人に助言できるようなセミナーの開催や、

地元の様々な問題や課題に対して何ができるかを提案していきたいと考えている。

●● 地域にとって
保育施設では、認可保育所であれば難しい年度途中での受け入れや、里帰り出産等の際の一時受け入れに

市と連携しながら対応している。0歳～2歳児の待機児童受け入れにも貢献している。
保育施設の周辺は高齢者が多く住んでいるが、周辺の住民からは、子どもたちが大きな声を出して明るく

遊んでいると元気がもらえるという声が聞かれ、保育施設周辺は明るく和やかな雰囲気となっている。

●● 保護者にとって
従業員枠の保護者からは、保育施設探しの手間がかからない、職場復帰が円滑に行えた、職場の理解が得

やすいと評価されている。保育施設があることで離職をせずにキャリア形成が行えると好評である。地域枠
の保護者からも、保育士の質が高くて信頼できる、保育施設との連絡アプリでいつでも子どもや子育てに関
する情報交換や情報共有が図れ、安心して子どもを預けることができると好評である。

企業主導型保育事業への取組の効果
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企業担当者の声

地域枠を従業員枠と同数にしたのは、地元の同業他社の人たちから保育施設の存在が
羨ましがられることがあるからです。他の事業所の方が利用してくれれば、保護者の
思いやニーズを吸い上げられるし、使いやすいのではないかと思ったわけです。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

自分の就労スタイルに合わせて子どもを預けることができています。保育施設が職場
の隣にあるので毎日の送迎の負担も少ないし、子どもの体調不良時にもすぐに迎えに
いくことができ、とても助かっています。

従業員利用者
の声

他の保育園と比べても、子どもの個性に合わせた保育をしてくれていると思います。
また、家ではできない体験をさせてもらっているので、子どもにとっても毎日行くの
が楽しみな場所になっていると感じます。子どもの様子も写真付きで毎日更新される
ので、1日の終わりに連絡帳を見るのが親の癒しになっています。
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

国立大学法人岩手大学（教育・研究）
岩手大学・岩手銀行保育所「がんちゃんすくすく保育園」／岩手県盛岡市

運営のポイント

◆教職員、学生、銀行行員など、多様な職種の保育需要への支援や地域の男女共同参画
社会の実現に向け、地元銀行と連携することで新たな保育モデルをつくった。

◆	保育設置の設置・開設に向け、副学長が学内保育所設置検討委員会の委員長となり主
導した。

◆	利用対象となる教職員の状況を常に把握し、銀行では送り迎えしやすい店舗への保護
者の異動などに配慮。保育料は地元自治体の認可保育所より低く設定した。

◆学生による子育て支援の実習やボランティア活動など、保育施設を活用し、学生と子
どもたちの交流の場や学生の成長機会を提供している。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　岩手県盛岡市
■設立年　昭和24年5月

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1,033人（うち女性386人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育・研究

○大学の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・	東日本大震災の被災県にある大学として、復興活動に取り組んできた。
・異文化融合的な教育研究を行い、グローバルな視点を持ちながら地域の課題に向き合うグローカルな人材育成
を実施している。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 岩手県盛岡市（人口　約29万人）

○地域の特色 ・市の待機児童は平成31年4月1日現在いないが、市内の入園希望者は年々100人規模で増え
続けており、年度の途中で待機児童が発生している。

○設置方式 単独設置・共同利用型（岩手銀行と共同利用）

○設置場所 大学の敷地内

○運営方式 外部委託方式（社会福祉法人わかば会）

地域枠なし
外部委託

大企業
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○開設日 平成30年3月

○開所時間 通常保育　平日・土曜　7:30〜18:30

○月額保育料

※令和元年8月21日現在

○保育施設の
　特色

・	外観・外壁・屋根の形状や材質は、自然素材をイメージする色になっている。
・4方向に窓があり、明るい室内になっている。

○費用の状況 施設整備費	52,631,025円（うち助成分	31,028,000円）
年間運営費	39,218,606円（うち助成分	32,229,400円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 3人 7人 1人 1人 12人

利用者数 5人 6人 1人 0人 0人 0人 12人

合 計 定員数 3人 7人 1人 1人 12人

利用者数 5人 6人 1人 0人 0人 0人 12人

※数に縛られる年齢設定はしておらず、入所希望者の年齢により、柔軟に変更することを前提に考えている。
※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 3人 2人 5人

子育て支援員 ─ 1人 1人

調 理 員 1人 ─ 1人

栄 養 士 ─ ─ ─

看 護 師 ─ ─ ─

そ の 他 2人 ─ 2人

合 計 6人 3人 9人

年齢区分

世帯収入（月額）

379,000円以上 301,000円以上
397,000円未満

268,000円以上
301,000円未満 268,000円未満

0歳児 56,000円 41,600円 37,100円 35,900円

1歳〜2歳児 56,000円 41,600円 37,100円 35,700円

3歳児 36,900円 34,800円 32,800円 30,600円

4歳児以上 30,500円 30,500円 28,300円 27,100円

23

国立大学法人岩手大学（教育・研究）



●● 保育施設設置の背景
国立大学法人岩手大学（以下「大学」という）では、平成20年に男女共同参画推進室を設立し、教職員な

どの研究と子育てとの両立を図ることへの支援を目的に、保育のためのスペースとして大学が提供する、学
内保育スペース「ぱるんひろば」を設置した。保育スペースには専任の保育者は配置せず、利用者自らが保
育者の手配を行って利用していた。こうした支援で、女性の教職員や研究者が増えたが、それに伴い産休・
育休からの円滑な職場復帰、ワーク・ライフ・バランスを支えるための学内保育所設置へのニーズが高まっ
ていた。そこで、教職員に保育施設整備の必要性を調査したところ、高い要望があることがわかり、保育施
設の設置に向けて検討を始めた。
大学では、教職員のみならず、留学生や社会人学生などの学生なども含め、多様な職種に対する保育需要

を検討対象とした。その中で、地元企業と共同で保育施設の設置を考えていたところ、地域の男女共同参画
社会の実現を先導するものとして、文部科学省の地域と教育機関の連携による女性の学びを支援する保育環
境のあり方の検討事業に採択された。この委託事業で、大学等における保育の仕組みづくりのモデル構築に
係る検証を平成28年7月～平成29年3月にかけて行った。県内で女性活躍推進の先導的役割を果たしている
岩手銀行（以下「銀行」という）と連携に向け協議を進め、平成29年1月に事務所内保育所の設置・運営に
関する相互協力及び連携協定を締結した。

●● 教職員のニーズの把握
平成27年10月に、育休中や妊娠中で保育ニーズが比較的高いと想定される教職員や社会人学生11人を対

象に、学内保育施設の必要性を調査し、8人から回答を得た。5人が保育施設を利用したいと答え、学内保育
施設の要望は高いと判断した。続いて、平成28年1月に、教職員、外国人研究者及び留学生を対象に保育施
設の運営に関する調査をした。調査内容は保育施設設置への賛否、受け入れて欲しい子どもの年齢、開所時
間、地域枠設定の必要性、希望設置場所、福利厚生としての経費支援の必要性などである。アンケートには
184人（女性91人、男性93人）が回答し、約７割が「学内保育所の設置は必要だと思う」と答えた。

●● 設置場所の確保
当初、学内の既存の建物を改修して活用することを検討していたが、費用面や市道からの距離などを考

え、学校敷地内にある学生寮隣の空き地を活用して、保育施設を新設することにした。

●● 設置方式・運営方式の決定
男女共同参画推進事業の一環として設置することを踏まえ、大学による単独設置とし、銀行との共同利用

とした。ニーズ調査や自治体への相談結果から利用定員を12人と小規模に設定したことで、定員枠を大学と
銀行のみで満たせると考えて地域枠を設けなかった。
運営は安定した職員配置や研修機会などを確保できるよう外部に全て委託することとし、外部委託事業者

を公募した。4団体から応募があり、3団体にプレゼンテーションを実施してもらった。保育理念が優れてい
ること、保育士などの職員の配置が質・量ともに充実していること、業務実績などを審査して決めた。

●● 大学内に向けた対応
保育施設の設置・開設の検討に際し、男女共同参画推進委員会の下、副学長を委員長とする保育所設置

ワーキンググループや学内保育所設置検討委員会を立ち上げた。ワーキンググループでは、保育施設に関す
る具体的なニーズを調査し、学内保育所設置検討委員会では、設置場所や運営方式に係ることなどを検討し

設立までの経緯
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た。平成29年5月から学内保育所設置検討委員会に代わり、事業所内保育所管理運営委員会を立ち上げ、保
育施設の管理運営に関する事項の検討を開始した。

●● 設立までの流れ
時期 内容

開設2年4か月前～
平成27年11月～

岩手大学男女共同参画推進委員会にて保育施設の設置検討を了承。
保育所設置ワーキンググループを設置し、教職員などのニーズを調
査。
岩手大学学内保育所設置検討委員会を設置。

⇒大学での設置検討
⇒自治体等との連携
⇒ニーズの把握

開設1年8か月～
平成28年７月～

文部科学省の男女共同参画事業に岩手大学がモデル事業として採
択。
岩手大学学内保育施設設置決定。

⇒設置の決定

開設1年2か月前
平成29年1月

岩手大学と岩手銀行間で相互協力及び連携協定締結。 ⇒運営方式の検討

開設10か月前
平成29年5月

学内保育所に関する管理運営委員会設置。
企業主導型保育事業へ申請。

⇒申請手続き
⇒設置場所の決定

開設9か月前
平成29年6月

企業主導型保育事業助成決定。 ⇒助成決定
⇒外部委託事業者の決定

開設8か月前
平成29年7月

教職員への開設案内。
利用希望者向け説明会の実施。

⇒説明会の開催
⇒利用者の募集

平成30年3月 保育施設開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
県や市の担当課には外部アドバイザーとして相談に乗ってもらった。県の保健福祉部子ども子育て支援課

には、設置に必要な手続きや情報収集、指導を検討段階からお願いした。市の子ども未来部には、学内保育
設置検討委員会への参加と助言を依頼するとともに、地域枠設定に必要な待機児童の状況について意見交換
を行った。保育施設開設後は、保育施設卒園後の転園先となる認可保育所の空き状況の情報を得ている。
その他、市の保育士の処遇改善や保育士宿舎借り上げ支援事業の助成を受けている。

●● 地域との関わり
保育施設の建設前に、近隣町内会の住民向けに説明会を開き、副学長が直接住民に説明をして理解を得

た。また、保育施設の園庭の整備ができなかったため、保育施設の前にある児童公園を屋外遊技場として利
用することを考え、副学長たちが上田地区町内会班長会議に出席し、児童公園や遊具の利用についてお願い
し理解を得た。保育施設の開設時に、町内会会長との懇談会を開催し、開設の挨拶をした。

運営のポイントの詳細
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●● 保育士の確保・定着
保育士は、ハローワークや保育士養成学校での募集に加え、外部委託事業者の他の保育施設から異動して

もらうなどで、必要人数を確保した。
人員は専任・非常勤含め10人体制である。園長は認可保育所で園長歴15年の経験があり、副主任保育士

やその他の保育士も認可保育所などでの保育実績がある。調理員も保育施設経験者で、事務員も会計事務所
や地方自治体事務などでの実務経験者である。
保育士定数の充足や職員の休憩時間をきちんと確保するよう労務管理を適切に行う体制を整えている。

●● 利用者の確保
教職員に配布するチラシやホームページで保育施設を周知している。学内窓口へ相談に来た人に、随時、

空き状況を提供し、相談に乗っている。銀行では人事担当者が窓口となり、入所希望者を保育施設の近くの
店舗に異動させるなど子育てに配慮している。大学と銀行の人事担当部署が窓口になっていることから、産
休・育休に入る人の把握が継続的に可能である。保育料は、地元自治体の認可保育所よりも低い料金に設定
している。

●● 大学の特色を活かした取組
男女共同参画推進室の授業の一つに、次世代育成サポーター養成講座があり、講座を修了した学生を次世

代育成サポーターとして認定している。次世代育成サポーターというのは、子どもに関する基礎的知識と地
域における子育て支援の状況を学ぶほか、具体的な遊びのスキルなどを身につけた、地域の子育てを支援す
る人である。　
大学では受講する学生の成長につながる活動機会や実習の場を提供している。学生は、保育施設で保育補

助や子どもたちとの遊びを通じて、子育て支援に必要な知識や経験を得る。学生は実習だけでなくボラン
ティアでも、子どもたちと一緒におもちゃを作ったり、絵本の読み聞かせをするために保育施設を訪ねてい
る。子どもたちにとっても、多くの人と触れ合い楽しむ機会がうまれている。

保育施設の全景
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●● 保育の質（専門性の向上）
年間30回程度、内部研修と外部研修で全職員の保育スキルの向上を図っている。
内部研修は、外部委託事業者が実施しているもので、新人研修と園内研修がある。新人研修は、保育を専

門とする大学教授などを外部から招き、保育士の資質向上を目的とした研修をする。平成30年度は、保育運
動と保育実践のあゆみ、求められる職員像・職場づくり、新人カンファレンス、リズム運動・うたの研修を
行った。
園内研修では、より具体的な子どもへの接し方や発達の捉え方、夏のプール遊び・水遊びでの安全確保な

どについて学ぶ。
外部研修では、県や民間団体等主催の研修に参加している。平成30年度は、県主催の保育士等キャリア

アップ研修、児童福祉施設等職員児童虐待対応研修に参加した。民間団体主催では、医師会主催の幼稚園・
保育園関連研修、生活リズムと子どもの発達研修、保健所主催の感染症集団発生予防研修会に参加した。
また、質の向上という観点から、職員向けの人事評価の仕組みを導入している。評価の視点は保育理念を

理解し保育の実践ができているか、日々の保育の中で他の保育士とどのように連携し仕事をしているか、
リーダーとしての力があるかなどである。園長はこれらの視点に基づき、さらに同僚による多面的評価も取
り入れ、総合的に評価している。

●● 安全の確保
安全対策は、安全対策マニュアルに沿って、火災、地震、不審者、洪水、その他（散歩・プール・雪遊

び）への訓練を行い、全職員で情報共有している。
避難訓練・防災訓練は毎月1回実施している。毎月の訓練では、午前、午後、夕方、予告なしといった発

生時間や災害の種類、避難経路や場所を変えて行うなどの工夫をしている。保育士の役割分担も、子どもた
ちを連れて避難誘導する人、避難用リュック・緊急連絡網・携帯電話を持って出る人、残留児確認や戸締り
確認をする人など、その都度担当を変えて実施している。
ヒヤリハット、事故報告事例の記録・共有では、対応した保育士が記録を作成し、それを職員全員が回覧

して情報共有している。さらに毎月行っている職員会議でも再度確認をし、対策を共有することで、日々の
保育に活かしている。
大学内の訓練では毒劇物の処理や大型機械設備の安全措置訓練なども行われるが、子どもたちの安全面が

確保できないことから、子どもたちは訓練の様子を近くから見学するだけにとどめている。

保 育 内 容

次世代育成サポーターと子どもたちの交流
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●● 食育の推進
子育ての基本は食育にあるとの考えから、子どもたちの昼食やおやつ、離乳食、アレルギー食は農薬や添

加物の少ない食材や旬の食材を使い、保育施設内で安全な手作り食を心がけている。また、秋にはさんまと
芋の子汁、おやつにがんづき、すいとんというように季節の郷土料理も取り入れている。
子どもたちにトウモロコシの皮むきやパンづくりなどのおやつ作りを手伝ってもらい、食育につなげてい

る。日々の献立は、暑い時期を除いて保育室の前に展示して、保護者に子どもが何を食べているのかわかる
ようにしている。
使用する食器も化学樹脂製ではなく、陶器の皿や木製のおわんを使用するなど、化学物質が子どもに有害

な影響を及ぼさないようにしている。

●● 大学にとって
保育施設が設置されたことで教職員の職場復帰が円滑に行えるようになり、仕事と出産・育児を両立する

教職員の満足度は高い。学生の学業継続にも貢献している。
保育施設の設置で、仕事や学業と子育ての両立、女性の活躍促進の効果が示されたことで、新聞などのメ

ディアに多く取り上げられるようになり大学の知名度も上がった。企業主導型保育事業を活用し、大学と銀
行が共同で地域を牽引していく取組は全国初で、保育施設の設置を検討している大学や事業者から多くの
視察や問い合わせが寄せられるようになった。山形大学でも企業主導型保育施設の導入を検討することにな
り、情報交換を行った結果、山形銀行との保育施設を開設した。琉球大学、徳島大学などからも問い合わせ
を受け、今後も多くの大学に広がっていく可能性があり、注目されている。

●● 地域にとって
大学と銀行による保育施設の設置は、地域の新たな保育モデルとして、県内にも影響を与えている。岩手

医科大学からは企業主導型保育施設を設置する際に申請内容について意見を求められた。また、企業、法
人、専門学校や病院などからも相談や視察の依頼が相次いでいる。県内の保育施設の設置が増えていくこと
で、仕事と子育ての両立支援の仕組みが徐々に整い、地域の子育て世代の女性が活躍しやすい環境が整って
きている。
空きがなくすぐに保育施設に入所できない場合は、別の企業主導型保育施設の地域枠を融通してもらうな

ど、大学が中心となり、早期の職場復帰を支援している。

●● 保護者にとって
保護者から、保育施設があったおかげで大学への勤務が可能になった、産休・育休後の復帰が問題なく行

えたなどの声が聞かれている。また、復職後の職員からは、子どもの体調が悪くなり保育施設から呼び出し
があってもすぐに駆け付けられる、職場に近いので短時間勤務にしなくてすむなどの評価を得ている。
保育料を市内の認可保育所の平均利用水準より低めに設定したことも、保護者の負担軽減に役立ってい

る。

企業主導型保育事業への取組の効果
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大学職員担当者
の声

岩手大学では、子育て中の教職員の支援や、次世代育成サポーターという地域で子育
て支援に携わる学生の育成をしています。学生は保育施設での実習やボランティア活
動をする中で、おもちゃを手づくりしたり、園児と遊んだりして、交流を深めていま
す。保育施設については、大分大学が視察に訪れたほか、琉球大学、山形大学、徳島
大学等の問い合わせがあり、設置したことの影響の大きさを感じています。

教職員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

保育園には感謝しています。保育施設が職場内にあるため送迎の負担が少なくとても
助かっています。先生・職員の方々がとても良くしてくれていると感じます。先生・
職員の方々の日々のご尽力で、行き届いた保育をしてくれているのだと思います。欲
を言えば、定員がもう少し多くてもいいと感じています。できれば子どもを長く通わ
せたいです。
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

株式会社ナカノアパレル（製造）
中小企業
地域枠あり
外部委託

みんなのみらい南陽園／山形県南陽市

運営のポイント

◆保育士の給与を地域の平均水準より高く設定している。また、できるだけ個々の職員
の事情に合わせたシフト勤務にするなど働きやすい労働環境を心がけ、保育士の確
保・定着につなげている。

◆	保育施設に隣接する幼稚園と協定を結び、保育施設の卒園児を幼稚園で受け入れても
らうなど、地域で子育てが円滑に行える仕組みを整えた。

◆	グローバルに事業展開を行う企業の特色を活かし、異文化や外国語に触れる取組も
行っている。

◆虐待防止に関する責任者を選任し、職員に対する研修を行っている。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　山形県南陽市
■設立年　昭和63年
■資本金　1,000万円

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・グループ全体　450人（うち女性380人）
・単　　　　独　150人（うち女性125人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
製造業（繊維二次製品の企画・製造・販売）

○企業の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・	他社ブランドの受託生産を中心に、グローバルに展開しているアパレルメーカー。
・	本社を東京から南陽市へ移し、NAKANO	VILLAGE構想を打ち上げ、雇用創出や地域の活性化にも積極的に
取り組んでいる。
・女性従業員が多い。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 山形県南陽市（人口　約3.4万人）

○地域の特色
・	平成19年6月に子育て支援都市宣言を行い、子育て世代定住促進交付金や第3子以降の幼稚
園、保育園等の保育料を無料にするなど子育て支援に力を入れている。

・平成31年4月時点で待機児童はない。

○設置方式 単独設置・共同利用型（5社と共同利用）

○設置場所 自社の敷地内
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○運営方式 外部委託方式（株式会社みんなのみらい計画）

○開設日 平成30年1月

○開所時間 通常保育　平日・土曜　7:00〜18:00（延長保育18:00〜19:00）

○月額保育料

従業員枠　　　10,000円　兄弟利用２人目以降半額
共同利用企業　15,000円　兄弟利用２人目以降半額
地域枠　　　　18,500円　兄弟利用２人目以降半額
延長保育　　　１回500円　従業員枠は無料
※令和元年9月10日現在

○保育施設の
　特色

・	保育施設見学にも対応できるよう、研修センターの多目的ルームから保育施設へ通じる通路が
設置されている。

・保育施設の南側に広い園庭を備えている。

○費用の状況 施設整備費	291,242,000円（うち助成分	26,727,000円）
年間運営費			42,108,000円（うち助成分	37,943,530円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 3人 		4人 4人 ─ ─ ─ 11人

利用者数 3人 		7人 2人 ─ ─ ─ 12人

地 域 枠 定員数 3人 		3人 4人 ─ ─ ─ 10人

利用者数 2人 		5人 2人 ─ ─ ─ 		9人

合 計 定員数 6人 		7人 8人 ─ ─ ─ 21人

利用者数 5人 12人 4人 ─ ─ ─ 21人

※申請書類上年齢で定員は設けているが、運営上、受け入れ面積の範囲内で定員を超えなければ年齢別定員は
問わない

※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 7人 1人 8人

子育て支援員 ─ 1人 1人

調 理 員 1人 ─ 1人

栄 養 士 ─ ─ ─

看 護 師 ─ ─ ─

そ の 他 1人 ─ 1人

合 計 9人 2人 11人
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●● 保育施設設置の背景
株式会社ナカノアパレル（以下「ナカノアパレル」という）は、主に受注による他社ブランドを生産する

アパレルメーカーである。以前は主力工場を中国に置いていたが、平成24年に山形県南陽市に山形工場を建
て、生産の拠点とした。また、平成28年に山形県は自然災害が少ないため危機管理におけるリスク回避や雇
用創出による地域の活性化を目指して、本社を東京から南陽市に移した。

本社移転に伴い、社長の発案で従業員の生活環境の充実と地元の活性化を図ることを目的とした複合施設
NAKANO VILLEGE（以下「ナカノヴィレッジ」という）のプロジェクトチームが立ち上げられた。この企
画コンペの中で、建設会社から従業員のための保育施設設置の提案があった。

ナカノアパレルでは、生産体制の強化や自社ブランドの事業拡大などに取り組み、若い人材を積極的に採
用してきたが、従業員の8割以上は女性で、出産・育児により多くの女性従業員が退職したり長期の休みに
入ることが課題になっていた。会社敷地内に保育施設があれば、出産や育児をひかえた従業員も安心して働
くことができる。子どもができても保育施設を探す手間が省け、早期の職場復帰も可能になる。さらに働き
やすい職場は企業のイメージを高め、従業員を採用する上でも有利である。未来につながる保育事業に夢も
感じ、保育施設の設置を決めた。

保育施設を設置することは、社長が社内説明会を開いて発表した。

●● 従業員のニーズの把握
従業員にアンケートを行い、保育施設の設置への賛否、設置する場合に受け入れて欲しい子どもの年齢、

利用者負担額への要望を聞いた。また、子どもを持つ従業員に対しては、子育てにどういう思いを持ってい
るのか、どのようなことを問題と感じているのかを聞いた。さらに懇談会を開催して意見を聞いて、ニーズ
の集約を図った。

●● 設置場所の確保
保育施設はナカノヴィレッジの一角に新設した。ナカノヴィレッジは本社工場の目の前にある。

みんなのみらい南陽園の全景

設立までの経緯
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●● 設置方式・運営方式の決定
保育施設は福利厚生の一環として計画したので単独で設置した。しかし、市との情報交換で0歳～2歳児の

保育需要が増えているとの話を聞き、もともと地元の活性化を目指したナカノヴィレッジの取組でもあった
ので、地域枠を設けることにした。また、保育施設の開設を知った他の企業から利用の問い合わせがあり、
共同利用枠を設けることにし、5社と共同利用契約を結んでいる。

保育施設の運営は、当初から委託を前提で考えており、園長経験のある人が立ち上げた保育事業に実績の
ある会社に委託した。

●● 企業内に向けた対応
従業員が優先して利用できるようにし、従業員枠の保育料を地域枠の利用者より低く設定した。

●● 設立までの流れ
時期 内容

開設2年2か月前
平成27年10月頃

従業員の離職防止や早期の職場復帰への対応として保育施設の設
置を検討。
アンケートや懇談会で従業員の保育施設へのニーズを調査。

⇒社内での設置検討
⇒社内ニーズの把握

開設1年前
平成29年1月頃

地元の保育需要の状況や周辺企業からの要望などを踏まえ、設置
方式・運営方式を決定。
保育事業委託先の決定。

⇒設置方式と運営方式の決定
⇒外部委託業者等の選定

開設8か月前
平成29年4月頃

企業主導型保育事業へ申請。 ⇒申請手続き

開設6か月前
平成29年6月頃

社内説明会を開催し、利用者を募集。 ⇒利用者の募集

開設2か月前
平成29年10月頃

共同利用企業の募集など、開設に向けた具体的準備。 ⇒共同利用企業の募集

平成30年1月 保育施設の開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
開設前に、ナカノアパレルの担当者と園長が市のすこやか子育て課へ挨拶に

行き、保育施設の設置基準や人員配置基準を確認した。また、市の待機児童の
状況を聞いて受け入れについて話し合った。

●● 地域との関わり
保育施設と隣接する場所に幼稚園がある。この幼稚園と協定を結び、兄弟が

幼稚園にいる子どもを保育施設で預かったり、保育施設を卒園した子どもを幼
稚園に受け入れてもらうなど、地域で子育てが円滑に行える仕組みを整えた。

また、保育施設が入っているナカノヴィレッジは、地元住民などの交流の場

運営のポイントの詳細

「ヴィレッジ祭り」の案内
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としての役割も持っており、毎年「ヴィレッジ祭り」と名付けた催しを開催している。祭りでは、地元の農
家が生産する野菜の販売や専門学校生によるファッションショー、ミシン体験工房などを開き、好評を得て
いる。このようなイベントを通じて、地域との関わりを深めている。

●● 保育士の確保・定着
保育士は運営会社がハローワークで募集した。8人の求人に16人の応募があり、保育方針に共感できる人

材を採用した。保護者が安心して保育サービスを利用できるよう、園長、園長補佐、保育士は認可保育所で
の保育経験者である。保育補助、調理師、事務員もみな実務経験者で揃えた。

人員は、園長、園長補佐、保育士、保育補助、調理師、事務員の計11人体制である。
保育士の定着のため、給与を地域の平均水準より高くしたり、盆や年末年始、休日の出勤にはシフト協力

手当を別途支給している。また、子育て中の職員であれば短時間勤務や日中のみの勤務にするなど、できる
だけ職員の事情に合わせた働き方ができるように気を配っている。人事評価も四半期ごとに職員による自己
評価を考慮し、評価内容は個人面談で本人に伝えた上で、給与などに反映している。

●● 利用者の確保
保育施設では、従業員の子どもを優先的に預かることとし、また従業員枠の保育料を他の枠よりも低く設

定している。一方で、共同利用企業の営業日や勤務時間にも配慮して土曜日も開所している。
社内へは説明会を開催して保育施設の利用を呼びかけている。地元へはホームページやナカノヴィレッジ

でのイベントを通じて情報を発信している。定員は常にいっぱいで、入所待ちの状態が続いている。

●● 企業の特色を活かした取組
海外展開している強みを活かして異文化交流にも取り組んでいる。保育施設の子どもたちは、ナカノヴィ

レッジに住むベトナム人実習生と日々顔を合わせ、挨拶を交わしている。外国人講師を招いた活動も行って
おり、外国の踊りや遊びを楽しむ時間も取っている。

今後は、アパレルメーカーとしての特色も活かし、子どもの遊びに生地を取り入れていくことを検討して
いる。

ミシン体験工房 「ヴィレッジ祭り」の様子
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●● 保育の質（専門性の向上）
保育施設では保育理念に幼児教育の教育法の一つで

あるシュタイナー教育を採用し、理念の実践のための
職員研修を行っている。また、市主催の安全研修や県
主催のキャリアアップ研修に参加している。安全研修
では、子どもの人権、児童虐待に関して学んだ。研修
に参加した職員は、携帯電話のアプリで研修内容を職
員全員と共有し、保育の現場にすぐに取り入れられる
ようにしている。

●● 安全の確保
防災計画を作成し、避難訓練は月1回実施してい

る。避難訓練では、避難所に行くまでの行動を記録
し、改善点があれば次の訓練に取り入れている。

防犯・事故防止のため、子どもの投薬状況や食物ア
レルギーを把握するとともに、登園・降園ルールを定
めている。虐待防止のために、責任者を選任し、職員
研修を行っている。家庭や保育施設で起きた問題は、
職員全員で共有し、改善につなげている。外部委託事
業者とも常に情報を共有しており、現場で適切に解決
できない問題は外部委託事業者も関わりながら迅速に
対応している。

●● 食育の推進
子どもの発育段階や健康状態に応じた離乳食、幼児

食、食物アレルギーに配慮している。食育で重視する
ことは、職員が子どもたちと一緒に食事をし、子ども
たちに食べる喜びを知ってもらうことである。そこ
で、子どもたちには調理の前に野菜の収穫を手伝って
もらい、直接食材に触れる機会を提供している。子ど
もたちが遊ぶ部屋の隣が調理室で、野菜を刻む音や魚
を焼いた時のにおい、皿を洗う音が聞こえるように
なっている。視覚、聴覚、嗅覚全てから食べる意欲を
育んでいる。

保 育 内 容

職員全員で考えた子どものお誕生日マップ

避難訓練の様子

昼食の様子
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●● 企業にとって
保育施設を開設したことで、優秀な人材の離職がなくなり、従業員の採用にも良い影響が出て人手不足の

解消にもつながった。これまで産休・育休後の従業員の復職が円滑に進まず、離職せざるを得ないことも
あったが、保育施設の設置によって仕事と子育てを両立できる環境ができた。職場の近くに保育施設がある
ため送り迎えも容易で、緊急の時にもすぐに対応できること、勤務実態に合った開所時間も評価されている
ポイントである。従業員の子どもを優先して預かることができるため、工場の人員配置を適切に行えるよう
にもなった。

子どもは企業のイベントなどにも参加できるようになっており、従業員同士の交流が家族ぐるみで行わ
れ、職場に一体感がうまれるようになった。

県では、知事が県内の企業を視察し紹介する「知事のいきいき企業訪問」を行っている。平成31年1月に
この企画でナカノアパレルを訪れた知事から、働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいるとの評
価をいただいた。視察内容は県政トピックスとして県のホームページに掲載され、取材も増え、企業の知名
度やイメージの向上につながり、人材が集まるようになった。

●● 地域にとって
市の人口減少が進む中、ナカノヴィレッジができたことで雇用がうまれ、若い世代が周辺に住むようにな

り、地域に活気が戻ってきている。保育施設が開設されたことで、子育て世代が安心して長く働ける環境が
整った。

●● 保護者にとって
産休・育休後の復職時に子どもの預け先で悩むことがなくなった。会社が保育施設を造ったことで、子育

てを会社が理解してくれているという安心感もある。

企業主導型保育事業への取組の効果

知事のいきいき企業訪問
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企業担当者の声

山形工場は女性中心の労働集約型の職場です。地方における労働人口が減少の一途
をたどる中で、特に若い労働力の確保には大変苦労をしておりましたが、保育施設を
設置した後は求人への応募も増えてきました。近隣の企業からも共同利用の依頼をた
くさんいただいており、地域へも貢献できていると感じております。保育士さんと保
護者がアイディアを出し合い、特徴のある保育施設に育てていきたいと思っておりま
す。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

1歳の子を預けています。先生は皆優しく、なんでも相談できます。洗濯も全部やっ
てくれるので手ぶらでいけ、すごく助かっています。職場の近くなので、何かあって
もすぐに飛んでいけるので安心して働けます。

自治体関係者
の声

地域枠があるので、空きがあれば紹介するのですが、満杯のようで今のところ出番が
ありません。全体としては少子化が進んでいるのですが、この地域は保育の需要があ
るようです。県内ではどこも保育士不足が問題になっていますが、そこもしっかり解
決していて感心しています。定員もいっぱいで、保育士も確保しているその辺のノウ
ハウを教えてもらいたいですね。
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

福島卸商団地協同組合（サービス）
みらい・ゆめ保育園／福島県福島市

運営のポイント

◆保育事業の経験やノウハウを持っていなかったが、長く保育事業に携わってきた認可
保育所の元理事長に出会い、その人の知見を学び、人脈から人材の確保にもつなげら
れた。

◆	保育施設を開設する3か月前に開設準備室をつくり、保育士等の主要な職員を先行的
に採用し、保育理念や保育方針、運営方針などを保育経験者とともに整備した。

◆	保育士をはじめ職員は経験のある人を雇用することに注力し、給与を他施設よりも高
くし、能力のある人材を確保した。

◆	有給休暇や土曜出勤の代休もほぼ100%取得できるよう対応している。

◆	毎日、献立の実物を保育施設の入り口に置き、保護者が見られるようにしている。

○協同組合の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　福島県福島市
■設立年　昭和44年11月
■資本金　67億2千万円

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・グループ全体　　43人（うち女性41人）
・単　　　　独　　  6人（うち女性4人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
サービス業（共同金融事業・共同展示場事業・共同給油事業・教育情報事業・福利厚生事業）

○協同組合の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・組合員63社で構成され、組合員の企業経営をあらゆる分野から支援している。
・金融事業、経営支援事業、展示場運営等の共同事業を行う。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 福島県福島市（人口　約30万人）

○地域の特色 ・福島市は県内で待機児童数が最も多い。
・平成31年4月時点の市の待機児童数は97人で１歳児が40人と多い。

○設置方式 単独設置・共同利用型（26社と共同利用）

○設置場所 駅前で交通の便の良い場所

地域枠あり
自主運営

中小企業
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○運営方式 自主運営方式

○開設日 平成30年6月

○開所時間
通常保育　平日・土曜　 7:00〜18:00（延長保育18:00〜19:00）
一時保育　平日　　　　８:00〜19:00 
病児保育　平日　　　　８:00〜17:00

○月額保育料

0歳児 30,000円　1歳児 28,000円　2歳児 25,000円　3歳児 23,000円
4歳〜5歳児 18,000円　兄弟割引（下の子どもは保育料半額）　
延長保育　１回300円　
病児保育　5時間以上 3,000円　　5時間以内 1,500円　
一時保育　0歳〜2歳児　5時間以上 2,500円　　5時間以内 1,500円　
　　　　　3歳〜5歳児　5時間以上 2,000円　　5時間以内 1,000円
※令和元年8月1日現在

○保育施設の
　特色

・ 広々とした園内と遊具を揃えた園庭を備え、子どもたちがのびのび遊べる環境を整えている。
・保育設備、人員体制等が認可保育所を上回る基準で運営が行われている。

○費用の状況 施設整備費 276,933,000円（うち助成分 179,470,000円）
年間運営費   86,324,162円（うち助成分   52,463,316円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数   ６人   6人   6人   6人   6人   6人 36人

利用者数   6人   6人   3人   1人   0人   0人 16人

地 域 枠 定員数   ６人   6人   6人   6人   6人   6人 36人

利用者数   6人   6人   3人   1人   0人   0人 16人

合 計 定員数 12人 12人 12人 12人 12人 12人 72人

利用者数 12人 12人   6人   2人   0人   0人 32人

※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 11人 １人 12人

子育て支援員 ─ 1人   1人

調 理 員 ─ 1人   1人

栄 養 士   2人 ─   2人

看 護 師   4人 ─   4人

そ の 他   1人 ─   1人

合 計 18人 3人 21人
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●● 保育施設設置の背景
福島市は県内で待機児童数が最も多く、慢性的に保育施設が不足していた。平成20年頃から福島卸商団

地協同組合（以下「協同組合」という）には、組合員企業から、産休・育休の従業員の職場復帰の遅れが多
く、団地内に保育施設を設置して欲しいという要望が出ていた。また、市からも、協同組合に団地内保育施
設を設置してはどうかと以前からすすめられていた。そういう状況の中で、国の企業主導型保育事業が始ま
り、市長自らが、市のこども未来部こども育成課に働きかけ、協同組合にこの事業を紹介してくれた。
こうした動きを受け、協同組合は平成29年6月の理事会で保育施設の設置について検討を始めることに

し、協同組合の組合員企業及び従業員にアンケート調査を実施した。その結果、保育施設の必要性を感じて
いる人や、実際に利用を希望する人が多いことが明らかとなり、早急に団地内に保育施設を設置することを
決めた。
運営体制を整えるため、開設3か月前に開設準備室を設置し、保育士など主たる職員を先行採用し、保育

理念、保育目標、保育方針、運営方針を決定するなど開設に向けた準備を進めた。その後、従業員等に対し
て保育施設の説明会を複数回開催して利用を呼びかけた。

●● 組合員のニーズの把握
協同組合では、組合員企業及び従業員を対象に、保育施設に関するアンケートを平成29年6月に実施し

た。質問は、居住地域、子育ての状況、希望保育料、保育施設選択の条件と選択で重視すること、保育施設
を設置した場合の利用可能性等である。67社1,120人から回答を得た（回収率87.01%）。その結果、「卸
商団地内に保育所があると求人がしやすく、長く勤めやすい職場になると思うか」については85.2%が「そ
う思う」と答え、「近い将来保育所を利用するか」については、45.4%が「はい」と回答した。回答者の年
齢は男女ともに子育て世代の20歳～40歳代が多く、潜在的な利用者の多さも明らかとなった。

●● 設置場所の確保
設置場所の参考とするため、他の企業主導型保育施設や近隣の新設の認可保育所を視察した。保育環境を

考慮し、阿武隈急行卸町駅近くで交通の便がよいところ、そして交通往来の激しい大通りから少し離れた
300坪程度の土地があれば理想的だと考えた。かつて東日本大震災で被災した建物を撤去し、共同駐車場に
していた土地がそのような場所であったので、そこを保育施設の設置場所に決めた。

●● 設置方式・運営方式の決定
設置方式・運営方式の決定においても、外部に運営を委託している企業主導型保育施設を調査し、検討資

料を集めた。その上で、従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するには、協同組合が直接運営
するのがよいだろうと考え、共同利用での自主運営方式とした。

●● 協同組合内に向けた対応
運営方針などを検討する際に、アンケートで保育施設を利用したいと回答した組合員企業と連携し、意見

交換会や従業員の意見の聞き取り調査を行った。保育料は、近隣の保育施設の料金を参考に利用者負担を検
討し、従業員枠と地域枠ともに同じ保育料とした。ただし、企業枠利用者には各組合員企業が福利厚生とし
て保育料の一部を補助するので、従業員は実質、地域枠利用者より低い保育料で利用できる。

設立までの経緯
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●● 設立までの流れ
時期 内容

開設１年前
平成29年6月頃

組合員企業及び各社従業員に保育施設の必要性や運営上の要望な
どを調査。

⇒ニーズ把握

開設10か月前
平成29年8月頃

定員、運営方式、設置場所、施設規模等を決定。
保育施設建設予定地の建物を解体。
保育施設の遵守すべき基準や手続き、地域枠について市に相談。

⇒運営方式の決定
⇒設置場所の決定
⇒自治体との決定

開設9か月前
平成29年9月頃

児童育成協会への助成申請のための関係書類の作成及び申請。 ⇒整備費申請

開設8か月前
平成29年10月頃

保育施設の整備、保育士等の必要人材の確保、安全管理の対策等
の準備を開始。

⇒開設に向けた具体的な準備

開設7か月前
平成29年11月頃

保育施設の設置について第1回卸団地内企業向け説明会、地域住
民向け説明会の開催。

⇒企業及び地域住民説明会

開設6か月前
平成29年12月頃

保育士及び看護師、栄養士の面接及び内定。
保育施設の設置及び保育料、保育内容について第2回卸団地内企
業及び地域住民向け説明会の開催。
園舎建築工事発注。

⇒保育士等必要人材の確保
⇒企業及び地域住民説明会

開設4か月前
平成30年2月頃

地域枠の取り扱い等について市と打ち合わせ。
整備費の変更手続きと運営費の助成を児童育成協会に申請。

⇒自治体等との調整
⇒申請手続き

開設3か月前
平成30年3月頃

保育園開設準備室を開設。
保育園のしおり、保育園ホームページの開設、スタッフの追加採
用。

⇒開設に向けた具体的な準備

開設2か月前
平成30年4月頃

入所申込み受付開始。
保育施設開設に向け、人材の確保、備品の整備等の準備を開始。

⇒開設に向けた具体的な準備

平成30年6月 保育施設の開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
団地内の保育施設設置を市が推し進めていたこともあり、県や市は積極的に支援をしてくれた。市と保育

認定書の交付について詳細な打ち合わせを行い、対応してもらった。保育施設設置後は、市と地域枠の空き
状況について情報交換している。市から利用希望者の紹介を受け、空きがある場合は受け入れている。

●● 地域との関わり
卸商団地は、団地を造成する際に市が住民から買収した土地を協同組合が購入した経緯がある。このこと

から協同組合は、長年地元に貢献したいという強い思いを持っていた。保育施設の設置にあたり、地域枠を
設け、保育料も従業員枠と同額にしたのはこうした思いからである。また、近隣の中央卸売市場の関係者・
企業に幅広く声をかけ、保育施設の共同利用契約を結び、協同組合と地元企業が連携して地域の子育て環境

運営のポイントの詳細
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を整えている。
開設3か月前の平成30年3月から開園予告のホームページを開設し、4月6日に近隣の住民を対象にした説

明会を開催した。

●● 保育士の確保・定着
協同組合は保育施設の運営に関する知識や経験もなかったため、付き合いのある人材派遣会社のつてを頼

り保育経験者等を紹介してもらい、経験豊富な認可保育所の元理事長に出会った。保育士の確保に際して
は、その人の人脈に頼り、関係者に働きかけを行った。
保育士は経験者の採用にこだわり、給与を周辺の保育施設より高く設定し、働きやすい職場環境を整え

た。そして、園長は認可保育所で副園長の経験を持つ人を、他の保育士も認可保育所での副園長クラスの人
を採用できた。看護師と専任栄養士も経験者を採用した。
人員は、施設長、園長、保育士、非常勤保育士、看護師、栄養士、パート調理員、事務、パート子育て支

援員の計23人体制である。配置基準より多く採用し、有給休暇や土曜出勤の代休もほぼ100%消化できる状
況である。

●● 利用者の確保
保育施設設置前に実施したアンケートで得られた開所時間や保育料などへの要望を運営に反映すること

で、満足度を高め、利用者の確保につなげている。従業員枠は弾力的に地域枠に振り替えることができるよ
うにしている。そして市と空き状況を頻繁に情報共有することで、市から入所希望者を紹介してもらい、安
定的な利用者の確保と高い定員充足率を維持している。
パンフレットやしおりも作成し、組合員企業や町内会、町内連合会に配布している。ホームページやイン

スタグラムでも保育の状況や運営の内容を公開し、保育施設を知ってもらうようにしている。

●● 協同組合の特色を活かした取組
協同組合では、団地内の施設を活用した取組を進めている。協同組合が設置した屋内施設「ウィル福島ア

クティおろしまち」は、雨天の際に子どもたちの遊び場として使えるようにしている。この施設は、子ども
が元気いっぱいに駆けまわれる広さがあり、また、災害時の緊急避難先にもなっている。その他、外部から
講師を呼び、英会話教室、体操教室を始めた。

ウィル福島 アクティおろしまち
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●● 保育の質（専門性の向上）
市が主催する事故防止と事故対応、感染症対策、発達過程に応じた保育、食育活動と食物アレルギーにつ

いての認可外保育施設職員研修に参加している。
県が主催する保育士等キャリアアップ研修にも積極的に参加し、新任の保育士は、新任保育士研修も受講

している。
研修後は、報告書を作成し、職員会議で他の職員と情報を共有し、研修内容を日々の保育に取り入れてい

る。

●● 安全の確保
月1回、年間計画に基づき避難訓練を行っている。避難訓練では、火災、地震、風水害、不審者など、毎

月取り組むテーマを変えて実施している。また、年2回、管轄消防署に消防訓練実施計画書を提出し、総合
防災訓練を行っている。保育施設は、災害共済給付に加入している。
日々の安全対策にも細心の注意を払ってきた。保育施設の開設準備段階から他施設や児童育成協会の公表

データを参考に危機管理、食物アレルギー、感染症、散歩、プール・水遊び、午睡チェックなどの各種事故
対応マニュアルの作成と実施について十分検討し、職員に周知している。保育施設の屋内遊技場に人工芝を
敷いて怪我を防止している。また、保育園管理運営ソフトウェアと午睡マットを導入し、午睡時の事故を未
然に防ぐ助けとしている。ヒヤリハットは小さなことでも都度記入し、全職員で閲覧できるようにしてい
る。

保 育 内 容

英会話教室 体操教室

避難訓練 消防訓練
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●● 食育の推進
日々の食事や食育を通し、食べることを楽しみ、食を大切にする心を育むことで、心身ともにすこやかに

成長・発育することを目指している。食事の質を保つため、給食は保育施設で調理することを前提に、栄養
士2名、調理師1名を採用した。近隣の中央卸売市場から食材を購入し、地元に根差したものや季節のもの、
栄養価の高いものを取り入れている。献立の実物を毎日保育施設の入り口に並べ、保護者が見られるように
もしている。さらに、子どもたちに食に興味を持ってもらえるように、子どもたちが実際に季節の食材に触
れたり、調理を手伝ったりする活動を取り入れるなど、体験を通じた食育を行っている。
経験豊富な栄養士が開設準備段階から食器や機材、素材までの多くを選定し、アレルギー対応についても

万全を図っている。

●● 企業にとって
従業員の育休の職場復帰が速やかに行われるようになり、求人では保育施設があることが好印象を与え、

若手の採用活動が円滑になるなど、従業員、組合員企業の双方にとって望ましい状況が実現できている。
協同組合では、保育施設の整備、運営に相当の資金を拠出してきたが、保育施設が設置されたことで協同

組合の活動がマスコミ等を通じて報道され、協同組合のイメージ向上につながった。周辺住民からも好評で
ある。

●● 地域にとって
地域枠を設けたことで市の待機児童対策に貢献できている。
保護者からの保育施設に対する評価も高く、近隣住民から自分の孫を保育施設に通わせたいなど、保育施

設に関する明るい話題は多い。

●● 保護者にとって
就労時間に合わせた開所時間など、保護者の要望を反映した運用が保護者に好評である。認可保育所以上

の設備や人員体制も評判で、保護者の安心材料となっている。保育施設に空きがあるのであれば、子どもを
預けたいという声が多く寄せられるようになった。

企業主導型保育事業への取組の効果

交通安全教室
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企業担当者の声

保育園についての知識も経験もゼロでしたが、認可保育所の元理事長で長いこと保育
事業に携わっていた人に出会え、保育を一から教えてもらい、その重要性、大変さが
わかりました。その人脈にも頼り、順調に開設できました。保育の質と食事に自信を
持っていますが、従業員にも地域枠の利用者にも高い評価を得ています。ベテランの
保育士やスタッフに開設前から入ってもらい、一緒に保育園づくりに参加してもらっ
たのも良かったと思います。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

市には待機児童が多く、育休明けに保育園を見つけて職場復帰できるか不安でした
が、みらい・ゆめ保育園が開園してくれたので望みどおり復帰することができまし
た。職場と保育園が近いので、子どもの具合が悪くなってもすぐに迎えにいけるとこ
ろが助かっています。

地域枠利用者
の声

近くの認可保育園に入れず待機していました。保育施設は認可外保育園ということで
最初は迷いましたが、見学に行ってみるととても良い雰囲気で、認可保育園よりも環
境が良く、すぐに入園を決めました。実際に預けてみると、いろいろな行事や体操教
室などもあり、子どもも毎日楽しく通っています。
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

株式会社マルト（小売）
大企業

地域枠なし
外部委託

マルト保育園くぼた／福島県いわき市

運営のポイント

◆従業員の家族などで離職中の保育士の有資格者を採用するなど、潜在保育士を掘り起
こして有効活用している。

◆	産休・育休取得者や、今後、保育施設を利用する可能性がある従業員の一覧を作成す
るなど、常に最新の保育ニーズを把握している。

◆	保育士のメンタルヘルスを含めた健康維持と安全衛生面からサポートしている。

◆	食品を扱う企業として、本業の食育活動の取組から得られるノウハウや工夫を食の安
全対策や献立に活かしている。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　福島県いわき市
■設立年　昭和39年10月
■資本金　5,000万円

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4,700人（うち女性3,700人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
卸売業・小売業（スーパーマーケットとドラッグストア）

○企業の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・いわき市を中心にスーパーマーケット37店舗、薬局56店舗を展開し、元旦を除き年間を通し営業してい
る。
・平成29年6月20日に社長が「イクボス宣言」をし、子ども手当の増額、育児休業手当の追加給付などの子育
て世代の支援に積極的に取り組んでいる。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 福島県いわき市（人口　約34万人）

○地域の特色 ・	県の東南端で、茨城県との県境にある。
・平成31年4月1日現在の待機児童数は5人である。

○設置方式 単独設置・単独利用型

○設置場所 スーパーマーケット、ドラッグストアの敷地内に設置

○運営方式 外部委託方式（株式会社日本デイケアセンター）
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○開設日 平成31年1月

○開所時間 通常保育　平日・土曜・日曜　8:00〜18:00（延長保育　7:30〜8:00、18:00〜18:30）
一時保育　平日・土曜・日曜　8:00〜18:00

○月額保育料 従業員の子ども　10,000円、2人目から5,000円
※令和元年8月2日現在

○保育施設の
　特色 ・保育施設内に子どもが駆けまわれるほどの広いスペースを設けている。

○費用の状況
施設整備費				73,878,000円（うち助成分	46,894,000円）
年間運営費	約26,809,000円（うち助成分	10,607,470円*）
　　　　　　　*	運営費助成分は平成31年1月から令和元年10月の運営費の実績を掲載しています。

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 3人 3人 4人 6人 2人 1人 19人

利用者数 4人 0人 1人 0人 0人 0人 		5人

合 計 定員数 3人 3人 4人 6人 2人 1人 19人

利用者数 4人 0人 1人 0人 0人 0人 		5人

※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 3人 3人 6人

子育て支援員 ─ ─ ─

調 理 員 3人 0人 3人

栄 養 士 ─ ─ ─

看 護 師 ─ ─ ─

そ の 他 ─ ─ ─

合 計 6人 3人 9人

47

株式会社マルト（小売）



●● 保育施設設置の背景
株式会社マルト（以下「マルト」という）では、育児休暇を取っている女性従業員が常に20名ほどいる

が、市内の認可保育所に空きがなく、職場に戻れない従業員が増えていた。平成29年6月に社長が従業員の
育児や介護、ワーク・ライフ・バランスに配慮・理解を示す「イクボス宣言」をし、地域で子どもを育てる
仕組みづくりを目指すことを掲げた。その子育て支援の目玉事業として、低料金で利用できる保育施設の設
置を考えた。保育施設には相当額の投資が必要なため、踏み切れずにいたが、同業のスーパーマーケットが
保育施設を始めたことを聞き、企業主導型保育事業が始まったこともあり、設置を決めた。

●● 従業員のニーズの把握
従業員に、保育施設への入所を希望する対象児童の年齢をアンケートで聞いた。アンケートでは、市内の

待機児童数は減っているにもかかわらず、0歳～1歳児は希望してもなかなか認可保育所には入所できないと
のことで、この年齢層で特に保育ニーズが高いことがわかった。

●● 設置場所の確保
保育施設は、ショッピングセンター敷地内の使用していない医療施設用の建物を改修した。ここはマルト

の本部に近く、駐車場もあることから利用者が車で送り迎えするにも便利な場所であると考えた。園庭はな
いが、屋内に子どもが走りまわれる広いスペースをとった。近くに運動できる施設があるので、そこを利用
することもできる。

●● 設置方式・運営方式の決定
福利厚生の一環として保育施設の設置を決めたことから、単独での設置とし、従業員のみで定員枠を十分

確保できる見通しもあり、地域枠は設けなかった。運営は、保育のノウハウがないので委託することとし、
3社の候補から、委託費用や実績などを考慮し、全国で保育運営の実績があり信頼できそうな事業者を選定
した。

●● 企業内に向けた対応
従業員に保育施設の開設を社内報で周知し、産休・育休取得者には入園パンフレットを配布した。

設立までの経緯

保育施設が設置されているショッピングセンターの全景

ショッピングセンター 保育施設

駐車場

48



従業員が利用しやすいよう、年齢にかかわらず保育料を一定（市の認可保育所の平均水準の3分の1程度）
とし、さらに兄弟の2人目以降は保育料を半額とした。

●● 設立までの流れ
時期 内容

開設2年前
平成29年頃

従業員の育児や介護、ワーク・ライフ・バランスの支援を目的
に、保育施設の設置を検討。
社内役員会に提案。

⇒従業員ニーズの把握
⇒設置場所の決定

開設1年前
平成30年1月

企業主導型保育事業を児童育成協会へ申請。 ⇒施設整備費の申請

開設9か月前
平成30年4月

保育施設の工事着工（～平成30年12月）。 ⇒施設整備

開設8か月前
平成30年5月

運営を外部委託することにし、3社から提案を受け事業者を選
定。

⇒外部委託事業者の決定

開設3か月前
平成30年10月

従業員に社内報で保育施設の開設を周知。
入園パンフレットを作成し、入園受付を開始。

⇒開設に向けた具体的準備

平成31年1月 保育施設の開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
保育施設の設置にあたって、市の子ども未来部に相談し、市内の待機児童の状況や認可保育所の保育料、

幼児教育・保育の無償化などの情報を提供してもらった。他にも、保育士を採用する際の留意点や嘱託医の
候補などの情報を教えてもらい、運営の参考にした。県からは、企業主導型保育事業の支給対象外の外構工
事や備品などに対して助成を受けた。

●● 地域との関わり
マルトは地域住民が日常的に食品や薬を購入する

スーパーマーケットとドラッグストアを運営してお
り、地域住民にとって身近な存在である。
スーパーマーケットと同じ敷地内に保育施設がある

ことから、買い物に来た地域の人と子どもたちが登
園・降園時や散歩の時に交流する場面がうまれている。

●● 保育士の確保・定着
保育士は、マルトの関係者の協力と外部委託事業者

による募集を通じて確保した。保育士資格のあるマル
トの役員や従業員の関係者が、復職や他の保育施設か
ら移るなどし、保育施設の職員として勤務する体制で

運営のポイントの詳細

スーパーマーケット近くでの散歩の様子
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運営を始めた。
園長はマルト本部の係長の妻で、認可保育所での実務経験が豊富な人である。保育士も役員の親や妻で、

調理員も役員の妻で長年調理に携わった経験者である。夫や親族の勤務先が開設する保育施設なので安心し
て働けると、潜在保育士の掘り起こしに一役買っている。保育士募集では、保育士が不足していると言われ
る中、多くの応募がある。応募者に応募理由を聞くと、昔から地域密着でスーパーマーケットやドラッグス
トアを展開しているマルトの知名度の高さからくる信頼感や小規模でかつ保育士の子どもを預かるという点
で従業員枠の利用形態は安心感がある、とのことであった。
人員は専任保育士3人、非常勤保育士3人、調理員3人の計9人体制である。保育士の労働環境に配慮し、

メンタルヘルスを含めた健康面と安全衛生面から職員をサポートしている。

●● 利用者の確保
保育料は従業員が利用しやすいように低く設定している。保育施設の利便性も良いことから、従業員の中

で保育施設の利用価値が高まっている。
マルトでは産休・育休取得者と今後、利用可能性がある従業員の一覧を作成し、常に最新の保育ニーズを

把握している。産休終了日の半月前に従業員の自宅に保育施設の入園案内を郵送している。ホームページ、
地元新聞、地元FMラジオ、県内NHKテレビなどでも保育施設の存在が周知されている。子どもの親同士の
交友関係ができつつあり、従業員の口コミからも利用者確保につながっている。

●● 企業の特色を活かした取組
マルトでは安全な食材を扱った食育に力を入れている。毎日、保育施設の隣にあるスーパーマーケットか

ら新鮮で安全な食材を仕入れ、手作りで調理した給食とおやつを子どもたちに提供している。マルトでは、
食育レシピのホームページへの掲載、お弁当コンテスト、健康相談などの食育活動や行事を年に数回開催し
ている。こうした食育活動の取組から得られたノウハウや工夫を保育施設の献立に活かしている。

ハロウィンのおやつづくり
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●● 保育の質（専門性の向上）
県主催の研修に参加し、研修内容を保育士間で共有し、日々の保育に反映している。令和元年度は県の保

育士等キャリアアップ研修に参加した。
また、個々の子どもや家庭での養育環境の違いを情報共有しながら、一人ひとり丁寧に保育が行えるよう

心がけている。

●● 安全の確保
外部委託事業者で作成した安全管理対策マニュアルを活用し、毎月1回の避難訓練に加え、隣接するスー

パーマーケットの従業員と火災避難訓練を行っている。
また、マルトは食品を扱う企業として、食の安全に最大の注意を払っており、食品トレーサビリティの取

組や安心・安全な食材選び、食品放射能測定の自主検査を行っている。保育施設で提供する食事やおやつに
同様の配慮をしている。

●● 食育の推進
マルトは、健康相談会や料理教室など食育に関する多くの取組を行っており、毎月の献立にもこれらのノ

ウハウを組み入れている。3人の調理師が手づくりしたお昼のご飯を提供している。

保 育 内 容

手づくりケーキでお誕生会

避難訓練の様子
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●● 企業にとって
保育施設の設置により、産休・育休後の従業員の速やかな職場復帰が可能となり、従業員の定着につな

がっている。新規採用でも若い世代が増えるという大きな効果があった。これまでの採用では、30万円ほ
どかけてチラシを作成し、新聞の折り込みなどで募集していたが、数人の中高年者の応募に留まっていた。
保育施設を設置してから、マスコミなどで取り上げられるようになり、マルトの知名度が上がり、会社のイ
メージも向上した。その結果、求人費用をかけなくても若い世代の応募がくるようになり、人材不足の解消
にもつながっている。
マルトでは、令和元年5月に2園目となる保育施設を市内に開設した。職場に保育施設を併設することで、

若い世代の人材確保と定着につながることを実感し、今後、新しく開店するスーパーマーケットにも同様に
保育施設を設置していくことを検討している。

●● 地域にとって
待機児童削減と地域で子どもを育てる仕組みづくり、幼児の食育に貢献できている。また、地元の若い世

代の雇用創出にも貢献している。

●● 保護者にとって
これまで、産休・育休後に子どもを預ける場所がなかなか見つからず、働き続けたいと思っても叶わな

かった人もいる。勤務先に保育施設が併設され、勤務先の関係者が保育施設の職員であることから、安心し
て子どもを預けられる環境ができた。保護者からは、早期の職場復帰が実現した、土日や連休に預かっても
らえて安心して働ける、などの評価を得ている。

企業主導型保育事業への取組の効果
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企業担当者の声

保育士の募集についてもスタッフがチラシを持って団地を戸別訪問したり、入園ポス
ターを貼ってくれたり、一生懸命に動いてくれています。利用者の満足度が高いのは
保育の質が高いからでしょう。地元にしっかり定着していると思います。いわき市や
茨城県などでまだ店舗を出していない地域にも保育園の需要があると考えています。
そのため、新店舗の開店と合わせ企業主導型保育施設を開設していきたいと思ってい
ます。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

スーパーマーケットの休みはカレンダー通りでないため、土日や連休でも子どもを預
かってもらえる保育施設ができて安心して働くことができます。
園内の衛生設備も整っており、子ども一人ひとりに合わせた給食を提供してもらえて
おり、子供の体調管理もしてくれるので安心できます。
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

松葉倉庫株式会社（倉庫）
中小企業
地域枠あり
外部委託

まつの実／静岡県藤枝市

運営のポイント

◆保育事業の取組は子育て支援に留まらず、産業や地域の活性化に有効な取組であると
考え、自治会、近隣の企業を何度も訪問・説明し、地域の理解を得ながら進めた。

◆	保育士は全員が保育経験者で園長のネットワークで採用した。事務員や調理員につい
ても子育て支援員の資格保有者から採用している。

◆	小規模なので、全ての子どもたちの情報を全職員で共有し、対応できる体制を整えて
いる。

◆	倉庫業ならではの子ども向けのイベントを行い、子どもたちが物流業界に関心を持つ
よう工夫している。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　静岡県藤枝市
■設立年　昭和47年3月
■資本金　1,800万円

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・グループ全体　　110人（うち女性47人）
・単　　　　独　　  85人（うち女性45人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
運輸・倉庫業

○企業の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・生産と消費のパイプ役として、商品の保管・管理・梱包・発送・輸送に関わる全分野で事業展開している。
・良質の物流サービスの提供をモットーに地域に密着した営業を展開し、従業員のワーク・ライフ・バランスに

も意欲的に取り組んでいる。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 静岡県藤枝市（人口　約14.5万人）

○地域の特色 ・ 藤枝市と焼津市の市境。
・藤枝市の待機児童数はゼロである。しかし、0歳～2歳児の潜在需要は存在している。

○設置方式 単独設置・共同利用型（8社と共同利用）

○設置場所 松葉倉庫本社に隣接し、幹線道路沿いに設置

○運営方式 外部委託方式（株式会社あき）
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○開設日 平成30年4月

○開所時間 通常保育　平日・土曜　7:30～18:30（延長保育7:00～7:30、18:30～19:00）
一時保育　平日・土曜、祭日　8:00～17:00

○月額保育料

0歳児：30,000円　　1歳～2歳児：25,000円　兄弟利用２人目以降半額
延長保育：30分300円
一時保育：60分600円　　4時間まで上限1,500円　
4時間以上上限2,000円
給食費300円
※令和元年8月19日現在

○保育施設の
　特色

・ 保育室内は扉を開け放すことで開放的なスペースを確保できるようになっている。
・二階建てのメリットを活かし、幹線道路沿いの窓を大きくし、道路を往来するトラックなどの

車が良く見えるようになっている。

○費用の状況 施設整備費 42,674,178円（うち助成分 31,274,000円）
年間運営費 33,084,714円（うち助成分 22,985,936円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 3人 3人 3人 ─ ─ ─   9人

利用者数 1人 3人 2人 ─ ─ ─   6人

地 域 枠 定員数 2人 3人 3人 ─ ─ ─   8人

利用者数 2人 3人 ─ ─ ─ ─   5人

合 計 定員数 5人 6人 6人 ─ ─ ─ 17人

利用者数 3人 6人 2人 ─ ─ ─ 11人

※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 4人 3人 7人

子育て支援員 1人 1人 2人

調 理 員 1人 ─ 1人

栄 養 士 ─ ─ ─

看 護 師 ─ ─ ─

そ の 他 ─ ─ ─

合 計 6人 4人 10人
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●● 保育施設設置の背景
松葉倉庫株式会社（以下「松葉倉庫」という）では、かつては即戦力となる人材を中途採用していたが、

最近では中途採用が難しくなり、新卒採用中心に切り替えていた。その結果、若い人材の採用が増えていっ
たが、各部署に配属していく中で、結婚や出産で休職や退職をする女性従業員が出てきた。このままでは復
職の目途も立たない状況であり、従業員の子育て支援の必要性を認識するようになった。そのころ、倉庫協
会の会報に入っていた企業主導型保育事業開始のチラシが保育施設設置を考えるきっかけとなった。長年働
いている高齢の従業員が、夏休みに孫の面倒を見るという理由で1か月休んだこともあり、勤務先の近くに
保育施設があれば、里帰り出産や一時預かりなどにも対応できて働きやすくなるとも考え、保育施設の設置
を検討することにした。
保育施設設置に向けた検討経緯は、毎月の社内幹部会議で報告をし、従業員に社内報で定期的に検討内容

を報告した。

●● 従業員のニーズの把握
社長が中心となり、女性従業員全員に社内にあったら安心だと考える制度や施設などについてアンケート

をしたところ、育児に関する要望と介護に関する要望が多く挙がった。若い人たち中心の採用や女性の働き
方を応援していくという会社の方針と照らし合わせ、保育支援をまず行うことにした。当時、妊娠している
従業員2人が産休・育休後の職場復帰を希望しており、会社側も彼女たちの職場復帰を望んでいたので、保
育施設設置は双方にとって大きな安心材料となった。

●● 設置場所の確保
「会社の隣、会社の近く、通勤の途中」をコンセ

プトに場所を選定した。本社倉庫に隣接するビデオ
店が廃業した土地を数年前に購入していた。本社倉
庫前の道路は藤枝市、焼津市、静岡市とつながる幹
線道路で、アクセスが良く、多くの従業員も通勤に
使っている。今後も近隣に工業団地の整備が見込ま
れ、この場所なら保育施設のニーズはあると見込
み、保育施設の設置場所に決定した。

●● 設置方式・運営方式の決定
保育施設は自社単独で設置することにしたが、中小企業単独で保育施設を運営するのはハードルが高いの

で、運営は委託することにした。地元との連携の中で事業をやっていきたいという思いもあり、地元の保育
事業者を探した。その中に、障害者の社会復帰や障害児と健常児の統合保育に実績のあった会社があり、理
念も方向性もパートナーにふさわしいと判断し委託先に決めた。
運営の委託先を探したり、保育事業の情報を収集する中で、松葉倉庫のみでは定員の充足は難しいと考

え、保育施設建設予定地の立地からも自社以外の利用者を確保できる方策を検討した。その結果、近隣企業
の8社と共同利用することとし、地元貢献・還元の思いから地域枠を設定した。

設立までの経緯

松葉倉庫本社に隣接して設置しているまつの実
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●● 企業内に向けた対応
福利厚生として従業員の保育料を低く設定し、複数児童を預け入れる場合の兄弟割引も適用した。

●● 設立までの流れ
時期 内容

開設2年前
平成28年前半頃

創立、50周年に向けた社会貢献、地域貢献活動の一環として、
保育施設設置の社内検討開始、決定。

⇒設置検討
⇒社内ニーズの把握
⇒設置場所の決定

開設1年前
平成29年3月頃

保育施設の運営委託先として、地元で実績のある企業を探索、決
定。

⇒運営方式の決定
⇒外部委託事業者の決定

開設11か月前
平成29年5月頃

自治体から保育施設の設計実績が豊富な地元の設計士を紹介いた
だき、整備の検討を開始。
児童育成協会への申請準備を開始。

⇒設置方式の決定
⇒申請手続きの開始

開設9か月前
平成29年7月頃

従業員に保育施設設置の概要を説明。
設置場所に隣接する各地元自治会や近隣企業、近隣工業団地への
説明を開始。

⇒社内説明会の開催

開設7か月前
平成29年9月頃

保育士の募集を開始。
保育施設の特色やコンセプトなど運営内容の詳細検討。
ホームページの開設やキャラクター検討、保育料の設定など利用
者の募集要項の詳細検討を開始。

⇒開設準備

開設4か月前
平成29年12月頃

近隣地域の各町内にチラシを配布。
近隣企業への訪問や会社ホームページ、経営者同士のネットワー
クで保育施設を周知。

⇒利用者の募集

平成30年3月
～4月

静岡新聞やトラック業界の広報誌で保育施設開設記事を掲載。
保育施設の開設。

⇒開設

●● 自治体との連携
保育施設の立地を考えると、藤枝市や隣接する焼津市のみならず、静岡市や島田市などからも子どもを預

けにくる可能性があるので、そうした自治体にも保育施設を設置する予定を伝えた。
松葉倉庫の社長はこれまで藤枝市の産業政策づくりに地元企業の代表の1人としてかかわっており、市と

は必要に応じて意見交換できる関係ができていた。保育施設の設置に際して、市の児童課に保育施設の設置
基準や人員配置基準、防犯基準などについて情報交換を行った。また、中小企業の保育施設の運営という
チャレンジに対する支援の働きかけを産業政策課に行った。市では平成29年度に藤枝市地域経済を支える
「がんばる中小企業」振興基本条例を制定した。この条例に基づき、松葉倉庫の保育施設設置の取組が評価
され、補助金の給付が実現した。
焼津市には、保育を必要とする乳幼児が認可外保育施設を利用した際の月額保育料の一部を補助する認可

外保育施設利用者補助金制度があり、この制度を活用した。
今後も、藤枝市や焼津市と協力体制を維持し、保育施設の運営を支援してくれるよう継続的に働きかけて

いく。

運営のポイントの詳細
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●● 地域との関わり
保育事業への取組は子育て支援に留まらず、産業や地元の活性化に有効な取組であると社長が認識し、決

断したものである。保育施設の設置検討の早い段階から、地元の自治会や町内会の会合に社長が何度も出向
き、保育施設の必要性を繰り返し説明し、理解を求めた。地元住民に対しても町内会等を通じて保育施設開
設のチラシを配布した。公民館や公的な子育て支援機関、近隣の認定こども園など3園にも開設前後に、保
育施設設置の目的や松葉倉庫としての関わり方などを説明に行った。このような地道な取組が功を奏し、保
育施設の開所式や入園式に地元の町内会の人たちも参加し盛大に祝うことができた。改めて保育施設の設置
は地域と一体となった取組で、そして地域の理解が進んでいることを実感した。

●● 保育士の確保・定着
外部委託事業者のネットワークで、認可保育所で13年の実績を持つベテランの保育士を園長として採用

し、園長のネットワークで保育士を採用した。
人員は、専任・非常勤含め10人体制である。主任、副主任、保育士も副園長経験者や認可保育所、乳児保

育園での保育経験者である。保育士以外の事務員や調理員も子育て支援員の資格を持っている。調理員は、
認可保育所での調理経験があり、事務員は認可保育所、幼稚園事務での長い経験を持っている人を採用し
た。常勤の保育士は保育経験が豊富で、これまでの経験を活かした保育は、経験が浅い保育士の良い手本と
なっている。
子どもたちの情報は全職員で共有しており、どの保育士でも子ども一人ひとりに対応できるようになって

いる。事務局長や園長は保育士が働きやすい職場環境づくりに向け保育士の職場改善の要望に真摯に耳を傾
け、できる限り応えるようにしている。また、保育の内容や方法も園長の指示で決めるのではなく、保育士
同士の話し合い、意見交換に基づいて保育計画を作っている。

●● 利用者の確保
保育施設の開設決定後は、社長自らが近隣の企業を訪問し、開設のお知らせや企業主導型保育事業の利点

や共同利用ができることなどを説明し、利用の呼びかけを行った。
運営開始後は、安定的に利用者を確保するため、本社前に園児募集の立て看板を出し、ホームページで保

育施設の情報や利用者募集を行っている。従業員には社内報で保育施設の運用状況を報告している。また、
保育施設に通う子どもの保護者の勤務先や近隣企業、周辺の産婦人科医院や子育て支援センターにも定期的
に訪問し、保育施設を宣伝している。
今後は、藤枝工業団地に隣接する土地に計画されている新工業団地に入所する企業にも営業を行い、利用

者確保につなげていく予定である。
その他、保育施設を活用して保護者と子どもが一緒に体験できる食育、ヨガ、身だしなみ、お茶会、ベ

本社前の園児募集の立て看板 保育施設で開催された保護者向け講座
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ビーマッサージなどをテーマにした女性講師による講座も実施している。保護者同士の情報共有、情報発信
の場所づくりをすることで、保育施設の存在をPRしている。

●● 企業の特色を活かした取組
保育施設では倉庫業ならではのイベントを定期的に開催している。大型トラックの見学、運転席に乗る体

験、荷台で遊ぶイベントで、子どもたちに物流業界に興味や関心を持ってもらいたいと考えている。子ども
たちの安全を確保した上で、散歩で使用するカートの中から大人が働く様子を見学することもある。園内の
玩具類も乗り物に親しみを持ってもらえるよう、乗り物の玩具を多く揃えている。従業員に保育施設の給食
を食べてもらう体験会や勤労感謝の日の子どもたちによるお遊戯など、従業員と子どもたちの交流も行って
いる。
また、従業員と保育施設をつなげる取組として、家庭で使わなくなった絵本や玩具を保育施設に寄付して

もらう活動を始めた。中には退職者が孫と一緒に絵本を持ってきてくれたこともあった。退職者も含め多く
の松葉倉庫関係者が保育施設と関われる仕組みになっている。

●● 保育の質（専門性の向上）
研修は、隣接する焼津市の研修に参加するほか、自前で勉強会を開催している。
焼津市では年8回の研修が予定されており、保育施設にも案内がくるので、受講計画を立て、毎回参加者

保 育 内 容

大人が働く姿を見学

大型トラックの見学 園内の乗り物の玩具
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を変えて職員1人ずつ参加してもらっている。令和元年は、わらべうた、絵
本の読み聞かせ、手づくりおもちゃなどを習得するワークショップ形式の研
修だった。
研修に参加した職員は研修内容を報告書としてまとめ、全職員に回覧し、

月1回の職員会議で改めて研修に参加した職員から発表してもらうことにし
ている。研修内容を共有することで、成果の共有を行い、保育の実践にも反
映していけると考えている。保育施設では自治体が研修で取り上げたテーマ
を重視しており、自治体の研修テーマについて自分たちで勉強会を開いて、
保育への取り入れ方などを話し合っている。
また、日々の保育で発生する問題点や改善点は反省点としてまとめ、次年

度の保育計画に活かしている。

●● 安全の確保
防災訓練は毎月1回、警察や警備会社と連携して本番さながらの訓練を実

施している。毎月行うことで、子どもたちは迅速に行動できるようになって
きた。
日々の安全対策については、ヒヤリハットをとりまとめ、保育士間でその情報を共有している。ヒヤリ

ハットを体験した保育士は、体験直後に他の職員とすぐに情報共有し、対応策を記録し、再発の防止に努め
ている。

●● 食育の推進
調理員には、認可保育所で調理経

験がある人を採用し、保育施設の中
で調理している。栄養面はもちろん
のこと、アレルギー対応にも万全を
期している。アレルギー対応が必要
な子どもの保護者と情報交換し、全
職員で情報共有し対応できるように
している。
また、子どもたちには遊びを通し

て日々野菜が育っていく姿を観察
し、収穫する喜びを体験してもらっ
ている。園庭でブロッコリー、きゅうり、トマトなどを栽培し、食べごろの野菜を収穫してもらい、昼食や
おやつの献立に加えて提供している。子どもたちの食育につながる取組となっている。

●● 企業にとって
保育施設を設置したことで、妊娠や子育てによる離職率が低下し、従業員の職場満足度が向上した。従業

員の新規採用、産休・育休後の職場復帰、人材の定着等にも大きな効果があった。
また、子育て支援や地元に貢献している企業として、新聞や自治体の情報誌等に保育施設が紹介され、知

企業主導型保育事業への取組の効果

防災訓練

庭で育てたトマトが入った昼食 トウモロコシの皮むき
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名度やイメージアップにつながっている。今まで紹介
された媒体は、物流ニッポン、静岡トラック協会、藤
枝情報誌、商工会議所季刊誌、静岡第一テレビなど多
数で、子育てしやすい会社を取り上げた書籍でも紹介
された。こうした紹介記事は、企業にとって大きな宣
伝効果となっている。
その他、韓国の大

テ グ
邱市からの視察団をはじめ、国内

の物流企業や保険会社等の視察も受け入れた。

●● 地域にとって
近隣に認可保育所や認定こども園もあるが、0歳～2歳児の潜在的な保育ニーズの解消につながっていな

かった。地元自治会から、保育施設が設置されたことで子どもの新たな受け皿になると期待が寄せられてい
る。
子どもたちは散歩の途中で農作業中の人によく声をかけてもらっている。地元の人に保育施設の存在を受

け入れてもらってきていることを実感している。

●● 保護者にとって
保育施設が勤務先に隣接しているので、保護者は保育現場を訪れ、子どもたちと親しむ時間を持ててい

る。送り迎えも楽で、熱が出た時でもすぐに駆け付けることができ、安心して子どもを預けて仕事する環境
ができた。

企業担当者の声

「地域の子どもは地域が育てる」という理念で保育施設を運営しています。私は一日
何回も園に顔を出していますが、監視しているわけではありません。運営は安心して
お任せしていますが、企業主導型保育施設なので、共に責任を背負っているのです。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

会社の隣に保育園があると本当に便利だなと感じます。子どもを病院に連れて行くた
め、遅刻させてもらう時も保育園と会社が隣同士にあるので時間の短縮になり助かっ
ています。仕事で保育園に行く時にも、お昼寝をしているところをこっそり覗き見す
ることもでき安心します。急なお休みにも理解をしてもらえるのでありがたいです。

新聞に取り上げられた保育施設開園の記事
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

セキスイハイム東海株式会社（建設）
中小企業
地域枠あり
外部委託

ひだまり保育園／静岡県浜松市

運営のポイント

◆グループ会社6社と共同利用契約を結び、各社従業員に保育施設の利用を呼びかけて
いる。また、保育施設の空き状況がわかる利用者名簿を月に１度、保育施設のある区
の担当課に提出し、入所相談に来る市民への保育施設の紹介に役立ててもらってい
る。

◆保育士等が個々に見つけた研修や講座に参加できるよう保育施設で参加費を負担した
り、休みを提供するなどして支援している。

◆保育施設の整備では、建設業としての強みを活かした。例えば、グループ会社の設計
会社に入ってもらい、施工もグループ会社に予算の範囲でお願いすることができた。
防犯対策も、日頃、取引をしている警備会社の助言を受け、整備した。

◆季節の行事に食育を取り入れ、子どもたちと一緒に時間をかけて準備することで子ど
もたちは食べることの楽しさを感じることができるようになっている。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　静岡県浜松市
■設立年　昭和46年9月
■資本金　1億9,800万円

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・グループ全体　1,014人（うち女性129人）
　単　　　　独　　584人（うち女性148人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建設業

○企業の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・�積水化学工業株式会社のユニット住宅を静岡県内で販売・設計・施工しており、県内での戸建て住宅の建築実
績は17年連続第1位である。
・水曜日・木曜日が休日である。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 静岡県浜松市（人口　約80万人）

○地域の特色 ・平成31年4月1日現在の浜松市の待機児童数は9人であるが、保育施設がある東区は市内でも
待機児童が多い。
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○設置方式 単独設置・共同利用型（6社で共同利用）

○設置場所 ・従業員が働いている事務所の近く。
・グループ会社が使っていた建物を増改築して活用。

○運営方式 外部委託方式（株式会社キャリア・ン）

○開設日 平成28年12月

○開所時間 通常保育　平日・土曜・日曜　8:00～19:00（従業員枠）
　　　　　平日　　　　　　　8:00～19:00（地域枠）

○月額保育料 女性従業員の子ども�15,000円　男性従業員の子どもと地域枠の子ども�34,300円
※令和元年9月27日現在

○保育施設の
　特色

・園庭に出入りしやすいように玄関が広く、年度ごとの年齢（月齢）構成に対応できるよう、ワ
ンフロアになっている。

・保育施設北側は全面強化ガラス窓で、全開した窓からは直接園庭へ出られる開放的な空間。
・園庭には砂場をつくり、子ども達が伸び伸びと育つ空間として適した環境づくりも意識した。

○費用の状況 施設整備費　13,000,000円（うち助成分���8,708,000円）
年間運営費　31,470,000円（うち助成分�30,788,879円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 3人 4人 5人 ─ ─ ─ 12人

利用者数 1人 1人 4人 ─ ─ ─ ��6人

地 域 枠 定員数 （6人） ─ ─ ─ （6人）

利用者数 ─ 1人 ─ ─ ─ ─ ��1人

合 計 定員数 3人 4人 5人 ─ ─ ─ 12人

利用者数 1人 2人 4人 ─ ─ ─ ��7人

※注：地域枠については、上限を定員数の50％として受け入れ数に応じて柔軟に対応
※利用者数は平成31年3月1日現在

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 3人 6人 9人

子育て支援員 ─ 1人 1人

調 理 員 ─ 1人 1人

栄 養 士 1人 ― 1人

看 護 師 ─ 1人 1人

そ の 他 ─ 1人 1人

合 計 4人 10人 14人
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●● 保育施設設置の背景
セキスイハイム東海株式会社（以下「セキスイハイム」という）では、出産を理由に退職する女性従業員
が多く、新卒者の採用や人材確保などの面で課題となっていた。そこで、子育て世代の女性従業員が出産後
も安心して働き続けることができる職場環境を整えようと、平成25年頃から従業員向けの保育施設の設置検
討を始めた。まず従業員のニーズ調査を行い、セキスイハイム総務部が経営層へ、保育施設の利用希望者や
利用可能性のある従業員の状況などを報告しながら準備を進めた。
その後、平成28年度に内閣府の企業主導型保育事業が始まるという話を聞いて、この制度を利用できるの
ではないかと考え関連情報の収集を行った。開設3か月前に従業員に説明会や内覧会を開催し、地区の自治
会総会や町内の回覧板で保育施設の開設を近隣住民に周知し理解を求めた。

●● 従業員のニーズの把握
保育施設に対して実際どれくらいのニーズがあるのかを把握するため、セキスイハイムの従業員だけでな
くグループ会社6社の従業員も含めたアンケートを行った。この結果、保育施設ができたら利用したいとい
う従業員の数や、土曜・日曜も開所してほしいという要望が多いことなどがわかった。

●● 設置場所の確保
保育施設の設置場所は、従業員が利用しやすいように事務所の近くで、かつ、待機児童が多い地区を優先
することとし、市に待機児童の情報を聞きながら探した。他の場所も検討したが、駐車場を広く確保できる
場所がなかったので、最終的に天竜川の西岸にあるグループ会社が所有する空き施設に決めた。

●● 設置方式・運営方式の決定
企業主導型保育事業が始まる前から、従業員向け保育施設の設置を検討していたこともあり、グループ会
社との共同利用による単独設置とした。運営は、自社で保育事業の経験がないため保育実績のある会社に委
託した。保育施設を設置した東区は、市内でも待機児童数が多い区で、地元への貢献や企業のイメージアッ
プを考え、地域枠を設定した。

●● 企業内に向けた対応
保育施設は福利厚生の一環であり、また、子育て世代の女性従業員の離職対策としても位置付けている。
そのため、従業員は優先的に利用できるようにし、女性従業員の保育料も低く設定している。

設立までの経緯
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●● 設立までの流れ
時期 内容

開設3年前
平成25年頃

従業員の福利厚生の一環として、保育施設の設置を検討。
保育施設に対する従業員のニーズや運営上の要望などを調査。

⇒社内での設置検討
⇒社内ニーズの把握
  （アンケートの実施）

開設2年前
平成26年頃

自主運営方式と外部委託方式のメリットやデメリットを調査。 ⇒運営方式の検討

開設10か月前
平成28年頃

企業主導型保育事業の情報を入手。
従業員のニーズを再度調査。
各設置方式の特色を踏まえ、自社に合った設置方式を検討。

⇒参考情報の入手
⇒ニーズの把握
⇒設置方式と運営方式の決定、
　外部委託業者の選定

開設6か月前
平成28年6月

整備費、運営費それぞれの助成要項に基づき、児童育成協会へ申
請。

⇒申請手続き

開設3か月前
平成28年9月

自治体との連携確認。
従業員、近隣住民、保護者等への説明。

⇒自治体との連携
⇒説明会の開催

開設1か月
平成28年11月

利用予定者の施設見学及び給食試食会。
保育施設利用者の募集（地域枠）。

⇒内覧会の実施

平成28年12月 保育施設の開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
保育施設の開設前に、セキスイハイムの担当者と園長が市のこども家庭部幼児教育・保育課へ挨拶に行っ
た。市内の待機児童の状況を聞く一方で、市民から保育施設を利用したいと相談があった時に紹介してほし
い旨お願いしたところ、保育施設のある東区の担当者を紹介してもらった。東区に挨拶に行き、保育施設の
紹介などの協力を取り付けた。そこで月１回、区に保育施設の空き状況を報告している。地域枠の空きがあ
れば、入所希望者を紹介してもらえることになっている。
市の担当課とは定期的に情報交換を行っている。市
の子育て情報サイトに企業主導型保育事業一覧のペー
ジがあり、市内の企業主導型保育施設の概要や連絡先
が掲載されている。

●● 地域との関わり
近隣に住む人が、野菜やおもちゃなどを持って保育
施設に遊びに来てくれたり、地域のお祭りに誘ってく
れたり、子どもたちが散歩をしている時に笑顔で手を
振ってくれたりする。地元の人に親しまれながらのび
のびとした保育ができている。

運営のポイントの詳細

お散歩中に地元の人との交流
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●● 保育士の確保・定着
保育士は、外部委託事業者がハローワークを通じて
募集した。子ども達を取り巻く環境が偏らないよう
に、意識的に20歳～70歳代という幅広い年齢層で採
用を行った。園長は、幼稚園教諭、インテリアコー
ディネーター、地元テレビ局の営業職など多彩な職歴
を持ち、自ら保育施設を設置、運営した経験もある。
保育士やその他の職員も、認可保育所勤務、私立幼稚
園勤務、民間企業勤務、企業経営者など多彩な職歴の
人材が集まった。
人員は、園長、保育士、子育て支援員、栄養士、
看護師を合わせた14人体制である。子育てや介護な
ど、女性ならではの生活環境を考慮し、職員の配置にとても気を遣っている。熟練保育士が経験の浅い保育
士をフォローできるような配置としたり、Zoomやチャットワークなどの共有ツールを活用し、何でも相談
できる環境を整えたり、研修会への参加を積極的に支援したりするなどで保育士の定着を図っている。

●● 利用者の確保
グループ会社6社と共同利用契約を結び、各社従業員に保育施設の利用を定期的に呼びかけている。新卒
者の採用時に保育施設があることを宣伝し、保育施設を紹介するホームページも作った。自治体との連携の
ところでも触れたように、毎月、区に保育施設の空き状況を報告しており、空きがあれば区にて入所相談に
来る保護者に保育施設を紹介してくれることになっている。
また、利用者アンケートや入所を希望する保護者と園長との面談で保護者の要望を聞いている。できるだ
けその内容を保育内容に取り入れるようにし、利用者の満足度を高める努力をしている。

●● 企業の特色を活かした取組
保育施設の整備では、グループ会社の設計会社に入ってもらい、園庭に出入りしやすいように玄関を広く
したり、外で遊んだ子どもたちが手洗いしやすいように入り口に洗面台を設置した。太陽の光をたくさん取
り込めるように建物北側を全面強化ガラス窓にするなど、安全性を優先しながらも、子どもや職員が長い
時間気持ちよく過ごせるように工夫した。施工もグループ会社に予算の範囲でお願いすることができた。ま
た、防犯対策も、日頃、取引をしている警備会社の助言を受けて防犯カメラの設置場所を決めるなど、建設
業としての強みを活かして施設整備をすることができた。

園庭での流しそうめんの様子 砂場で遊ぶ子ども達

Zoomを使っての保育ミーティング
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●● 保育の質（専門性の向上）
県や市が主催している子育て支援員や保育士向けの研修、保育施設向けの研修に参加している。その他、
職員が個々に見つけた研修に対しても、保育施設が参加費や交通費等を全額負担し、日当や研修手当なども
支給するなど積極的に研修への参加を支援している。
平成30年度は、県主催の『子育て支援研修』、『キャリアアップ研修』に参加し、市主催の認可外保育施設
を対象とした『保育者のための保護者対応』や『救急時の対応と応急処置研修』、認可保育所、認可外保育
施設、幼稚園を対象とした『園長等管理職の発達支援に関する研修』や『職員研修』、『事故防止に特化し
た研修』に参加した。平成30年度の研修会参加回数は、県主催の研修に17回、市主催の研修に6回である。
保育士等が個々に参加した研修は、浜松学院大学短期大学部の『夏季大学』や一般社団法人日本こども育
成協議会の『アレルギー研修』、浜松商工会議所の『大人のための折り紙教室』、静岡県栄養士会の『災害時
栄養支援スタッフ養成研修会』や『指導者のための健康・栄養セミナー』などである。
研修した内容は、月初めの職員会議で共有し、月毎に決める保育方針に反映している。

●● 安全の確保
防災訓練は毎月1回、防犯訓練は年2回行っている。
防災計画は様々な状況を想定して立てている。また、保育施設は天竜川の近くにあるため、津波や洪水な
どの危険も考え、近隣住民とは日頃から交流を深め、災害時にお互いに助け合えるようにしている。平成30
年10月に市で台風による大規模停電と断水が起き、それをきっかけに食料などの備蓄品や防災用品、訓練の
見直しを行った。ウォータータンクの水で手を洗ったり、園にいられない時のために、園庭にタープを張っ
て避難場所を作ったり、停電を想定して備蓄品の食料を使って作った給食を食べたりなど、訓練の幅も広
がった。
また、おさんぽなどの外出時にはココセコムを携帯、午睡時にはセンサー式の医療機器を活用するなど、
積極的にIT化を進め、職員の心理的な負担の軽減も図っている。事故予防対策をまとめた事故防止マニュア
ルを作成しているほか、日々の保育の中で事故につながりそうな体験をまとめたヒヤリハット集を作成し、
職員の間で情報共有して、事故防止に努めている。

断水を想定しての防災訓練 医療機器センサーと目視で午睡チェックする保育士

保 育 内 容
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●● 食育の推進
『食も保育』と考えており、食育には力を入れている。年間を通して、園庭では様々な野菜を育て、水や
りや追肥などをしながら世話をして、食べ頃になったものを自分達で収穫する。給食に使う食材の水洗いや
皮むき、種取りなどのお手伝いをしたり、収穫したしいたけでパイシチューを作ったり、さつまいもで栗き
んとんを作ったりするなど、毎月1回程度クッキングも行う。こうした活動により、子どもたちは給食やお
やつを残さず楽しんで食べられるようになっている。
ひな祭り、お月見、餅つきなどの日本の伝統行事には特に拘り、食育の中に取り入れている。例えば、お
月見の時は、子どもたちと一緒に月の変化を記録するお月さまカレンダーをつける保育を展開し、すすきを
取りに行ったりしながら楽しみに待つ。十五夜の日にはみんなでお月見団子を作り、供えてお月さまを待っ
た。ついたお餅で鏡餅を作って家に飾り、園では木づちで叩いて鏡開きをし、お汁粉を食べたりもした。
食育は、栽培・お手伝い・クッキングを中心に常に保育と連動し、子ども達の中に一体化して根付く形で
進めている。

●● 企業にとって
以前は、女性従業員は子どもができたら退職するという雰囲気が社内にあったが、保育施設の設置によ
り、仕事と子育てが両立できるという意識に変わり、子育て世代の女性が仕事を続けるようになった。加え
て、男性社員の中にも子育てをしながら働く女性への配慮や気遣いなど受容する気持ちが芽生え、子どもが
熱を出して早退したり、お休みしなければならない時などの対応に変化が見られてきた。従業員の子どもを
優先して受け入れることができるのが企業主導型保育事業の大きなメリットである。仕事を持ちながら安心
して子育てができることは、女性のキャリア形成を阻害せず、優秀な人材の定着につながり、企業にとって
有益な取組である。
採用にも良い変化が見られる。新卒者の採用では、保育施設があること、仕事と子育てを両立している女
性従業員がいることを紹介している。先輩女性が子育てしながら仕事をしているロールモデルが身近にある
ことが、安心して就職するポイントになっているようである。これまでは内定を出しても4割程度の辞退者
がいたが、2割程度まで減った。

田植えをした稲の刈り取り 伝統を大切にした給食

企業主導型保育事業への取組の効果
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●● 地域にとって
地域枠を設けたことで、地域の待機児童減少に貢献できている。企業と地元住民の良好な関係を築く上で
も効果的である。

●● 保護者にとって
産休・育休後の職場復帰が円滑に行える、会社営業日の土日も保育施設が開所しているなど、保護者から
は子育てと自身のキャリア形成を見通すことができる職場環境が整ったと好評である。2回実施した利用者
アンケートでも、本当に助かっている、ありがたい、という声が多かった。
保育施設が運営する保護者専用ブログに子どもの情報を載せており、保護者からは保育施設での子どもの
様子がわかるので安心できるとの声もある。

企業担当者の声

毎月1日に利用者名簿を東区に提出し、空き状況をお知らせしています。空きがあれ
ば区の窓口に相談に来られた方に当施設を紹介していただいています。市とは定期的
に情報交換し、連携を大切にしています。
当施設は静岡県の企業主導型保育事業第１号なので、新聞やテレビに紹介され、多く
の企業の方が見学に来られています。地域には自治会の総会で説明したり、ホーム
ページや回覧板で情報を提供し、広く周知を図っています。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

保護者専用ブログで、子どもの遊んでいる様子や帰りの報告などを細かく報告して
くださるので安心です。施設が新しいということもあるかと思いますが、清潔感があ
り、お掃除が行き届いている印象です。一人ひとりに対応してくださる給食がうれし
いです。栄養バランスはもちろん考えられていますし、食材を個人に合った大きさに
カットしてくれたりと個々の対応ができるのも小規模保育のいいところですね。

自治体担当者
の声

保育施設から毎月、利用者の名簿をもらって人数の把握をしています。年1回、監査
がありますが、特に指摘事項はないし、利用者からの苦情も入ってきていません。最
初は「企業主導型保育って何？」と聞かれることがありましたが、最近では認知され
てきたように思います。待機児童の受け皿になっていますし、小規模のところが多い
ので、一人ひとりの子どもに行き届いた保育ができることが安心材料になっているの
かもしれません。
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単独設置・単独利用 単独設置・共同利用

有限会社サイトウ・メディカル（飲食サービス）
中小企業
地域枠あり
自主運営

やすおかKIDS／山口県下関市

運営のポイント

◆保育施設運営に関する市の担当部署とは、いつでも連絡できる体制を構築している。

◆	企業主導型保育施設の立ち上げ経験を持つ人を事務長に、認可保育所で副園長経験を
持つ人を園長に採用した。園長のネットワークを活用して、経験豊かな保育士を採用
した。

◆	カウンセラーによる相談対応や、治療と仕事の両立のための両立支援コーディネー
ター研修を受講した職員を置くなど、保育士の病気やストレスなどへのサポート体制
を整えている。

◆	保育士は全員、救命講習を受講している。

◆	従業員や求職希望者など、保育施設の利用に関心を持つ人が、いつでも保育施設を見
学できる体制を整えている。

○企業の概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■事業所　山口県下関市
■設立年　昭和54年11月
■資本金　400万円

○従業員規模 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・グループ全体　　松涛会グループ　 773人
　　　　　　　　　　　　 （うち女性610人）
・単　　　　独　　124人（うち女性116人）

○業　　種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
飲食サービス

○企業の特色 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・医療法人社団・社会福祉法人松涛会（以下「法人グループ」という）に属し、主に事業所内で調理した飲食料

品を法人グループの病院や福祉施設に届けるサービスを行う。
・年間を通して休業日を設けず営業している。

設 置 者 の 概 要

保育施設の概要

○所在地 山口県下関市（人口　約26万人）

○地域の特色 ・県西部に位置して、人口規模、経済規模ともに県内で最大の都市である。
・市の待機児童数は平成31年4月1日現在8人で、地域偏在がある。

○設置方式 単独設置・共同利用型
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○設置場所 会社近くの住宅地

○運営方式 自主運営方式

○開設日 平成30年3月

○開所時間 通常保育　平日・土曜　7:00～20:00
病児保育　平日　　　　8:00～18:00

○月額保育料 0歳児　35,900円　　 1・2歳児　35,700円
※令和元年9月6日現在

○保育施設の
　特色

・スプリンクラーや火災探知器、防犯カメラ、床暖房、24時間換気など、快適で安全な保育ス
ペースを確保している。

・騒音防止を心がけた設備を整備し、事務所から全ての保育室の様子が見渡せる。　

○費用の状況 施設整備費 66,936,240円（うち助成分 46,404,000円）
年間運営費 48,174,138円（うち助成分 42,443,510円）

○利用定員と
　利用者数

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

従業員枠 定員数 13人 6人 ─ ─ ─ ─ 19人

利用者数 13人 6人 ─ ─ ─ ─ 19人

地 域 枠 定員数 （9人） ─ ─ ─ （9人）

利用者数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

合 計 定員数 13人 6人 ─ ─ ─ ─ 19人

利用者数 13人 6人 ─ ─ ─ ─ 19人

※利用者数は平成31年3月1日現在
　地域枠については、令和2年より上限を定員数の50％として受け入れ数に応じて柔軟に対応

○運営体制

専任 非常勤 合計

保 育 士 6人 3人 9人

子 育 て 支 援 員 ─ ─ ─

専 任 病 後 児 看 護 師 １人 ─ １人

栄 養 士 兼 調 理 員 １人 ─ １人

調 理 員 兼 保 育 補 助 ─ １人 １人

専任連携推進職員（事務） １人 ─ １人

合 計 9人  4人 13人
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●● 保育施設設置の背景
有限会社サイトウ・メディカル

（以下「サイトウ・メディカル」と
いう）では、従業員の94%が女性で
中高年世代が多く、会社が発展して
いく中で、次世代を担う人材の確保
や離職防止が課題となっていた。そ
の対策として、魅力ある働きやすい
職場を検討した際、「保育施設があ
れば入社したい」という声があり、
従業員の子育てと仕事の両立を支援
するためにも、安心して子どもを預けられる保育施設の必要性を認識するようになった。そこで取締役が中
心となり、法人グループに働きかけ、法人グループの副理事長らとともに事業所内に保育施設を持つ企業を
視察し、保育施設の設置を決めた。
企業主導型保育施設の立ち上げや保育施設の運営経験を持つ人に助言をもらいながら、サイトウ・メディ

カル内に保育施設開園準備室を立ち上げた。保育施設開園準備室にて、従業員の保育施設への要望の取りま
とめや保育施設の申請対応、保護者説明会等の開設準備を進めた。

●● 従業員のニーズの把握
保育施設設置の必要性を確認するため、アンケートを実施して従業員に保育施設設置の賛否、受け入れて

欲しい子どもの年齢などを聞いた。その結果、保育施設設置に賛成する声が多いこと、0歳～2歳児の利用要
望が多いことを確認でき、保育施設設置へと踏み切った。
保育施設の運営内容を検討した際は、従業員に開所時間の要望や利用意向等をヒアリングした。

●● 設置場所の確保
近隣で保育施設を新築する予定だったが、市街化調整区域が多く、見つけられなかった。最終的に、法人

グループの施設に挟まれた場所で、コンビニエンスストアだった建物を改修し利用することにした。

●● 設置方式・運営方式の決定
保育施設の開設にあたり、サイトウ・メディカルの取締役が法人グループ全体に保育施設の利用を働きか

けたところ、2社から共同利用の要望があり、単独設置・共同利用になった。
運営は、継続的に質の高い保育の提供や保育士の育成、保育施設職員の世代交代や継承が円滑に行えるよ

う、また、保育施設職員が同じ法人グループの従業員であれば保護者が安心して相談などできるのではとい
う配慮から、自主運営方式で行うことにした。

●● 企業内に向けた対応
保育料の一部を福利厚生費として会社が負担することにした。そのため、保育料は市内の認可保育所を利

用した場合の半分ほどに設定した。

松涛会グループ

安岡病院
その他
医療機関
診療所

老人保健施設
特別養護老人
ホームなど

医療法人社団
松涛会

有限会社
サイトウ・
メディカル

社会福祉法人
松涛会

設立までの経緯

72



●● 設立までの流れ
時期 内容

開設2年前
平成28年3月頃

保育施設の設立を検討。
アンケートで従業員に保育施設を設置することへの賛否や受け入
れて欲しい子どもの年齢などのニーズを確認。

⇒設置検討
⇒ニーズの把握

開設1年前
平成29年3月頃

事業所内に保育施設を設置している企業を視察。
企業主導型保育事業の情報を入手し事業の運営方式を検討。

⇒運営方式の決定

開設9か月前
平成29年6月

保育施設建設予定地の選定を開始。
市に保育施設の整備を行うことを相談。

⇒設置場所の選定
⇒自治体への相談

開設8か月前
平成29年7月

従業員に開所時間や保育施設の利用可能性についてヒアリング
し、利用者を把握。

⇒設置方式の決定
⇒自治体等との連携
⇒設置場所の決定

開設7か月前
平成29年8月

保育施設開園準備室を設け児童育成協会へ助成申請。 ⇒準備室の設置
⇒申請手続き

開設3か月前
平成29年12月

保育士や職員の獲得に向け、募集や社内の人事異動を検討。 ⇒人材確保

開設2か月前
平成30年1月

社内に保育施設の開所日を告知。
共同利用企業を含めた利用希望者向け説明会の開催。
園児募集開始。

⇒説明会の開催
⇒利用者の募集

平成30年3月 保育施設開設。 ⇒開設

●● 自治体との連携
サイトウ・メディカルでは、これまでも配食事業等を進めるにあたって市に相談をしており、市と良好な

関係を構築していた。
保育施設の設置決定後に、市のこども未来部幼児保育課へ報告に行ったところ、市の担当者が企業主導型

保育事業をよく知っていて、様々な相談に乗ってもらった。市内の待機児童の状況や保育施設の申請手続
き、保育施設開設にあたっての留意点について情報提供や指導をしてもらった。病児保育事業を開始する際
には、案内パンフレットを市の窓口に置いてもらった。児童虐待に関しては、事例を交えながら指導を受け
保育計画づくりの参考とした。市から助成金や補助金の案内もあり、下関市多子世帯保育料等軽減事業助成
金や下関市民間保育サービス施設入所児童処遇向上事業補助金を活用している。
その他、公園緑地課からの園外活動で使用する広場の使用許諾、消防局からの消防訓練の指導、総務部防

災危機管理課からの災害情報や不審人物・危険動物などの出没情報の随時提供など、市の各部署と良好な関
係を築いている。

●● 地域との関わり
保育施設の両隣に同じ法人グループが運営する介護老人保健施設があって、子どもたちが散歩していると

介護老人保健施設の職員が手を振ってくれるなど地域で子どもたちを温かく見守る環境ができつつある。介

運営のポイントの詳細
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護老人保健施設に入所する高齢者から、子どもたちと触れ合う機会を持ちたいという要望が出されたので、
これに応えて交流する機会を設けている。夏祭りやハロウィンなどの保育施設の行事を地元の人たちにも開
放し、地元への定着を図っている。
保育施設が地元に知られるようになるにつれ、入所希望の声が多く寄せられるようになったが、現在、定

員が常に充足しているため地元の子どもを受け入れることができていない。一方、地域社会への貢献として
実施している病児保育事業は、市にパンフレットを置くなどして周知に努めてきたが、利用者は低調であ
る。

●● 保育士の確保・定着
園長と事務長は、サイトウ・メディカルの取締役と交流があった人に引き受けてもらった。園長は認可保

育所で副園長の経験と28年の保育経験を持ち、事務長は前職で企業主導型保育事業の立ち上げに関わった人
である。保育士は園長のネットワークを活用して、経験豊かな人を採用した。
人員は、園長、保育士、専任病後児看護師、栄養士兼調理員、専任連携推進員の13人体制である。保育施

設開設時は保育士8人全員が13年以上の保育経験を持ち、そのうち1人は主任経験者でかつ准看護師資格保
有者の体制であった。その後、家庭の事情で3人が退職し、代わりに経験5年と3年の保育士、国立研究開発
法人国立成育医療研究センターの小児集中治療室で看護経験のある看護師を迎えた。
保育士をはじめとする職員には、病気やストレスなどに対するサポート体制を整えている。法人グループ

のカウンセラーへの相談や、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している治療と仕事の両立支援のため
の両立支援コーディネーター研修を受講した職員の配置などである。

●● 利用者の確保
保育施設開設時には、法人グループの施設に保育施設のポスターを掲示した。人事関係の担当者が従業員

に保育施設開設の案内を配布し、保育施設開設の約2か月前に従業員と保育施設に関心のある人を対象に説
明会を開催したところ、従業員のほぼ全員が参加した。
現在、求職希望者、新人社員、育休明けの従業員は、いつでも保育施設を見学できるようにしている。ま

た、従業員と共同利用先の従業員には、認可保育所の申請が始まる10月頃までに、保育施設への入所希望者
を募り、入所の可否を事前に通知する対応を取っている。
保育施設では、豊富な経験を持つ保育士や小児の救急救命の経験を持つ看護師を採用し、保護者からのど

のような相談にも対応することができている。このような体制は利用者の確保に大いに役立っている。

夏まつり 高齢者と子どもたちの交流
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●● 企業の特色を活かした取組み
サイトウ・メディカルは配食事業などで食品に携わっている。そのため、食事づくりのノウハウを活かし

た安全な食材と子どもの成長に配慮した手づくりの食にこだわっている。オーブンには食材のうまみや水分
を逃すことなく調理が行えるスチームコンベクションオーブンを導入し、食材そのものの味を活かした給食
を提供している。
また、法人グループ内に病院や介護老人保健施設があり、施設利用者との交流やハロウィンパレードで病

院を訪問したりするなど、施設を活用した行事を行っている。

●● 保育の質（専門性の向上）
保育の質を維持、向上するため、新入社員研修をはじめ人材育成のための研修の受講を重視している。
新入社員研修では、①コンプライアンス、②顧客満足、③自己啓発（知識から見識へ・向上心）に関して

法人グループが求める職員の心構えを習得してもらっている。また、情報管理規程の概要、防災設備・避難
体制・感染防止などの基本となるものについて学んでもらっている。
外部研修では、県や市、下関市医師会、一般社団法人日本こども育成協議会などが主催する研修に参加し

ている。県主催の研修として、子育て支援員研修、認可外保育施設研修、病児・病後児保育研修会があり、
事前に研修の案内をもらい、全ての研修に参加するようにしている。市主催の研修では、事業所内保育施設
等保育従事者研修に参加した。その他、メンタルヘルス対策、アンガーマネジメント、喫煙による健康への
影響、自分の気持ちや考えをまっすぐに表現できるやり方など、多岐に渡るテーマで行っている山口産業保
健総合支援センター主催の研修会にも積極的に参加している。
保育士全員が外部研修に参加することは難しいため、

研修に参加した職員には毎月実施する職員会議で研修内
容を発表してもらい、保育士全員で研修内容を情報共有
するようにしている。

●● 安全の確保
避難訓練を毎月行うほか、市の消防局に本来は30人以

下の施設は対象外となる消防訓練を指導してもらってい
る。保育施設に隣接する介護老人保健施設に、災害時の
1次避難先、津波の際の避難先、緊急時の応援などをお
願いし、承諾を得ている。
保育施設のハード面での安全対策では、玄関にIC電

子カードキーを導入したり、防犯カメラ8台、警備会社
と契約して緊急通報ボタンを設置したりしている。各部
屋のドア・窓などに指詰め防止を施し、園庭に人工芝や
弾力性のある柵を取り付け、また、うつ伏せに寝かせな
いことを徹底し、午睡用のベッドにはメッシュベッドを
使っている。
ソフト面では、危険箇所・時間帯、注意すべき状況な

どを各職員がヒヤリハット集や事故対応マニュアルとし
てまとめ、職員全体で共有し、対応の徹底を図ってい

保 育 内 容

消防訓練

消防訓練
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る。また、職員は全員、救命講習を受講している。

●● 食育の推進
食育の取組として、子どもたちに食材に触れる体験の場を設け、日々の食事に興味を持ってもらえるよう

な工夫をしている。子どもたちは、枝豆のふさ取りやトウモロコシの皮むきにチャレンジし、採った枝豆や
トウモロコシは茹でておやつにしている。夏野菜の話をした後に、箱の中に何の野菜が入っているかを当て
るクイズを行って、食物に関する知識と選択力を自然に身につけられるようにしている。
おやつやパンも手づくりにこだわっている。野菜が苦手で食べられなかった子どもが野菜入りの給食を美

味しいと言って何度もおかわりをして食べられるようになった。
行事食は、年間の行事ごとに献立を作っている。5月であれば、子どもの日にこいのぼりランチを提供し

ている。1歳半～2歳児向けにはチキンライスこいのぼり、0歳児には離乳食のケチャップ粥こいのぼりと子
どもの成長に合わせ調理方法も変えている。
アレルギーの子どもには、食器の色を変え、トレーに名札を貼り、職員が複数で声を掛け合って確認、配

膳している。

●● 企業にとって
産休・育休後の従業員の職場復帰が円滑になり、従業員と職場の両者にとって効果があった。保育施設を

設置したことで、若い世代の従業員にも安心して働き続けられる職場であるとの理解が進み、仕事へのモチ
ベーションが向上した。子育て世代の新規採用や新卒者の採用も進み、保育施設の設置は事業継続の上で大
きな効果がある。

●● 地域にとって
子どもたちが歌を歌いながら保育施設の周辺を散歩すると、地元の人たちから拍手をしてもらうことがあ

る。保育施設の隣の介護老人保健施設とは定期的に訪問し合い交流している。夏祭り、敬老の日のハガキ作
り、ハロウィン、クリスマス会など保育施設にはたくさんの行事があるが、卒園してからも夏祭りなどに遊
びに来てくれる親子もいて、地元と良い関係が築かれつつあると感じている。

企業主導型保育事業への取組の効果

ふさから枝豆を取り出す一般食　チキンライスこいのぼり 離乳食　ケチャップ粥こいのぼり

5月　こどもの日　こいのぼりランチ
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●● 保護者にとって
保育施設は小規模で、子ども一人ひとりに丁寧に対応した保育が実現できている。安心して子どもを任せ

られて仕事に集中できると、保護者の満足度は高い。
保育施設が職場の近くにあるため、子どもの送り迎えが楽である。また、開所時間も7時～20時までと朝

早くから夜遅くまで子どもを預けられるため、急な仕事でお迎えが遅くなる時も柔軟に延長保育で対応でき
る。夕食も希望すれば提供してもらえるため、従業員は安心して子育てと仕事の両立ができる。
保育施設は、保護者が子どもの様子を身近に見ることができるよう職場の近くに設置しており、保護者の

職場との交流も盛んに行っていることから、保護者に安心感や信頼感がうまれている。

企業担当者の声

自社の目的である人材確保、特に子育て世代の雇用において大きく貢献しています。
また、年度途中での育児休業からの復職者が安心して入園でき、保育時間が長いので
急な早出や残業にも対応し夕食も提供するので保護者から喜ばれています。
さらに、地域の方から子どもたちの笑顔を見ることで元気がでますと感謝されていま
す。
今後は保育園を多くの方に認知していただき、少しでも就職を希望する方が増えると
幸いです。

従業員利用者
の声

企業担当者・利用者・自治体関係者の声

給食が美味しくて、よく食べているようです。保育施設に通えるのは2歳までなので3
歳から他の保育園に移らなければならないのですが、できればこの保育園にずっと預
けていたいです。小規模で子どもたち一人ひとりに目が行き届いているので安心して
働けます。
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地域枠を設定する事業者への施設整備等の補助

兵庫県明石市

◆地域枠を設定する企業主導型保育施設の事業者に対し、地域枠等の設定1人につき最
大20万円を補助している。

◆待機児童緊急対策室を中心に7部署が連携して、企業主導型保育事業の活用を検討す
る事業者への相談体制を構築し、保育施設の円滑な立ち上げを支援している。

自 治 体 の 概 要

明石市では平成27年度に待機児童緊急対策室を設置し、保育施設の新設や既存保育施設の定員増など受入
枠の拡大に取り組んできたが、待機児童数は増加し続けた。そうした時期に企業主導型保育事業（以下「本
事業」という）が始まり、新たな受入枠の確保先として企業主導型保育施設（以下「保育施設」という）の
開設を積極的に推進していくこととなった。支援を始めるにあたり、平成29年3月に企業主導型保育事業説
明会を開催し、制度や申請手続きの説明を行うとともに、本事業の宣伝をした。参加者に、本事業は人材確
保や従業員の定着につながる取組であること、認可外保育施設であるが認可保育所と同程度の助成を受けら

企業主導型保育施設の開設支援の背景

取 組 の 特 徴

〇人 口 等 　　　　　　　　　　　　　　　
■人　口　　303,077人
■世帯数　　137,270世帯
注：人口及び世帯数は総務省「住民基本台帳」 

平成31年1月1日現在

○保育施設数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保育施設数 142施設
　認可保育施設数 87施設
　認可外保育施設数 55施設
　　うち）企業主導型保育施設数 21施設

注：令和元年9月30日現在

○待機児童数の推移 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 年 齢 　 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
0 歳 児 2 6 8 34 35 26
1 歳 児 31 51 118 205 247 186
2 歳 児 19 45 49 140 130 133
3 歳 児 19 36 76 87 128 56
4 歳 児 4 16 36 70 27 10
5 歳 児 1 2 4 11 4 1
　合　計　 76 156 291 547 571 412

（各年4月1日現在）
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れることなどを説明し、事業所内保育施設の開設を呼びかけた。本事業への事業者の関心は高く、説明会に
は、53企業71人が参加した。

●● 企業主導型保育事業所設置促進補助事業
市では本事業のさらなる推進のため、地域の子どもを預かる地域枠を設定する事業者を補助する企業主導
型保育事業所設置促進補助事業を平成29年9月に開始した。この事業では、地域枠の設定人数及び受入数に
応じた「補助基礎額」と「施設整備の外構工事費、設備・備品の購入及び設置に係る費用」を比較して少な
い方が補助対象となり、補助額の上限は300万円となっている。
これまでの交付実績は、平成29年度5件、平成30年度4件、平成31年度6件である。

企業主導型保育事業所設置促進補助事業の概要

補 助 対 象 事 業 者
国の企業主導型保育事業の助成決定を受け、地域枠を設けた企業主導型保育施設を市内に
設置する事業者

補 助 金 額
（上限300万円）

注）補助基礎額と施設整
備の外構工事費、設
備・備品の購入及び
設置に係る費用を比
較して少ない方の額
が補助額

＜補助基礎額：下記の1と2の合計額＞
1．地域枠設定数1人につき10万円
2．年度末の地域枠受入数1人につき10万円（市内居住の児童のみ）
＜施設整備の外構工事費、設備・備品の購入及び設置に係る費用＞
1．外構工事：施設整備に伴う屋外遊戯場、フェンス、植栽、大型遊具の設置などの工事の
こと。

2．備品：器具などその性質、形状をかえることなく、比較的長期にわたり反復使用に耐え
るもので取得価格が1万円以上のもの。消耗品は除く。

注）施設整備の外構工事費、設備・備品の購入及び設置に係る費用は、交付基準施行後、平成29年9月19日以降
に発生した費用が対象。

申 請 期 限 国の企業主導型保育事業の助成決定後1か月以内

※　開設済の事業者についても、地域枠の設定や補助金の交付を受けようとする年度の3月1日時点において地域枠に市内居住の児童を受け入れ
ている場合などは助成の対象。

●● 固定資産税・都市計画税の軽減措置
固定資産税・都市計画税については、課税標準額の2分の1を基準とし、各市町村が3分の1以上から3分の2
以下の範囲内で特定割合を条例で定めることになっている。
市では、事業者負担を下げることで保育施設の設置が促進されるよう、特例割合を3分の1に定めて、固定
資産税・都市計画税を軽減している。

企業主導型保育施設の開設支援の内容
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固定資産税等の軽減措置の概要

対 象 資 産
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政
府の運営補助金（※1）を受けた事業主などが設置した、一定の保育に係る施設（※2）の用
に供する固定資産

課税標準の特定割合

＜地方税法で定める割合＞
課税標準の2分の1を基準として、3分の1以上から3分の2以下
＜市が条例で定める割合＞
課税標準の3分の1

適 用 期 間 上記期間中に最初に補助金を受けた年の翌年度から5年間

※1：施設整備補助金を除く
※2：有償で借り受けた資産を除く

●● 保育施設の開設に関わる相談支援体制
待機児童緊急対策室を中心に７部署が連携し、事業者からの保育施設の開設や本事業への相談に対応してい
る。待機児童緊急対策室が相談窓口になり、相談内容に応じた担当部署を紹介するとともに、相談内容や対応
結果は各部署と共有している。市のホームページには専用のページをつくり、本事業の利点や市の支援策を載
せ、事業者に保育施設の開設を呼びかけている。

企業主導型保育施設の開設に関わる相談対応部署と役割

部 署 名 役　　　割

こども局待機児童緊急対策室

企業主導型保育事業を検討する事業者からの問い合わせ対応［窓口］
事業概要や手続きの説明、図面確認
企業主導型保育事業の事業者募集情報の提供
保育士の子どもの優先入所の案内
受入枠の空き状況の確認及び窓口での案内

こども局こども育成室施設担当 認可外保育施設の図面確認、認可外保育所設置届の受理

こども局こども育成室運営担当 子育て支援員研修の受付

都 市 局 建 築 安 全 課 建築基準法の確認

福祉局あかし保健所生活衛生課 保健衛生、調理室の確認

消 防 局 予 防 課 消防法の確認

福 祉 局 法 人 指 導 課 認可外保育施設に対する指導監査
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●● 広報による利用者確保への支援
市は、保護者へも積極的に保育施設の情報を提供している。保育施設の一覧や地図に地域枠を設定している
保育施設も載せて、ホームページや相談窓口で案内している。入所相談に来る保護者にも保育施設の地域枠の
設定数や年齢別の空き状況を伝えるなどし、保育施設の利用者確保につなげている。

本事業が開始された平成28年時点では市内の保育施設は2施設であったが、令和元年9月には21施設とな
り、この3年間で大幅に増加した。全ての保育施設が地域枠を設定しており、市の待機児童減少への貢献が期
待できる。保育施設に入所した児童数は平成30年度4月1日時点で34人、平成31年度4月1日時点で47人と
なっている。

図：企業主導型保育施設が載っている明石市の保育施設マップ

認可保育施設

認可保育施設の一覧に企業主導型保育施設も掲載した地図が作成されている。
地図では、保育施設の名前、定員数、場所がわかるようになっている。

地図中、黄色になっているところが企業
主導型保育施設で、どこに施設があるか
すぐにわかるようになっている。

企業主導型保育施設

企業主導型保育施設の開設支援の成果
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企業主導型保育施設長を集めた情報共有会議の設置

東京都武蔵野市

◆企業主導型保育施設の情報を収集するため、企業主導型保育施設長を集めた情報共有
会議を立ち上げ、各保育施設の運営状況の確認や市の補助制度などを説明している。

◆企業主導型保育施設長を集めた情報共有会議を立ち上げたことで、いつでも市と各保
育施設が連絡しあえる関係を構築している。その結果、相談窓口に来る市民に企業主
導型保育施設の空き状況なども随時、保育コンシェルジュを通じて案内できるように
なっている。

自 治 体 の 概 要

●● 設置の背景
平成29年度～平成30年度に企業主導型保育施設（以下「保育施設」という）を開設した事業者の多くが
市に設置基準の確認や運営相談、情報収集に来ていた。開設後も相談があれば市では対応する一方、保育施
設の情報を十分に持つためにどのように認可外保育施設と連携していくか検討していた。市内に保育施設が
増えるにつれ市民からの保育施設に関する問い合わせも増えたが、市は情報を持っていないため対応ができ

企業主導型保育施設長を集めた情報共有会議

取 組 の 特 徴

〇人 口 等 　　　　　　　　　　　　　　　
■人　口　　146,399人
■世帯数　　76,765世帯
注：人口及び世帯数は総務省「住民基本台帳」 

平成31年1月1日現在

○保育施設数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保育施設数 91施設
　認可保育施設数 50施設
　認可外保育施設数 41施設
　　うち）企業主導型保育施設数 9施設

注：令和元年9月30日現在

○待機児童数の推移 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 年 齢 　 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
0 歳 児 78 48 27 46 14 14
1 歳 児 80 60 75 43 29 20
2 歳 児 37 17 15 29 5 9
3 歳 児 10 2 4 2 5 2
4 歳 児 2 0 1 0 0 2
5 歳 児 1 0 0 0 0 0
　合　計　 208 127 122 120 53 47

（各年4月1日現在）
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ていなかった。そこで、市内の8つの保育施設全てに声を掛け、平成30年6月に市が主催して「企業主導型
保育施設長を集めた情報共有会議（以下「施設長会議」という）」を開いた。

●● 施設長会議の内容
第1回施設長会議では、保育施設から毎月、児童の在籍状況を市に報告することやその情報をどのように
市民に周知するかについて話し合った。そして、施設長会議は年に1回開催し、各保育施設の運営状況のほ
か、市の保育施策や補助金制度などを情報共有することになった。
また、施設長会議がきっかけとなり、施設長同士が自主的に3か月に1回集まって情報交換する会議を開催
するようになった。この自主的な会議では、定員が埋まらないといった悩みや日々の保育での課題など、実
務に関して話し合っている。市は、自主的な会議にもオブザーバとして参加し、保育現場の情報を収集して
いる。

保育コンシェルジュとは、各家庭の状況に合った保
育サービスを紹介する専門の職員で、市では保育士ま
たは幼稚園教諭の有資格者かつ現場経験5年以上の者
を採用している。
市内の90以上の保育所や幼稚園を見学して施設の特
色を把握し、市民からの相談内容に合った施設を案内
している。施設長会議による連携を通して、保育施設
の情報も毎月更新されるようになったことから、定員
に空きがあれば紹介している。

施設長会議を作ったことで保育施設との関わりができ、毎月の空き状況を始め、市に保育施設の情報が集
まるようになった。市では、保育施設の連絡先などの情報を市が発行する「保育施設のしおり」に載せ、空
き状況の情報などは保育コンシェルジュを活用することで、市民に提供するようにした。保育施設にとって
も、市と情報共有する場ができたことで利用者の確保につながっている。保育施設を利用する市内在住児童
は、平成30年4月時点の56人から平成31年4月には85人に増えている。
また、施設長会議により施設長同士のつながりができたことで、運営を効率化する取組や保育の課題の解
決に関する取組などが話し合われている。保育施設間の合同イベントも開催されるなど、連携による取組が
継続して行われるようになっている。

保育コンシェルジュによる保育施設の紹介

企業主導型保育施設長を集めた情報共有会議と保育コンシェルジュの活用の成果

保育コンシェルジュ
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企業主導型保育施設利用者の負担軽減のための補助

奈良県

◆従業員の保育施設利用料を引き下げている企業主導型保育施設の事業者に対し、利用
料の事業者負担分の半分を県が補助している。保育施設の運営に伴う事業者の負担を
軽減することで、保育施設の開設を促進している。

◆補助の対象は県内で特に待機児童数が多い3歳未満の子どもで、利用料を低く設定し
ている事業者を補助することで利用者の確保や女性の就業につなげている。

自 治 体 の 概 要

奈良県では、企業立地の推進を進める一方、毎年、約200人前後の待機児童が発生しており、女性の就業
率が低かった。そこで、保育の受け皿確保に加え、従業員の働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスを提
供できる企業主導型保育事業に着目し、平成29年より企業主導型保育利用者負担軽減事業（以下「軽減事
業」という）を開始。従業員の仕事と子育ての両立を支援する事業者に補助金を交付することとした。

企業主導型保育利用者負担軽減事業の開始

取 組 の 特 徴

〇人 口 等 　　　　　　　　　　　　　　　
■人　口　　1,362,781人
■世帯数　　593,688世帯
注：人口及び世帯数は総務省「住民基本台帳」 

平成31年1月1日現在

○保育施設数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保育施設数 352施設
　認可保育施設数 261施設
　認可外保育施設数 91施設
　　うち）企業主導型保育施設数 23施設

注：平成31年4月1日現在

○待機児童数の推移 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 年 齢 　 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
0 歳 児 15 12 12 26 17 14
1 歳 児 78 106 118 169 105 110
2 歳 児 49 77 88 57 54 39
3 歳 児 35 50 36 22 17 25
4歳～5歳児 14 8 6 13 8 10
　合　計　 191 253 260 287 201 198

（各年4月1日現在）
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軽減事業では、従業員が保育施設を利用しやすいよう、従業員枠の利用料を国が定める利用者負担相当額
よりも低く設定している企業主導型保育施設の事業者に対して、県が経費の一部を補助している。具体的に
は、事業者が、従業員枠の利用料を利用者負担相当額よりも低くする場合、利用者負担相当額と利用料の差
額の半分を県が補助することで、事業者の負担を軽減している。また、補助の対象児童は県内で特に待機児
童数が多い3歳未満の子どもとすることとした。

企業主導型保育利用者負担軽減事業の概要

補 助 対 象 者
平成29年4月１日以降に企業主導型保育事業を開始し、従業員枠の利用者負担を軽減する事
業主  

対 象 児 童
企業主導型保育事業を実施する事業主の従業員等の3歳未満の子ども
※出生順位（第1子、第2子、第3子…）は問わない

補 助 対 象 経 費 国が定める利用者負担相当額と事業主が定める利用者負担額の差額

補 助 対 象 期 間 企業主導型保育事業の開始から3年間

負 担 区 分 県1/2　事業主1/2

県では、商工会・商工会議所の会合や経済団体へのチラシで軽減事業の制度を説明し、広く周知してい
る。
平成29年度より開始した軽減事業は、平成31年3月31日時点で開設している23の企業主導型保育施設の

うち、これまで20の企業主導型保育施設に助成している。補助の対象となった児童数は0歳児83人、1歳～
2歳児134人の合計217人で、補助額の合計は14,176,000円である。

軽　減　前 軽　減　後

事業主
1/2

県
1/2

事業主
による
軽減

利用者負担額
（事業主が定める）

利用者負担相当額
30,000 円 20,000 円 10,000 円

10,000 円

10,000 円

県による補助の例

図：企業主導型保育利用者負担軽減事業による補助の例

出所：内閣府企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会（第3回）参考資料

企業主導型保育利用者負担軽減事業の効果

企業主導型保育利用者負担軽減事業の内容
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自治体による企業主導型保育施設開設の積極的な支援

福島県・福島市

◆県及び市は独自の補助制度をつくり、企業主導型保育施設の開設を支援している。保
育施設の開設に関心を持つ事業者に、市が企業主導型保育事業を紹介している。

◆市では、認可保育所向けに開催していた研修とは別に、企業主導型保育施設や他の認
可外保育施設の保育士に向けた認可外保育施設研修会を開催するなど、開設後も保育
施設を支援している。

自 治 体 の 概 要

県と市は企業主導型保育施設（以下「保育施設」という）の整備に対する独自の補助制度を整備している。
県では国の企業主導型保育事業の補助対象とならない経費のうち、保育を実施する上で必要となる備品購入

費や外構工事費などの一部を補助する企業内子育て支援施設整備事業費補助金を設けている。
申請者の企業規模により交付額に上限を設け、4分の3から2分の1以内の補助率で対象経費を補助する。
一方、市でも国の企業主導型保育事業では補助対象外となる備品や外構工事費を補助する企業主導型保育

事業整備促進事業費補助金を設けている。この事業では、一律50万円の補助に加え、園児の人数に応じた
（園児1人当たり1万円）を補助している。

保育施設の整備に対する補助制度

取 組 の 特 徴

〇人 口 等 　　　　　　　　　　　　　　　
福島県
　■人　口　　1,901,053人
　■世帯数　　784,465世帯
福島市
　■人　口　　279,307人
　■世帯数　　122,770世帯
注：人口及び世帯数は総務省「住民基本台帳」 

平成31年1月1日現在

○保育施設数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 福島県 福島市(中核市)

保育施設数 662施設 115施設
　認可保育施設数 295施設 78施設
　認可外保育施設数 168施設 37施設
　　うち）企業主導型保育施設数 23施設 5施設

注：福島県は平成31年4月1日現在、福島市は令和元年10月1日現在
　　福島県の保育施設数には、認可保育施設、認可外保育施設のほかに、認

定こども園・地域型保育施設199施設が含まれる。
　　福島市の認可保育施設数には、認定こども園及び地域型保育施設が含ま

れる。
○待機児童数の推移 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 年 齢 　 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
0 歳 児 28（　　3） 78（　　8） 67（　　9） 91（　26） 29（　　5） 39（　11）
1 歳 児 79（　13） 131（　38） 185（　53） 288（106） 180（　55） 118（　40）
2 歳 児 44（　13） 91（　35） 118（　46） 146（　54） 116（　36） 71（　23）
3 歳 児 21（　　8） 68（　10） 56（　　9） 75（　30） 42（　14） 42（　22）
4歳児以上 8（　　2） 33（　　5） 36（　　8） 16（　　7） 4（　　2） 4（　　1）
　合　計　 180（　39） 401（　96） 462（125） 616（223） 371（112） 274（　97）
注）（　）は福島市の待機児童数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年4月１日時点）
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福島県の企業内子育て支援施設整備事業費補助金（企業主導型保育事業を対象としたもの）
対　象　者 対　象　事　業 交　付　額

企業主導型保育事業
助成要領よる助成の
決定を受けた者

国の企業主導型保育事業の対象経費に含まれない経費の
うちアからウの合算額
ア：保育を実施する上で必要となる備品購入費（1件1万
円以上（税抜）のものに限る。）

イ：防犯上必要となるフェンス、園庭、屋外遊具などの
整備工事

ウ：その他企業主導型保育事業を実施する上で必要な工
事などとして知事が認める経費

ア：常時雇用する労働者数が
300人以下の企業

　　対象経費の4分の3以内
（上限15,000千円）

イ：常時雇用する労働者数が
301人以上の企業

　　対象経費の2分の1以内
（上限10,000千円）

福島市の企業主導型保育事業整備促進事業費補助金
対象者 対象事業 交付額

企業主導型保育施設 企業が設置する企業主導型保育施設の経費の一部を補助。
国の対象外の経費について補助金を交付。
購入するリストをつけて申請する。

・１園50万円
・上記の他、園児1人1万円×
園児数

保育施設の設置に関心を持つ事業者に対し、県と市は積極的に情報を提供している。例えば、保育施設の
整備に必要な手続きや遵守すべき基準に関することや保育施設周辺の待機児童数の状況などである。そうし
た中で、市では、国の企業主導型保育事業の制度を事業者に紹介することもあり、それをきっかけに制度を
活用した事業者もある。
保育施設開設後も、県と市は研修への参加を呼び掛けるなど、保育施設への情報提供や支援を続けている。
県では保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、県内の公立及び認可外保育施設に勤務する、ま

たは勤務を予定している人を対象に、必要となる専門分野を学ぶ保育士等キャリアアップ研修を開催してい
る。7つの専門分野を取り上げ、1つの分野に2日～4日かけて、乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・
アレルギー、保育衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援、マネジメントを研修している。
市では認可外保育施設職員研修会を2日間にわたり開催している。研修の目的は保育の質の向上を図り、

児童が安心して成長できる環境づくりに寄与することである。県の研修と内容が重ならないよう、安全対策
や子どもの発達段階に応じた保育内容などを取り上げている。以前は平日に開催する認可保育所向けの研修
に認可外保育施設の職員も参加してもらっていたが、認定外保育施設の保育士などからの要望で、認可外保
育施設職員研修会は日曜日の開催に変更するなど、保育施設の事情に配慮した支援をしている。

市ではホームページに認可外
保育施設の一覧や保育施設の概
要を掲載し、相談窓口では市民
に保育施設のパンフレットを配
布している。企業主導型保育施
設の利用状況も適宜確認し、空
きがあれば保護者に案内するな
ど、保育施設の認知度向上につ
ながる情報発信を行っている。

保育施設に対する情報提供

保 育 施 設 情 報 の 公 開

図：企業主導型保育施設の一覧が載っている福島市のホームページ（一部抜粋）
URL:https://www.city.fukushima.fukushima.jp/youho-shidou/kosodate/kosodate/hoikuen/ninka-gai.html

を参照してください
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施設の急な休止時の対応のポイント（参考）

企業主導型保育施設（以下「保育施設」という）を利用する保護者や子どもたち、保育士をはじめとする
施設の職員のためにも、事業者が施設の運営を急に休止することはあってはなりません。そのような事態が
生じないよう、保育士の確保や利用者のニーズの把握及び反映、地域の地方自治体との連携などに十分配慮
するとともに、万が一、止むを得ず休止する場合、入所している子どもたちの保育の受け皿を確保する必要
があります。

ここでは、急な休止を回避するために事業者が気をつけるべきポイントや、事業者が速やかに子どもの転
園先を確保する際のポイントなどについて、東京都世田谷区、神奈川県横浜市及び本事業の実施機関（令和
元年9月30日時点）である公益財団法人児童育成協会（以下「児童育成協会」という）へのヒアリング調査
に基づき、参考として記載します。

事業者は施設の急な休止を避けるためにも、施設を運営する段階で以下のような点に配慮することが重要
です。

●● 保育士の確保
保育士等の人材確保は、保育施設の安定した運営を円滑に行うために最も大切にしなくてはならない要素

です。
今回取り上げた事例では、事業者が認可保育所で経験を積んだ保育士を確保するために、給与を周辺の保

育施設より高く設定し、業務支援ツールを導入して業務の効率化を図り、残業をできるだけ少なくするな
ど、働きやすい職場環境づくりや保育士の満足度を高める工夫が行われているところがありました。また、
事業者の関係者で保育士の資格を持っているにもかかわらず、保育の職についていない潜在保育士を職員と
して確保したケースもありました。

●● 地域との関わりの構築
保育施設の存在を知ってもらい、地域で保育施設の役割をアピールし、地元の住民と交流を図る機会を設

けることで保育施設が広く認知されます。
今回取り上げた事例では、事業者が保育施設開設前に地元住民へ挨拶したり、事業者が地元企業、地元住

民に参加を呼びかけイベントを開催して、保育施設の存在を周知したところがありました。

●● 保護者との信頼関係づくり
保護者との信頼関係は、そのまま子どもとの信頼関係につながります。保護者が保育士に信頼感を持って

いると子どもも安心して保育施設での時間を過ごすことができます。保育施設での子どもの様子をツイッ
ターやフェイスブックで情報発信することも効果的です。また、保護者からの質問に対しては真摯に対応す
ることはもちろん、例えば、質問を受けた保育士の経験が浅い場合は、主任保育士や園長に確認するなどを
通じ、適切に返答することにより、信頼関係の醸成につながります。

今回取り上げた事例では、自宅では野菜を食べない子どもが、保育施設の食育に配慮したメニューによっ
て食べられるようになり、このような子どもの成長を日々保護者に伝えることで、信頼関係が築かれ、保育

急な休止にならないために

コ ラ ム
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施設の評価につながったところがありました。

●● 利用者のニーズ把握と反映
従業員枠について、従業員の利用ニーズを調査で適切に把握するとともに、開所時間や保育料などの要望

についても施設の運営に反映することで、満足度を高め、利用者の確保につなげることが可能となります。
今回取り上げた事例では、保育料を認可保育所と比べて低く抑えたり、兄弟割引などを導入し、従業員が

保育施設を利用しやすくしていたところがありました。また、共同利用企業の働き方に合わせて保育施設の
開所時間を設定することで、利用者の確保につながっているところもありました。

地域枠については、市区町村等への相談などを通じて地域の保育ニーズを適切に把握するとともに、市区
町村等から入所希望者を紹介してもらうことが可能となるような市区町村等との関係の構築が重要です。今
回取り上げた事例では、市区町村等から入所希望者の紹介があれば、空きがあればすぐに入所してもらうこ
とが可能となる柔軟な受け入れ体制を整えることで高い定員充足率を維持していたところがありました。

●● 企業主導型保育事業者同士の情報の共有化
企業主導型保育事業者同士がつながりを持つことで、保育施設ならではの問題や課題が情報共有でき、課

題解決に向けた取組につながる可能性が高くなります。

●● 地方自治体との連携
事業者は日頃から地方自治体と良好な関係を築くことを心がけることが必要です。このためには、まずは

設置を検討する際に地域の保育需要を確認するなど市区町村等と相談することが重要です。市区町村等の保
育需要に配慮した保育施設の整備は、利用者の確保にもつながります。また、施設の開設後も空き状況をは
じめとする施設の状況について、定期的に施設の設置されている市区町村等に報告、意見交換することなど
も重要です。地方自治体によっては独自に企業主導型保育事業を支援している場合もあり、支援情報を収集
し利用するためにも地方自治体との関係構築が重要となります。

今回取り上げた事例では、保育施設開設に際して、保育士採用の留意点や嘱託医の候補についての情報提
供を地方自治体から受けたり、開設後は、地方自治体からの補助金情報の提供を受けたり、市区町村等の紹介
で入所希望者の年度途中の受け入れを行うことで定員充足率の向上につながっているところがありました。

本冊子の事例

東京都世田谷区
　　世田谷区は区内全ての企業主導型保育施設に声をかけ、意見交換会を開催しています。
交換会では「区のホームページにおける空き情報の公開」等について、区から説明が行わ
れ、その後施設間の情報共有と意見交換や保育内容、運営についての話し合いが行われて
います。

東京都武蔵野市
　　市が市内の企業主導型保育施設に声をかけて始まった、企業主導型保育施設長の情報共
有会議がきっかけとなり、施設長同士のつながりができました。自主的な会議では運営を
効率化する取組や保育の課題の解決に関する取組などが話し合われるようになりました。
保育施設間の合同イベントも開催されるなど、連携による取組が継続して行われていま
す。
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●● 企業主導型保育施設の休止の方針を決定
保育施設を設置した事業者が止むを得ず保育施設を休止する場合は、休止の可能性が生じた段階で、あら

かじめ児童育成協会に休止の連絡を行います。また、都道府県等（認可外保育施設の指導監督権限を持つ自
治体）及び施設の設置されている市区町村等への連絡も併せて行います。

●● 子どもの転園先の確保
休止に伴う入所中の子どもの処遇については、まず、子どもの転園先を確保する必要があり、次のような

方法で転園先を探します。

● 事業者は施設の休止方針の決定に伴い、保護者に休止する方針である旨の連絡・説明を行い、保護者の
意向を確認します。保護者の意向を踏まえ、入所している子どもの転園先の確保は、事業者の責任で行
う必要があります。

● 市区町村等や児童育成協会に随時状況を報告しながら、事業者自らで近隣の保育所・保育施設に連絡
し、当該施設が受け入れ可能である場合は、子どもの受け入れを依頼します。その際、日常的に保育施
設同士で協力関係が築かれている場合には、協力関係がある保育施設に空き情報の確認を行い、子ども
の転園先を確保することが可能となります。

転園先を確保する時に参考となるのが、児童育成協会のホームページで公開されている企業主導型保育事
業助成決定一覧（平成31年3月31日現在）の地域枠情報や市区町村等がホームページで公開している、認可
外保育施設、認可保育所など保育施設の空き情報です。

市区町村等によっては、相談窓口の保育・教育コンシェルジュを通じて保護者に保育施設の情報提供を
行っている例もあります。

※児童育成協会　企業主導型保育事業助成決定一覧
　https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/08/H30_jyosei_20190809-01.pdf
 （平成31年3月31日現在）

本冊子の事例

東京都世田谷区
　　世田谷区では、企業主導型保育事業で保育施設の設置を検討している事業者に対し、保
育施設設置の優先度が高い地域での開設を薦めています。保育施設の優先度が高い地域へ
誘導することにより、効果的な整備ができるよう連携しています。

東京都武蔵野市
　　市内に設置された全ての企業主導型保育施設に声をかけ、年1回開催している施設長会
議による連携を通して、保育施設の情報も毎月更新されるようになったことから、定員に
空きがあれば保育コンシェルジュにより保育施設の紹介が行われています。

企業主導型保育施設の急な休止時の対応のポイント（参考）
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●● 転園完了
入所している全ての子どもの転園先が決まれば、休止に

向けた様々な手続を進めることになります。この手続に関
しては、児童育成協会に相談してください。また、市区町
村等に対しても随時状況を報告してください。

●● 休止
手続完了後、事業者は都道府県等（認可外保育施設の指

導監督権限を持つ自治体）に休止の届出を休止後１か月以
内に提出します。併せて、受理された休止届の写しを添付
した休止報告書を児童育成協会に提出します。

●● 企業主導型保育施設の空き情報の公表
世田谷区では、区内の保育施設のうち、掲載希望のある施設について保育所名、所在地、電話番号、年齢

ごとの空き数をホームページで公開しています。

参 考 資 料

図：企業主導型保育事業（空き数）が掲載されている世田谷区のホームページ（一部抜粋）

URL：https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/004/d00164202.htmlを参照してください。

図：事業者が行う子どもの転園先確保のフロー（例）

休止の方針を決定

転　園　完　了

休止（都道府県等に休止の届出、児童育成協会に休止報告書を提出）

・保護者に休止の連絡・説明　※保護者の意向の確認

事　業　者

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

空き情報あり

空き情報あり

子
ど
も
の
転
園
先
確
保

・児童育成協会、市区町村等に休止の方針を報告

転園先の確保　
※児童育成協会及び市区町村等に随時情報報告

事業者の関係で
転園先の確保が
できたか

企業主導型保育施設
の空き情報の確認

転園先確保が
できたか

転園先確保が
できたか

認可外保育施設の
転園可能な

空き情報の確認
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●● 保育・教育コンシェルジュを通じた保護者への保育施設情報の提供
横浜市では、保育・教育コンシェルジュを配置して、随時、保育施設の施設長に空き状況を確認し、就学

前の子どもの預け先に関する保護者の相談に応じて、個別施設や施設が提供する一時預かりなどの様々な保
育サービスについて情報を提供しています。

●● 急な休止への対応についての保護者への情報提供　　
世田谷区では、認可外保育施設が休園等により通園できなくなった場合についてのホームページを立ち上

げ、利用できる可能性がある保育施設を紹介しています。

図：保育・教育コンシェルジュの役割が掲載されている横浜市のホームページ（一部抜粋）

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/service/concierge/concierge.html

を参照してください。

図：認可外保育施設が休園等により通園できなくなった場合が掲載されている世田谷区のホームページ（一部抜粋）

URL：https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/009/d00163097.htmlを参照してください。
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●● 保育施設の利用者の確保に関わる取組
世田谷区では、「区内の地域別保育施設整備優先度と保育施設の整備予定」を公表するとともに、区内に保

育施設の開設を検討している企業等が相談に来た時に、企業等に対し「相談に対する回答について」という
文書を渡し、保育施設設置場所の優先度が高い地域での開設を薦めています。

図：地域別保育施設整備優先度と保育施設の整備予定が掲載されている世田谷区のホームページ
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整備を早急に進めたい地区 整備が必要な地区 周辺の状況等により整備が検討できる地区 整備の優先度が低い地区 

【世田谷区内の地域別保育施設整備優先度と保育施設の整備予定（世田谷区全図）】 
※本資料は、町丁目単位の地区（以下、「地区」といいます。）ごとに、保育需要や保育施設の整備状況（整備予

定を含む）等を考慮した保育施設を整備する優先度を設定したものです。当該地区の待機児童数等の状況によ

り、０～２歳児の低年齢児のみを保育する施設を整備していただくようにお願いすることがあります。 

※待機児童数の分布を表現しているものではありません。 

※区立保育園再整備計画及び認可外保育施設から認可保育所等への移行については、裏面に記載してあります。 

 

 

 

 

 

                                                                     
京王井の頭線 

東急田園都市線 

東急大井町線 

京王線 

東急世田谷線 

世田谷 

本資料は、保育施設の整備を検討する方向けに、保育施設整備の緊急性や必要性の度合いを示すことを目的としています。

整備優先度が低い地区であっても、大規模開発等による急激な保育需要が起きた場合は整備を進めることや、整備優先度が高

い地区であっても、近接の場所で保育施設整備の検討が進んでいる場合は整備ができない場合があることなど、周辺の様々な

状況等を踏まえ、具体的な検討を行いますので、お早めにご相談ください。 
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◎塚戸幼稚園跡地認定こども園 

【定員】81 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎岡本二丁目保育施設 

【定員】92 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎北沢四丁目保育施設 

【定員】22 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎砧六丁目保育施設（山野小学校の一部） 

【定員】51 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎世田谷一丁目保育施設 

【定員】80 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎代田二丁目保育施設 

【定員】102 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎三軒茶屋二丁目保育施設（分園） 

【定員】20 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎松原六丁目保育施設 

（総合福祉センター跡地）（分園） 

【定員】27 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 
◎代沢三丁目保育施設 

（代沢まちづくりセンター跡地） 

【開設予定】令和 3 年 4 月以降（調整中） 

◎給田四丁目保育施設 

【定員】68 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎砧二丁目保育施設（分園） 

【定員】20 名程度 

【開設予定】令和 2 年 8 月以降（調整中） 

◎下馬四丁目保育施設 

【定員】31 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎松原二丁目保育施設 

【定員】60 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎松原一丁目保育施設（分園） 

【定員】12 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎駒沢一丁目保育施設＜小規模＞ 

【定員】19 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎等々力四丁目保育施設＜小規模＞ 

【定員】19 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎世田谷四丁目保育施設＜小規模＞ 

【定員】15 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎八幡山三丁目保育施設 

【定員】20 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎上野毛三丁目保育施設 

【定員】45 名程度 

【開設予定】令和 2 年 9 月以降（調整中） 

◎上馬一丁目保育施設 

【定員】20 名程度 

【開設予定】令和 2 年 4 月以降（調整中） 

◎赤堤二丁目保育施設 

【定員】27 名程度 

【開設予定】令和 2 年 10 月以降（調整中） 

令和元年 7月 4日時点 





内閣府子ども・子育て本部ウェブサイト、公式 Facebook、Twitter、Instagram 等にて最新情報を随時発信しております。

https://twitter.com/sukusuku_japan

https://www.instagram.com/sukusuku.japan

令和元年10月

企業主導型保育事業ポータルサイト（児童育成協会）
http://www.kigyounaihoiku.jp/

内閣府子ども・子育て本部HP
（企業主導型保育事業） https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html

https://www.facebook.com/sukusuku.japan

子ども・子育て支援新制度

詳しくは
コチラ


	表紙1-4
	L000-013_1-前付けとパート１-パート２の扉まで
	L014-021_2-K1あけぼの会
	L022-029_2-K2岩手大
	L030-037_2-K3ナカノアパレル
	L038-045_2-K4福島卸商団地協同組合
	L046-053_2-K5マルト
	L054-061_2-K6松葉倉庫
	L062-069_2-K7セキスイハイム東海
	L070-077_2-K8サイトウメディカル
	L078-081_3-C1明石市
	L082-083_3-C2武蔵野
	L084-085_3-C3奈良県
	L086-087_3-C4福島
	L088-094_4-コラム



