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株式会社 船井総合研究所　〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研 大阪本社ビル　お申込みに関するお問合せ：星野

平日
9:30～17:30

24時間
対応TEL.0120-964-000 FAX.0120-964-111

WEBからもお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 045877

不動産・住宅業界向け企業主導型保育事業セミナー お問い合わせNo.S045877

セミナー内容講座

１講座第

2講座第

3講座第

第4講座

企業主導型保育事業の最新情報と保育業界のこれからを徹底解説！

保育業界の最新業界情報
企業主導型保育事業の現状と今後の展望

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

株式会社 船井総合研究所
チームリーダー 西村 優美子

株式会社 船井総合研究所
チームリーダー 西村 優美子

特別ゲスト
講演

お申込み方法

講座内容＆スケジュール

不動産会社×企業主導型保育事業　成功事例を大公開！

企業主導型保育事業参入までの経緯
保育園開設による具体的な成果公開

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

株式会社 前田工務店
代表取締役 前田 良平氏

企業主導型保育事業の申請＆準備のポイント

保育事業参入のポイント解説
企業主導型保育事業申請のポイント解説

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

株式会社 船井総合研究所 児玉 梨沙

本日のまとめ

明日から取り組んでほしいこと
企業主導型保育事業に参入するべき理由

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

2019年

5月16日（木） 5月22日（水）
㈱船井総合研究所
淀屋橋セミナープレイス
13：00～16：30［受付 12:30～］

2019年㈱船井総合研究所
五反田オフィス
13：00～16：30［受付 12:30～］

大阪
会場

東京
会場

不動産・住宅業界向け
企業主導型保育事業セミナー

本DMに同梱しております
お申込用紙にご記載のうえFAXにて
お送りくださいませ。

右記のQRコードを読み取り頂き、
Webページのお申込フォームより
お申込くださいませ。

セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/045877（24時間対応） 担当：星野

0120-964-111

FAXでのお申し込み WEBからのお申し込み

企業主導型企業主導型
保育事業
新規参入セミナー

企業主導型
住宅・不動産会社向け

優秀な女性社員の採用・定着に貢献！
人手不足に悩む住宅会社・不動産会社の経営者様へ

優秀優秀ななな女性社員女性社員ののの採用・定着採用・定着採用・定着に貢献！
人手不足時代の採用を抜本的に変えるチャンス！

整備費

７５％助成
万円の5,000

運営費助成
住宅会社が保育園を開設した結果・・・

潤沢な企業主導
型

保育事業保育事業の助成
金潤沢な企業主導
型

保育事業の助成
金

株式会社 前田工務店
代表取締役  　

2019年

5月16日（木）
㈱船井総合研究所
五反田オフィス
13：00～16：30

東京
会場

2019年

株式会社 前田工務店
代表取締役  　

前田 良平氏

□
□
□

保育園開設で女性建築士2名が新たに入社！
優秀な女性従業員も予定通り育休から復帰予定！
子どもの近くで働ける保育園設置で従業員の満足度ＵＰ!

最
大

年
間

※定員19名、稼働率100％の場合

スペシャル
ゲスト



優秀な人財流出を防ぐための新しい福利厚生のカタチ、企業主導型保育事業に参入するなら今しかない！

今!今!今!今!
一つでも当てはまる方は絶対におススメです!!

『福利厚生一覧』

・保育園併設（優先入園可）

待機児童が多いって聞くし、子どもが

できたら辞めるしかないか… ・交通費支給  ・各種保険手当充実

・家賃手当て  ・年間休日○○日以上

今!今!企業主導型保育事業に参入するべき理由

施設整備費助成金75%＆安定の運営費助成金が支給される企業主導型保育事業の全容を大公開!!

保育事業に参入し、実際に保育園開設した住宅会社の最新成功事例レポートはこちら

国から工事費用の最大７５％の助成
を受けながら保育園を作れる！
さらに認可保育園並みの運営費助
成金も受給可能！

国 企業

従業員

企業主導型保育園があれば・・・

認知

認知

（※料金は自由設定）

優先的に従業員の子どもを預かれるので、

職員が辞めなくても済む!!
福利厚生サービスで差別化

世間の働く女性の声 求人内容で
保育園の存在を訴求可能

今まで接点の無かった層に
保育園を通してリーチが可能！

子育て世帯の商談中の一時預かりの
実施も可能に！

保育園があるから

優秀な女性従業員の
流出を防げる!

保育園があるから

求職者から選ばれる
職場になれる！

保育園があるから

本業の顧客基盤拡大！
満足度・信頼度アップ！

設置

優先入園

助成金

本業

認知

認知

子どもを保育園に預けられないから

仕事を辞めるしかない…

子育てを理由に
女性従業員が退職して
しまったことがある。

現在従業員の子どもが
待機児童になっている。

優秀な女性を
今後採用したいと
考えている。

保育所

優秀な女性に選ばれやすい!!

せっかく育てた
女性従業員を
手放したくない

本業の業績にも

プラスの効果あり

不動産会社だからこそ！一時預かり保育の実施子育て世帯が来店
した際に、お子様を一時的にお預かりして商談を実施することで、商談に
集中できる環境づくりが可能となります。また、保育のプロである保育士
がお子様を見るという安心できる保育環境によりお客様との信頼
関係もアップ！本業にもプラスになる事業です！



株式会社 前田工務店

前田 良平氏

代表取締役

『働きたいのに働けない…』

なぜ、住宅会社が保育園を開設したのか。

その参入の経緯から、

女性建築士2名新規採用

優秀な従業員のスムーズな育休復帰実現など

人財の採用・定着にもたらした効果まで

保育園開設による成功の秘密に迫る

法人概要

商　　号： 株式会社　前田工務店
会社設立 ： 2013年2月14日
所 在 地 ： 大分県大分市皆春1606-1
代 表 者 ： 前田　良平
資 本 金 ： 5,000,000円
従業員数 ： 25名　うち女性22名
　　　　　（2019年3月1日時点）

■ こーず保育園

■ 12名定員（0～2歳受け入れ）

■ 月曜日～土曜日開園

■ 8:00～19:00（基本保育時間）

Q. まずはなぜ企業主導型保育事業で保育園を作ろうと思ったのか教えて下さい。

私の会社は25名中 女性従業員が22名と非常に女性が多い会社です。もちろん子育て中の従業員

も多数いるのですが、待機児童の多いエリアだということもあり、希望の時期や雇用形態での職場復帰

が難しいという現状がありました。また、希望の保育園に入れず、正社員で働くことを希望している

従業員がやむなくパートで働くしかないという状況も…。

　元々親子向けのカフェを運営していたので、どうしても預かってほしいという要望があれば、一時的

に従業員の子供を預かるなど、会社としても子育て中の従業員を応援してはいましたが、自社での

預かりは負担も大きく、継続性に悩みを抱えていました。

　なんとかしなければと考えていた時に、たまたま内閣府のホームページで「企業主導型保育事業」

のことを知りました。保育事業者でなくても助成金を活用して、自社のための保育園を設置できると

いうことを知り、保育園の開設を決めたのです。

A.

女性建築士2名採用！ さらに従業員の復職までも実現させた成功ストーリー

Special interview

そんな従業員の声から保育園の開設を一念発起！



私が企業主導型保育事業を申請したのは、第一回の募集の時でし

た。制度自体始まったばかりだったので準備する書類も今と比べる

と比較的準備しやすかった印象があります。

　しかし、最近の申請書類を見ると、以前と比べて書類が増加してい

たり、地域のニーズ把握等自治体との協力が重要視されたりと以前

と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。

　申請の際には、企業主導型保育事業の最新の情報・動向をしっかり

と把握しておくことが重要だと強く感じています。

まず「事業所内保育所あり」と打ち出したところ、就学前のお子様を

育てている女性建築士2名から応募が来て、入社してくれました。

　他の会社だと保育園に預けられずに働けない優秀な人材や有資格

者を採用できたことは非常に良かったと思っています。

　

　利用している従業員からも非常に好評です。保護者も保育士も自社

従業員なので連携がとりやすく、打ち合わせでどうしてもお迎えが予定

より遅れてしまう場合でも、自社だからこそ臨機応変に対応できて

助かるという声もよく聞きます。また、保育園と会社が近いので子ども

が病気やケガの際にはすぐに駆け付けられることも安心感につながっています。帰りも仕事が終わるとすぐ迎え

に行けるのも、従業員にとっては嬉しいようです。

　現在妊娠中の女性従業員も、産休復帰後は「こーず保育園」に預けながら働きたいと言ってくれています。認可

保育園と違い、自社従業員の子どもを優先して受け入れることができるので、安心して復帰してもらうことが

できる環境が整っています。

　開園してまだ数年ですが、現時点で既に保育所を作ったことによる、人財定着力と人財採用力の向上を実感できて

おります。

　弊社では、店舗内にあるキッズルームにも保育士が常駐しており、お子様連れのお客様が来店された場合には、

保育士がお子様を預かっています。お客様のお子様を預かることで打ち合わせやショールーム見学に集中でき、

またお客様からの信頼感アップにもつながっていると感じます。保育のノウハウをここにも生かせるため、保育

事業と本業との相乗効果も感じています。

初めての保育園運営だったので、無理のない運営を心掛けました。保育士も大切な従業員の1人です。保育士の負担を考

えて開所日数は月曜日～土曜日の6日間（日曜日は休み）、開所時間も8時～19時と無理のない時間で設定しています。

保育士が環境に慣れてきたころに、よりニーズに応じた形で保育を提供できるようにしていきたいと思っています。

　また、私自身は専門家ではないので、保育現場のことは主任をはじめとした信頼できるプロにまかせ、あまり口を出しすぎ

ないように心がけています。

企業主導型保育事業は最新の情報を把握することが大切 開園によって女性建築士2名採用！より働きやすい会社へ！

保育士も働きやすい保育園を心がける

保育園を作ったことによる具体的な成果を教えて下さい。QQ.1.1.
A

と比較的準備しやすかった印象があります。

A
と比較的準備しやすかった印象があります。

　しかし、最近の申請書類を見ると、以前と比べてA　しかし、最近の申請書類を見ると、以前と比べて

地域のニーズ把握等自治体との協力A地域のニーズ把握等自治体との協力

と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。Aと様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。.地域のニーズ把握等自治体との協力.地域のニーズ把握等自治体との協力

と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。.と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。1
た。制度自体始まったばかりだったので準備する書類も今と比べる

1
た。制度自体始まったばかりだったので準備する書類も今と比べる

と比較的準備しやすかった印象があります。1と比較的準備しやすかった印象があります。

　しかし、最近の申請書類を見ると、以前と比べて1　しかし、最近の申請書類を見ると、以前と比べて

地域のニーズ把握等自治体との協力1地域のニーズ把握等自治体との協力が重要視されたりと以前1が重要視されたりと以前と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。1と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。.1.地域のニーズ把握等自治体との協力.地域のニーズ把握等自治体との協力1地域のニーズ把握等自治体との協力.地域のニーズ把握等自治体との協力

と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。.と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。1と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。.と様相が変わってきたので、今申請すると大変だろうと思います。

A.2無理のない運営

A.2無理のない運営を心掛けました。保育士も大切な従業員の1人です。保育士の負担を考

A.2を心掛けました。保育士も大切な従業員の1人です。保育士の負担を考

えて開所日数は月曜日～土曜日の6日間（日曜日は休み）、開所時間も8時～19時と無理のない時間で設定しています。A.2えて開所日数は月曜日～土曜日の6日間（日曜日は休み）、開所時間も8時～19時と無理のない時間で設定しています。

保育士が環境に慣れてきたころに、よりニーズに応じた形で保育を提供できるようにしていきたいと思っています。A.2保育士が環境に慣れてきたころに、よりニーズに応じた形で保育を提供できるようにしていきたいと思っています。

保育現場のことは主任をはじめとした信頼できるプロにまかせA.2保育現場のことは主任をはじめとした信頼できるプロにまかせ

A.3
者を採用できたことは非常に良かったと思っています。

A.3
者を採用できたことは非常に良かったと思っています。

　利用している従業員からも非常に好評です。保護者も保育士も自社A.3　利用している従業員からも非常に好評です。保護者も保育士も自社

従業員なので連携がとりやすく、打ち合わせでどうしてもお迎えが予定A.3従業員なので連携がとりやすく、打ち合わせでどうしてもお迎えが予定

より遅れてしまう場合でも、自社だからこそA.3
より遅れてしまう場合でも、自社だからこそ

Q.3Q.3保育園を作ったことによる具体的な成果を教えて下さい。Q.3保育園を作ったことによる具体的な成果を教えて下さい。保育園を作ったことによる具体的な成果を教えて下さい。Q.3保育園を作ったことによる具体的な成果を教えて下さい。

Q.2

企業主導型保育事業に参入する上で大変だったことを教えて下さい。

保育園をつくる上で気を付けたポイントについて教えてください。
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受講料

【WEBからのお申込み】下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

【FAXからのお申込み】入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。お振込みいただいたにも関わらず、お手元に届かない場合は、下

記担当者までご連絡ください。

株式会社 船井総合研究所

TEL

FAX

0120-964-000
0120-964-111

（平日９：３０～１７：３０）

（２４時間対応）

●お申し込みに関するお問合せ：星野

※ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせて頂きます。

●内容に関するお問合せ：児玉

受付12：30より

・諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。また、最少催行人員に満たない場合、中止させていただくことがございます。
尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、予めご了承下さい。

13：00
▼
16：30

開催時間株式会社 船井総合研究所 五反田オフィス
東京都品川区西五反田6-12-1
JR「五反田駅」西口より徒歩15分

2019年5月16日(木)東
京
会
場

一般企業：（一名様）３０，０００円 （税抜） （３２，４００円（税込））

会員企業：（一名様）２４，０００円 （税抜） （２５，９２０円（税込））
※お振込みの際は税込み金額にてご入金をお願いいたします。

●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講
票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
●万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前

までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合
は、お申込みを取消させていただく場合がございます。 ●ご参加を取り消される場合は、開
催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡
くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日お
よび無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。 ●
会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

日時・会場

受講料

お申込方法

お振込先

セミナーご参加料は下記の口座に直接お振込み下さい。

三井住友銀行（０００９）近畿第一支店（９７４） 普通 No. 5785251
口座名義 カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

お問い合わせ

FAXお申込用紙

FAX：0120‐964‐111不動産・住宅業界向け
企業主導型保育事業新規参入セミナー

お問い合わせＮｏ．S045877

担当者：星野

ご参加会場 □3/18（木）福岡 □3/19（金）大阪 □3/23（火）仙台 □3/27（土）東京
フリガナ 業種 フリガナ

会社名 代表者

（役職： ）

所在地

〒 -
代表TEL：

代表FAX：

フリガナ 所属・役職
TEL：

連絡担当者
FAX：

参加者氏名 所属・役職 参加者氏名 所属・役職

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

年商規模 CDを申し込む （ ） セット

百万円
DVDを申し込む （ ） セット

□東京会場 ５月１６日（木） □大阪会場 ５月２２日（水）

携帯電話：

Ｅ－ｍａｉｌ：

法人名

代表TEL：

代表FAX：

株式会社 船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス
大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 7階
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」10番出口より徒歩3分

お申し込みはこちらから

大
阪
会
場

「セミナーで具体的にこんなことを聞きたい！」というご要望があればご記入ください。※出来るだけご意見は反映させていただきますが、必ずその内容を盛り込むとは限らないので予めご
了承ください。

上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参
加される方に限り、無料個別経営相談を行いま

す。（どちらかに○をつけてください）

□当日、無料個別経営相談を希望する。（1企業様15分程度）

□後日、無料個別経営相談を希望する。（1企業様1時間程度） 【 希望日】 月 日頃

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があれば○印をお付け下さい） ●FUNAIメンバーズPlus ●その他各種研究会（ 研究会）

2019年5月22日(水)

F2091
検


