
人手不足、採用難・・・
医療スタッフの採用、定着にお困りの

医療法人の理事長様へ
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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。）→ 046278 
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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 担当：星野

日

医療法人向け企業主導型保育事業参入セミナー お問い合わせNo. S046278

TEL0120-964-000 FAX0120-964-111
（平日9:30～17:30） （24時間対応）

企業主導型保育所を活用して

医療スタッフ30人以上の

採用に成功した

方法とは！？

制度に関心がある事業者様、
取り組むなら今！

医療スタッフの

採用・定着
整備費最大

75%助成
年間5000万円以上

の運営費助成
※定員19名、稼働率100%の場合

-保育園を併設して医師、看護師等の採用を強化する方法をお伝えします-

特別ゲスト講師
株式会社パワフルケア

代表取締役 黒田 命人氏
病院保育園を中心に保育園受託事業を関西エリアで展開。医
療法人案件で委託契約13件、派遣契約11件の実績。「受託
先病院の育休明けの復職率100%」等、クライアント法人の
医療スタッフ採用強化、定着率向上に貢献している。
また自社自身でも企業主導型保育園を運営しており、自社で
培った運用ノウハウをクライアントの現場に活かしている。

制度開始から3年、医療法人立の企業主導型保育園数は２１１カ所へ急増！！

日

船井総研
東京本社

船井総研
大阪本社



このような方に
オススメします

そもそもエントリーの数が少なくて困っている…。

院内保育所を作りたいが、赤字が心配…

質の高いやる気のある女性を集めたいが良い策がない

定着が悪く、余計な仕事やコストが増えてしまっている…。

パートが多く、夕方シフトがなかなか埋まらない。

子どもを預けられないという理由で辞められてしまう

企業主導型保育事業を始めるべき理由

今までの保育園に預けられなくて、
働けなかった

女性スタッフが
集まる！！

受けながら保育園を作れるから、

国から工事費用の

最大７５％の助成を

1院の小規模法人でも

運営が安定化しやすい！

医療法人

今スグ

企業主導型保育事業を活用し医療スタッフを募集し、雇用する方法

主婦
労働市場

要保育乳幼児

医療スタッフ

保育所

人 お金

保育料

助成金

国

連携企業
地域のお子様

保育料

「近くで保育してくれて安心だからこそ
思いっきり働きたい！」

という優秀な人材を採用する！

地域枠の受け入れで、

地域社会との関係性が
より深くなる！

待機児童問題に貢献！

保育園があるからこそ、
“喜んで自院を選ぶ人”が増える！ 社会的意義のある事業で、収益はもちろんのこと、社会や世間から称賛される医療法人になる

※本制度を活用する場合、内閣府（または児童委員協議会）より助成決定を受ける必要があります。また、制度は予告なく変更されることもあります。
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病院
成功事例
レポート

保育所設置で

看護師１２名の採用に成功！

病院様の成功事例紹介

1．企業主導型保育事業に参入しようと思った経緯
看護師採用の取り組みとして、新卒採用・キャリア採用による紹介会社の活用
などを検討していましたが、病院併設の保育園があれば

看護師の採用・定着に有利に働くと思い
保育園の設置について検討していました。また、近隣には同規模の病院が
約20施設ありましたが、ほとんど院内保育所を設置していました。
ただ、院内保育所は不採算事業となるうえに、
保護者へも一定の負担を
設けなければならないものでした。
そんな中、自治体より企業主導型保育事業
という制度を教えて頂き、

院内保育所よりも圧倒的に収支が安定し、
保育料0円での受け入れも可能ということを知り、
設置を検討することにしました。

3．船井総研が関わって良かった点
船井総研に依頼をして一番助かったのは

帳票の整理と、監査対策です。
企業主導型保育事業の監査は毎年ありますが、
年によって、また監査員によって
指摘される事項が異なることが良くあります。

船井総研は制度を熟知されており、
また、常に最新の事例を持っているため、
監査当日立ち会って頂けることは、大変心強かったです。

2．企業主導型保育事業参入で得られた効果
実際に企業主導型保育事業に参入して最も良かった点は、

採用コストの減少と定着率の増加です。これまでは
看護師を採用するに多額のコストがかかっていましたが、
企業主導型保育所開園後は保育所があるという理由で、

看護師１２名・准看護師３名の採用に成功しました。
また保育所を利用している看護師は100%定着してくれる
ため、毎年の補充採用の必要も少なくなり、紹介会社等に

無駄な採用コストを支払わずに済んでいます。

看護師を奪い合う近隣病院の存在

立ち入り監査の前に準備する資料は、
１００項目以上のチェックリストがあり、
大量の書類の準備が必要となる

求人媒体への
保育所設置の打ち出しで

安定的な看護師採用が可能に！



Copyright  2019 Funai Consulting  Incorporated  All  rights reserved
（禁無断複写複製）

歯科医院
成功事例
レポート

地域密着型歯科医院様の成功事例紹介

精度の高い収支シミュレーションで
計画的な資金調達が可能に！

1．企業主導型保育事業に参入しようと思った経緯

地域で歯科医院を運営していて難しいと感じるのが、

ドクター・歯科衛生士の確保でした。
ちょうど自院でドクターの奥様の出産や
産休に入る歯科衛生士が相次ぎ、

採用・定着率を高める良い施策
がないかと検討している時に、船井総研が企業主導型
保育事業の参入サポートをしていると聞き、持ち出しなくドクター・

歯科衛生士の福利厚生に効果があればと思い、参入を検討しました。

3．船井総研が関わって良かった点
船井総研には、保育事業参入前の商圏調査から
お願いしましたが、利用見込み数の推定や、
収支シミュレーションなどをいただき、
新規事業参入への不安を最小限にすることが

できました。また、煩雑な申請業務も
２名体制でサポートして頂き、タイトな申請スケジュールでも
スムーズな申請が可能でした。開園後も、毎月の打ち合わせで
園長とともに状況確認と施策の実施を行って頂けるため
保育事業については安心してお任せすることができています。

2．企業主導型保育事業参入で得られた効果
実際に企業主導型保育事業に参入してみると、

福利厚生としての効果だけでなく、
患者様のお子様の一時預かりを
きちんとした保育施設で行うことができ、地域の方から

「治療中に子どもを安心して預けられる」
と評判になり、遠方から治療に来てくれる方が
増えました。また保育園は医院の隣にあるため、
園にお子様を預けている歯科衛生士からも、
子どもの近くで働けて安心との声があり、
院近接の保育園のメリットを日々感じています。

歯科衛生士の採用に頭を悩ませていた

保育園の開設によって
様々な効果が得られた

精度の高いマーケット調査で参入時の不安も払しょく
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クリニック
成功事例
レポート

子どもの数が少ない地方でも成功！
開園2年足らずで定員増検討へ
和歌山県のクリニック様の成功事例紹介

1．企業主導型保育事業に参入しようと思った経緯
当クリニックは、グループ法人で幼児教育施設の
運営をおこなっておりましたが、
クリニックでの診療などを通して、

「働きたいのに小さな子どもがいるので働けない。」
「子どもに習い事をさせたいのに仕事が忙しくてできない。」
という働くお母さんの声を聞き、何か方法がないかと考えていたところ、
船井総研が企業主導型保育事業開設のサポートを行っていると聞き、お願いしました。

3．船井総研が関わって良かった点
船井総研とお付き合いしていて、最も良い点は、

職員会議の進行を行ってくれる点です。
普段クリニックで勤務している院長と、現場の保育士の方々とはなかなか
コミュニケーションをとることができないため、
月に一度の打ち合わせの際に職員会議の時間を
作って頂けるのは大変ありがたいです。主任・担任・事務員・看護師で

日常の保育業務に関する問題点や、
今後の改善点等を議論することが
でき、園の運営を円滑に進めることができています。
会議により職員それぞれがやるべきことが明確になり、
急な職員の入れ替わりがあったときでも、
大きな混乱なく業務を引き継ぐことができました。
現場の職員が運営について

船井総研に相談していることも多く、
経営と現場の間に入ってくれる大変重要な存在となっています。

2．企業主導型保育事業に参入した結果
保育所開設地は子どもの少ない地域で、決してアクセス
が良い立地ではありませんが、開園時から多くの
お問い合わせをいただき、当初12名定員で始めた園も
満員の状態が続いています。
入園の問い合わせはさらに増えてきているため、
現在は園を広げ、定員を増やすことを検討しています。
また、保育園があることで、医療スタッフの募集を出せば、

早期に良い人材が集まり、
院の運営にも貢献してくれています。

子どもの少ない地域でもたくさんの園児が集まり、
現在は増床を検討している

毎月の職員会議ではコンサルタントが
進行を行ってくれるため、

次月までにやるべきことが明確化される！



医療法人向け
企業主導型保育事業参入セミナー

講座内容＆スケジュール 開催時間13:00～16:30（受付は12:30より）

講座 セミナー内容

第1講座

第2講座
特別ゲスト講座

第3講座

第4講座

保育業界の動向と企業主導型保育事業の最新情報大公開

セミナー内容①

セミナー内容②

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

株式会社 船井総合研究所
チームリーダー 堀内 顕秀

医療法人設置の企業主導型保育事業所の成功事例紹介！

セミナー内容①

セミナー内容②

医療法人の企業主導型保育事業参入の意義

保育所活用による具体的な成果公開

株式会社 パワフルケア
代表取締役 黒田 命人氏

企業主導型保育事業の申請・準備のポイント

セミナー内容①

セミナー内容②

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

株式会社 船井総合研究所
吉田 健人

まとめ講座

セミナー内容①

セミナー内容②

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

株式会社 船井総合研究所
チームリーダー 堀内 顕秀

お申込方法

FAXでのお申込

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。

0120-964-111
（24時間対応）担当：星野

WEBからのお申込

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.jp/seminar/046278
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受講料

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時間受付中）

●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：吉田

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）普通預金口座番号：5785752
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医療法人向け企業主導型保育事業参入セミナー
【ご記入欄】

お問い合わせＮｏ．S046278
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 6月2日（日） □大阪会場 6月9日（日）

携帯電話：

Ｅ－ｍａｉｌ：

法人名

代表TEL：

代表FAX：

貴社の企業主導型保育事業における現状・セミナーで興味がある内容にチェックください。

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）

【お申込みはこちらから】

□企業主導型保育事業の情報収集段階で、事業に取り組むかどうかは未定である
□企業主導型保育事業に取り組む予定である（候補地無し）
□企業主導型保育事業に取り組む予定である（候補地有り）

セミナー後に個別で無料相談を承っております。
□無料相談を希望する □セミナー後に検討する

東
京
会
場

株式会社船井総合研究所 東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命丸の内ビル21階

開催時間（受付12:30より）

13：00 16：30
開始

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。
また最少催行人数に満たない場合、中止させて頂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致しかねますので、ご了承下さい。

終了

大
阪
会
場

株式会社 船井総合研究所 大阪本社
〒541-0041
大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

JR東京駅丸の内北口より徒歩1分

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。
お振込いただいたにも関わらずお手元に届かない場合は、下記申込み担当者までご連絡ください。

地下鉄御堂筋線淀屋橋駅より徒歩2分

2019年6月2日（日） 2019年6月9日（日）

お申込締切日：2019年5月31日（金）17:00迄 お申込締切日：2019年6月7日（金）17:00迄

F2091
検


