


2016年当初、株式会社アンジェリカでは某自治体にて補助金を活
用した学童保育所（以下、放課後児童クラブ）への参入を試みてお
り、私は応募施設の施設長候補として入社しました。しかし、公募
では選定されず参入は失敗…。そこから「放課後子ども育成事業
部」が立ち上がり、放課後児童クラブへの本格参入に向けて動き出
しました。

特集：3年間で5個所の学童を開設！学童保育に参入していくための秘訣とは！？
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先を見据え会社として学童参入を決意！しかし…

なぜ、民間学童でなく放課後児童クラブだったのか
学童保育事業の参入を目指したのは、運営している保育園に付加

価値をつけたいという思いがあったためです。しかし、当初始めた
民間学童は経営がうまくいかず、思うように児童が集まりませんで
した。そこで、補助金をもらいながら安定的に運営ができる放課後
児童クラブへの参入を試みることになりました。

児童館、学童クラブ指導員の経験を経て、
２０１６年４月に株式会社アンジェリカ
へ入社。
子どもの放課後を充実させるべく学童保
育事業に参入する。現在関東で５施設の
管理を行っている。

特別書面成功事例レポート



特集：

2017年４月に放課後児童クラブの参入に成功！

都内では、民間への委託が既に進んでおり、参入の余地がありま
せんでした。特に公募プロポーザルでは、保育園の実績はほとんど
関係なく、学童の運営実績を求められました。多くのプロポーザル
では「1年以上の放課後児童クラブの運営実績」が求められ、参入
の資格すらありませんでした。
そこで完全に後発組であった私たちがまず取り組んだことは、

①民設民営の放課後児童クラブに参入し、学童の実績を作ること
②手当たり次第、参入条件に当てはまるところへ応募すること
でした。
提案書の作成でも、当初は非常に苦労しました。特に…

①正解がわからない：ボリュームや見やすさなど、ゴールがないも
のを作っていくのは大変でした。
②提案できる内容がない：新規開設ですと、書ける内容があまりな
いと思いますので、情報の少なさにも苦労します。

都内では競合多数、参入時期としては後発組…。

民設民営１施設、公設民営1施設を開設することができました。
応募したプロポーザルは10自治体16カ所にも及びます。

特集：3年間で5個所の学童を開設！学童事業に参入していくための秘訣とは！？



特集：

参考となるかはわかりませんが、公募に手を挙げる際に私たちが
苦労した点を3点ご紹介します。
①現場視察で紹介する施設がないこと。
②公募用件で実績を求められた場合参加できないこと。
③施設長候補が確保できないこと。

新規で施設長候補を立てるときは、弊社では施設が獲得できてい
ない時点で施設長を採用していたため、コスト面で非常に重くのし
かかっていたことを記憶しています。保育士資格などを有していて、
他の施設でも働ける、替えの利く立場で職員を雇用する必要がある
と感じます。

このように、公募に応募することへの労力は大変でしたが、チャ
ンスのある公募に手を上げ続けることは、実績作りとしてはとても
重要な業務でした。

colors西元町学童保育所 (民設民営)
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自治体への営業活動を開始！
自治体の動向を探るためにも、毎年欠かさず行っていることが自

治体への営業活動です。東京都は23区以外もすべて訪問し、事前に
公募情報を引き出したり、今後民間への委託の意向があるかどうか
を伺っています。情報収集のためだけではなく、法人として放課後
児童クラブに参入しているということを知ってもらうためにも、こ
の自治体への営業活動は重要になります。自治体への営業活動の上
で重要なポイントは下記３つです。

1. 民設民営の補助金を出してもらえるかどうか。
2. 自治体の長期計画を教えてもらう。

※今は直営で実施しているが、委託を考えているなど
3. 自社が受託した際のメリットをお伝えできるように、

事業プラン、マニュアルを作成しておく。

また、自治体への営業は、公募が始まる前の年度初め（４月・５
月）に毎年足を運ぶことが必要です。所管課の担当者が変わること
で自治体の方針も変わることがあるためです。

落ちても諦めない！3年間で５施設の開設に成功！
地道な営業活動による情報収集と、チャンスがあれば公募に応募

し続けた結果、３年間で５施設（民設民営２施設、公設民営３施
設）開設することができました。公募は手を挙げ続けることが、自
治体に対して参入の意思を示すことに繋がります。一度落ちても諦
めず、次につなげていくことが大切です。

特集：3年間で5個所の学童を開設！学童事業に参入していくための秘訣とは！？



放課後児童クラブを運営するメリットとは？

今後の少子化を見据えたときに、保育園だけを運営していてもい
ずれ経営が成り立たなくなってしまうことに法人として危機感があ
りました。ただ単に今運営している保育園に付加価値をつけようと
すると、コンテンツを展開するための講師を雇ったり、設備を整え
たり、何をするにもお金がかかります。
薄利であったとしても、補助金をもらいながら事業を行うことが

できる放課後児童クラブに参入していくことは、近隣保育園にとっ
ては付加価値となり、法人にとっては安定して事業の幅を広げるこ
とのできるチャンスとなっています。

現在運営している放課後児童クラブのうち、「colors桜台二丁目
学童クラブ」と「田柄小ねりっこクラブ」については、アンジェリ
カ保育園の近隣に位置しており、保育士と学童指導員が日常的に連
携しています。学童の行事に保育士がお手伝いに行ったり、午前中
手の空いている指導員が保育園のプールの片づけを手伝ったり、人
財の有効活用にもつながっています。

放課後児童クラブ事業は、保育園に比べ整備が遅れており、今後
益々の需要に伴い整備されていきます。整備が完了してからでは参
入のタイミングは遅く、整備を進めている今が最後の参入のチャン
スであり、なるべく自治体の民間委託初年度に参入していくことが
重要になります。
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人財の確保と職員が辞めない組織づくり
放課後児童クラブを展開するうえで、最も重要なのが「施設長」

の採用です。プロポーザルの二次審査のプレゼンテーションでは、
施設長候補の出席を求められることもあり、公募においては重要な
役割を担います。
つまり、施設の獲得が確定していない段階でも施設長候補の採用

が必要になります。保育士として勤務している方を候補にするとし
ても、新規で採用するにしても、獲得できなかった場合は保育園で
働いてもらう覚悟を持ってもらう必要があります。学童で働きたい
という思いと同時に、法人の目指す方向性に理解を示し、賛同して
くれる職員を確保していかなければなりません。
アンジェリカでは放課後児童クラブに勤務している常勤、非常勤

職員の離職率が7％となっており、この人手不足の時代に常に職員
を充足させることができています。

この放課後児童クラブの参入を契機に、児童館や交流センターな
どの指定管理に挑戦してきたいと考えています。また、放課後児童
クラブの受託を積極的に展開し、保育園がある地域に参入するだけ
ではなく、放課後児童クラブに参入した地域に保育園を作ることも
検討していきたいと考えています。
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待機児童0時代への突入に向け
「成長戦略を創りたい」
これ以上保育展開は望まずとも
「新たな事業の柱」を確立したい
子育て支援事業の幅を広げたい

株式会社船井総合研究所

保育・教育支援部
保育グループマネージャー

伊藤 沙穂理
こんにちは！株式会社船井総合研究所の伊藤沙穂理です。

株式会社 アンジェリカ様の学童保育事業への展開の手法、いかがで
したでしょうか？
これまで学童保育事業には興味があったが、保育事業で手一杯、

という法人様も多くいらっしゃることと思います。
今回は、新規で学童保育所の開設を検討されている方も、これま

で興味があったがなかなかきっかけができなかった法人様も、本レ
ポートを見ていただき、これからの法人運営に活かしていただける
よう、下記のようにポイントをまとめました。

ポイント1
学童保育事業は①自治体から支給される補助金を活用した放課後

児童クラブと②近年「ネオ学童」と呼ばれる民間企業が独自に運営
する学童の大きく２つに分かれます。
放課後児童クラブは、全国で25,328カ所あり全国の小学校よりも

多く地域に存在しています。しかしながら、学童保育の待機児童は
なんと全国1.8万人！増加傾向にあり、まだまだ足りないのが現状
です。



今年度国の施策として「新・放課後子ども総合プラン」が策定され、
2023年度末までに約30万人の受け皿を新たに整備する方針が掲げら
れています。
このような背景から、学童保育事業を検討される事業者様がいらっ

しゃいますが、この業界の実態が見えない、どのように参入していけ
ば良いかわからない、補助金を活用した参入の仕方自体がわからない
というご相談をいただきます。今回は、補助金を活用した放課後児童
クラブの参入の仕方についてお話をさせていただきます。
補助金を活用した放課後児童クラブは公設民営で業務委託や指定管

理者として運営する方法と、民設民営で運営する方法があります。し
かし、その参入のためには認可保育所と同様プロポーザルによる審査
があります。法人様の中には、自治体から学童保育をやってもらえな
いか、というお声がけをいただく方も少なくはない状況ですが、「公
募にかける人員がおらず、中途半端な状態のまま公募を迎え、これま
での結果は惨敗」「資料は通ったがプレゼンテーションで他の法人に
負けてしまい施設展開が未だ目途が立っていない…」というお声をよ
く聞きます。
しかし、先述のレポートにあるように、放課後児童クラブへの参入

を検討するのであれば国が整備の拡充を進めている今が最後のチャン
スです！現在の認可保育所を運営する中で、今回お伝えする放課後児
童クラブの運営は、
・これまで保育園で培ってきた安心安全な保育環境の整備が役に立つ
・学童保育を近隣に設置、参入することで、（学区内の）保護者はそ
の保育園に通わせ続けたいと思えるきっかけがつくれる
・学童保育所を運営することで様々な分野を学んだ人財が雇用できる
といったメリットを持っています。



学童保育の中でも先の頁でお伝えした放課後児童クラブの場合、子
どもたちの人数にかかわらず委託料・指定管理料が支給されるため、
収入面では安定していると言えます。また、同様に委託・指定管理の
場合には設備投資が無いことも大きなメリットです。
おおよそ、業務委託の場合運営にかかわる費用は、人件費が約7割程

度を占めています。多くの場合、家賃や水道光熱費は自治体が負担し、
業務委託料のなかに含まれないため、固定費となる法人負担額が保育
事業と比較して少ない状態です。
これまで、先にご説明したネオ学童（補助金を受けずに行う学童）

と比較をすると、委託などで補助金をもらいながら運営することで法
人負担は大幅に減少します。

ポイント2

ポイント3
学童保育を運営することで、株式会社が運営する認可保育所が最も

メリットと感じるのは「ローリスク・ローリターン」で新規事業に参
入できること、そして次の児童館や多世代交流センターの委託や指定
管理への参入のチャンスを広げ、地域の子育て家庭に愛される法人づ
くりをかなえることができるということです。

地域の子育て家庭を
総合的に支える

法人へ



まず、何から始めるか？！

学童保育事業への参入にご興味がある法人様、
次の頁をご確認ください！

「放課後児童クラブは事業者の特色を出してはいけないのでは？」、
「何もできないのでは？」というご質問をよくいただきます。その答
えはズバリ「NO」です。子ども達のために、自分たちだからこそでき
る教育や独自の活動を展開していくことは、プロポーザルにおいても
求められます。では、なぜそのように感じてしまうのか…。
それは、この放課後児童クラブは「子ども達だけではなく地域の子

育て家庭やそれを取り巻く自治体のニーズ」を満たすことが求められ
ているからです。「地域のニーズ」をしっかりと把握したうえで、事
業者の持つ強みをどのように生かせるのか、地域の課題解決のために
事業者としてできることは何かを考え、実践していくことが重要です。

ポイント4

1. 参入検討中の自治体の公募状況の確認

2. 自治体への営業活動

3. 収支の想定、参入の可否判断

4. 配置予定職員の放課後児童支援員認定
資格研修の受講

5. プロポーザル対策



認可保育園を運営されている法人様限定

学童保育事業
参入セミナーのご案内

ここまでレポートをお読みいただきありがとうございました。
今まで保育園を運営されてきている法人様であれば、学童保育所の立ち上げはそう難しい
ものではないかもしれません。しかしながら、最短で事業を成功させるためには、力をか
けるべきポイントに専念し、スピード感を持って成果を出すことが必要だと考えます。

また、すでに成功されている方の事例を基に自法人独自の「認可保育園×学童保育所」
の運営方法を今後検討していくことが、今後待機児童が0になっても選ばれる法人運営の基
盤を築くことが出来ると考えております。現在認可保育園と学童保育所をすでに両方運営
していらっしゃる法人様も、ぜひ一度セミナーに足を運んで気づきを得ていただけました
ら幸いです。

今回のセミナーは誌上でもご紹介した株式会社アンジェリカの末永勝久氏と、学童事業
の参入に寄与された原弘和氏にご登壇いただき、学童保育所の展開に至るまでの経緯や、
認可保育園と一緒に運営するからこそ得られる地域、自治体、職員、保護者、子どもたち
から必要とされる法人運営についてお話いただきます。

待機児童0になっても地域で選ばれる法人になるために、
認可保育園と学童保育所を運営する方法をぜひ、聞きにいらしてく
ださい。

船井総研初開催！ 学童保育事業への参入を徹底解剖！

2019年12月4日（水）東京会場



当日セミナーでお伝えする内容 ～全20テーマ～

第一講座：保育業界の動向と学童保育業界の最新情報大公開

第四講座：まとめ講座

第三講座：学童保育事業参入のためのポイント

株式会社船井総合研究所 保育・教育支援部 保育グループ グループマネージャー 伊藤 沙穂理

船井総研に入社後、採用や評価制度、研修を主としたマネジメント支援をさまざまな業種で実施。4月
に実施している新入社員研修には、毎年100名を超える新入社員が参加している。
保育業界においては、保育園の立ち上げを中心にコンサルティングを行い、認可・認可外ともに立ち上
げ経験を持つ。また、立ち上げ後の職員フォローとして女性目線でのサポートにも定評がある。
近年は評価制度構築運用、企業主導型保育所の立上げ、開園後の園児募集や職員マネジメントなど、幅
広くコンサルティングを行っている。

第二講座：＜スペシャルゲスト＞3年間で5個所の学童を解説！その方法を大公開！

株式会社船井総合研究所 保育・教育支援部 近藤 めぐみ

講師紹介

1. 保育業界の最新動向
2. 学童保育所の最新情報
3. PEST分析でわかる！学童保育所における国の施策
4. 今後増えてくるのはどのような学童保育所なのか？！
5. 認可保育所とどう違う？従事する職員の特性や資格の違い
6. 株式会社アンジェリカが運営する学童保育所大公開
7. 実際に運営してみて分かった、認可保育所と学童保育所の運営体制の違いとは？
8. 参入するためにやるべきことは？
9. 実体験から学ぶ！認可保育所✖学童保育所の運営で得られたメリットとは？
10. 学童保育所の運営のポイントとは？
11. 直営から引き継ぐ際の職員の採用と育成
12. 放課後児童支援員を雇用することでできる人財の有効活用とは？
13. 学童保育所と認可保育所の参入の方法の違いとは？
14. 徹底解説！学童保育所の公募に必要な条件とは
15. 公募要項、仕様書の確認の際のポイントとは
16. 成功している学童保育所とそうではない学童保育所の違いとは？！
17. どのように始めるのか？自治体との確認方法
18. 公募対策で絶対に抑えるべき条件とは？
19. 子育て支援機関としての役割を考える！
20. 学童保育所の収支シミュレーションを大公開！

株式会社船井総合研究所 保育・教育支援部 近藤 めぐみ

東京学芸大学大学院卒業後、大手保育事業会社に入社。入社後6年間、公設民営の学童・児童館の開
設、運営管理、プロポーザル業務に携わる。
船井総研入社後、公立学童（放課後児童クラブ）の参入へのサポートを中心に従事する。

株式会社 アンジェリカ

代表取締役 末永勝久 氏

株式会社 アンジェリカ

営業課長 原 弘和 氏

マンション、商業施設、オフィス等、内国不動
産事業に従事。サプア事業部を立ち上げ、熊
本・阿蘇の天然水を首都圏に届ける事業を展開。
2016年より双日グループとなった（株）アン
ジェリカに2017年から出向し、2019年6月に
代表取締役社長就任。現在に至る。

児童館、学童クラブ指導員の経験
を経て２０１６年４月に株式会社
アンジェリカへ入社。子どもの放
課後を充実させるべく学童保育事
業に参入する。現在関東で５施設
の管理を行っている。
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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：日田

※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：近藤

一般企業：（一名様）３０，０００円 （税抜） （３３，０００円（税込））

会員企業：（一名様）２４，０００円 （税抜） （２６，４００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：5785549
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補助金を活用した学童保育事業参入セミナー
【ご記入欄】

お問い合わせＮｏ．S053467
担当者：日田

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

携帯電話：

Ｅ－ｍａｉｌ：

法人名

代表TEL：

代表FAX：

「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）

【お申込みはこちらから】

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

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。

2019年12月4日(水)東
京
会
場

東京会場 （船井総合研究所 五反田オフィス） １２月４日（水）

株式会社 船井総合研究所 五反田オフィス
〒141‐8527 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

F2091
検
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