
保育・教育支援部 保育グループ

企業主導型保育事業研究会



船井総合研究所について

「お客様の業績を向上させること」を最重要テーマとし、
現場の即時業績アップ支援に強みを持ち、独自の経営理念に
基づくコンサルティングを行っている。また、社会的価値の高い
「グレートカンパニー」を多く創造することをミッションとし、
企業の本質的な「あり方」にも深く関与した支援を実施している。
その現場に密着した実践的コンサルティング活動は様々な
業種・業界から高い評価を得ている。

船井総合研究所 会社プロフィール

保育・教育支援部 保育グループについて

保育・教育業界において、時代の変化に適応し、
経営コンサルティングを通して、

あらゆる経営の問題解決とビジョンの実現を支援し、
業界の発展と、そこに関わる人々の豊かな人生を創造する。

2006年に船井総研にて保育業界のコンサルティング領域を創設して以来、
認可保育園や認可外保育所に限らず、幼稚園、こども園、さらには、社会福
祉法人から学校法人、株式会社などあらゆる保育に関わる方々のサポートを
させて頂いております。

2017年にスクールや学習塾などのコンサルティングしているグループとともに
部署化を行い、より多様なニーズにお応えできるよう、体制づくりに努めてま
いりました。

発足以来、「保育・教育業界において、時代の変化に適応し、経営コンサル
ティングを通して、あらゆる経営の問題解決とビジョンの実現を支援し、業界
の発展と、そこに関わる人々の豊かな人生を創造する。」というビジョンのため、
各コンサルタントが全国を奔走しております。
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企業主導型保育事業研究会のご案内

企業主導型保育事業とは、平成
28年度から行われている内閣府
主導の新しい保育事業制度です。

これまでの保育事業の制度と比
較すると異なる点がいくつもあり、
それに伴って今までの保育事業
のマーケティングとは異なる戦略
を描く必要がある場面も多々見ら
れます。

また、企業主導型保育事業の制
度を用いて、初めて保育事業に
参入した企業様も多く見受けられ
ます。

本研究会では、「保育」と「経営」の
両面から、持続可能な保育所経営
を行うためのノウハウをお伝えして
おります。

さらに、会員同士の情報交換を通し
て成功事例を学ぶことができる研
究会となっております。

「企業主導型保育事業」を開園した
ばかりの方から、すでに開園して数
年経っている方まで、幅広い皆様に
ご参加いただいております。
安定した保育所経営についてお考
えになっている方は、是非ご参加く
ださい。

株式会社 船井総合研究所
保育・教育支援部
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成果に直結する最新事情報をお届け
企業主導型保育事業研究会では、最新の企業主導型保育事業
に関する情報の中でも特に注目すべき制度の変更や直近の追加
情報についてお届けします。
また、時流を踏まえたうえで、企業主導型保育事業の運営で注目
すべきポイントやノウハウ等、今後、運営を続けていくために必要な
情報をお伝えいたします！

１

企業主導型保育事業研究会 概要

ゲスト講師によるスペシャル講座
毎回、各テーマで成功事例をもつゲスト講師をお招きし、スペシャル
な講座をしていただきます。
各テーマで先進的＆挑戦的な取り組みをされているゲスト講師のお
話を聞き、ぜひ自法人に活かせるヒントを見つけてください！
お話いただくゲスト講師は実際に運営されている方ですので、ぜひ
生のお声を聞くことで視野を広げ、今後の経営に活かしてください
ね！

２

全国各地の会員同士で成功事例を共有
企業主導型保育事業研究会では、会員同士で事例共有・事例
交換の場を設けております。
そこで交わされる成功事例・失敗事例に触れることで、経営者の
皆様のモチベーションアップにもつながるかと思います。
同じような悩みをお持ちの会員様がどのように対応・対策している
かを実際の事例ベースに質疑応答を行うことで、打開策が見つか
るかもしれません…！

３

時間（予定） 講座内容（予定）

11:00 ～ 11:30 船井総研 時流講座

11:30 ～ 12:30 ゲスト講座

12:30 ～ 13:15 ランチ会

13:15 ～ 14:15 船井総研 本講座

14:15 ～ 14:30 休憩

14:30 ～ 16:00 分科会・情報交換会
※各分科会については次ページをご覧ください。

16:00 ～ 16:30 まとめ講座・次回のご案内

4

講座内容

※時間・講座内容は変更する場合がございます。確定版の
スケジュールは確日程が近づきましたら改めてご連絡いたします。



各分科会のご紹介 テーマ別で講座＆情報交換会を実施いたします！

企業主導型保育事業研究会 概要
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0 - 5 分科会 事業開発 分科会

事業強化 分科会 事業安定 分科会

開催月 テーマ

5月
ステージ別
運営安定化の為に押さえたい点

7月 以上児への接続率UPに向けて

9月 2022年度4月に向けた園児募集

11月 2022年度4月に向けた職員採用

０歳児から5歳児のお預かりをしている
中～大規模保育園を運営する法人様向けの
分科会（定員20名以上が目安）です。
中～大規模園を運営する皆さまに
知って頂きたいトピックを取り上げつつ、
情報交換会では 生じている悩みや課題に
ついて生の声を意見交換する時間としたい
と考えております。

企業主導型保育施設はもちろん、認可保育
所等の新たな施設開発や保育所運営受託事
業参入、新たな子育て支援サービス開発な
ど、保育事業展開やサービス向上を目指し
ていく分科会です。
園の質・ブランド力をよりアップしたい、
次の展開ができるタイミングまで何をしな
ければいけないか悩んでいるという法人・
園様向けの内容です。

保育事業基盤をしっかりと固めたい法人様、
企業主導型保育事業を始めたばかりで
園児募集や採用など、園運営に欠かせない
テーマについて深めたいという法人様を
対象とした分科会です。
小規模～中規模園向けの内容となります。

本部と保育園の連携強化や、保育園の人
財強化等で、法人における園の存在価値
向上を目指す分科会です。
園児募集や保育士人員確保等、既にある
程度園運営が落ち着いている方や、本部
と保育園の乖離、連携不足にお悩みの方
向けの内容を扱います。

開催月 テーマ

5月
事業開発に向けて考えるべきこと
自園の長所と一点突破

7月
関連事業への展開ポイント
事業展開目的整理と市場分析

9月 自園の長所を磨き込む方法

11月 事業開発に向けたアウトプット

開催月 テーマ

5月
園児募集①
コロナ禍における募集

7月
園児募集➁
園の強みは何か？

9月 次年度に向けた職員採用

11月 処遇改善の活用

開催月 テーマ

5月 本業と保育園の連携を考える

7月 本部機能の役割と目的

9月 人材育成と職員研修

11月 従業員満足度と保護者満足度

※なお、取り扱いテーマは変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※基本的に分科会を１つご選択いただき、継続的に同じ分科会にご参加いただくことを推奨いたします。



開催スケジュール

研究会では、船井総研講座をはじめ、テーマに応じたゲスト講師による講演など、新鮮な知識・
情報が吸収できます。また、実際に業績を伸ばしている園のリアルな実体験を聞くことも可能です。
もちろんその際に、質問などをしていただき、その場で疑問を解消することができます。

＜2021年の研究会のスケジュール※予定＞

回数 テーマ 開催日

第1回 2月5日(金)

第2回 5月13日(木)

第3回 7月6日（火）

第4回 8月4日（水）

第5回 9月9日（木）
※仮日程です。

第6回 9月29日(水)

第7回 11月11日（木）

新時代保育園
経営研究会
～合同開催～

開催場所： 東京 ／ web

2020年の総括

共通講座 定例会

合同例会

共通講座 定例会

共通講座 定例会

共通講座 定例会

成功施設
視察ツアー

※今年度に関しましては、新型コロナウイルスの影響で予定が変更になる場合が考えられます。
詳細につきましては、開催日が近づきましたら担当者より別途ご案内いたします。
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新時代保育園
経営研究会
～合同開催～

新時代保育園
経営研究会
～合同開催～



Special Contents

モデル園視察ツアー 年1回
開催

年に1度、モデル園視察ツアーにご案内いたします。
「モデル園視察ツアー」とは、船井総研の勉強法の一つで、モデルとなる園を見学して、その経営
スタイル直接学ぶものです。普段は見られないところまで、多くの学びが得られる貴重な場です。
※状況によってはオンライン開催になる可能性もございます。

2019年度 視察先
社会福祉法人 檸檬会
社会福祉法人 大阪誠昭会

学校法人 聖英学園 認定丘の上こども園 丘の上幼稚園・丘の上保育園
オフィス・パレット株式会社 マーマ名古屋、マーマこととも保育園

2015年度 視察先

2017年度 視察先

社会福祉法人 慈光明徳会 慈光こども園
有限会社 IQキッズ

2016年度 視察先

社会福祉法人 永寿荘 さいわい保育園
学校法人田中学園 八潮ちくみ幼稚園
学校法人金子学園 まこと幼稚園

2018年度 視察先

社会福祉法人 太陽会 認定こども園OURS
株式会社 TKC
株式会社 ワークスアプリケーション WithKids

経営戦略セミナー 6月
開催

2019年ゲスト講師

2016年ゲスト講師

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

増田 宗昭 氏

株式会社ユー・エス・ジェイ
CMO 執行役員
マーケティング本部長

森岡 毅 氏

2017年ゲスト講師

九州旅客鉄道 株式会社 （JR九州）
代表取締役会長

唐池 恒二 氏

株式会社 マネーフォワード
代表取締役社長CEO

辻 庸介 氏

経営戦略セミナーは、船井総研を代表する伝統的なセミナーで2020年には94回目を迎えました。
「より良い未来に向けた戦略立案」「経営トップとしての経営観の醸成」「師と友づくり」の場としてご活用し
ていただく、経営者の方に主眼を置いたセミナーとなっております。毎年5,000社以上のお客様が参加さ
れ、人脈の拡大や知見の深化に貢献する機会として多くの会員様に経営について考える充実と刺激の
あるお時間をお届けしています。

2018年ゲスト講師

株式会社 LIXILグループ
取締役 代表取締役社長 兼 CEO

瀬戸 欣哉 氏

RIZAPグループ株式会社
代表取締役社長

瀬戸 健 氏

株式会社ジャパネットホールディングス
代表取締役兼CEO

髙田 旭人 氏

日本マイクロソフト株式会社
代表取締役社長

平野 拓也 氏

※ 2020年は新型コロナウイルスの影響で中止となりました。

2020年度 視察先

学校法人 清和幼稚園
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入会特典

データベースにて過去の研究会テキスト
が閲覧可能

これまでに、開催された研究会のテキストや
事例集、議事録などのデータをデータベース
上にて閲覧することができます。
聞き逃した部分や再度確認したい部分など、
振り返りたいときにいつでも閲覧し、法人運営
の参考としていただくことができます。

何かと忙しい経営者のための会員制情報サービス 「社長online」 の閲覧が可能

忙しくて時間が限られている経営者様に向けた情報が満載！
「社長に特化された記事が読める！」「NewsPiks有料版が無料で見れる！」とご好評の社長online
の閲覧が可能になります。
船井総研のコンサルタントや会員の経営者の方々が、インターネット上で気になっている情報もア
プリ上に反映されるため、最新のホットニュースも簡単に知ることができます。

モデル園視察ツアーへ優先的なご案内

毎年、「モデル園視察ツアー」を開催しており
ます。実際に成長している園を体感できる貴
重な機会です。また、参加されている意識の
高い園経営者との交流も大変、意義深いもの
です。研究会会員様には優先的にご案内さ
せて頂きます。

「経営戦略セミナー」へのご招待

毎年船井総研が全社をあげて開催している、
「経営戦略セミナー」へご招待しております。
全国5,000社以上の経営者様が参加する超
大型セミナーとなります。毎年豪華なゲスト講
師をお招きし、学びの多い場となっておりま
す。

船井総研が開催する年間約700本の
セミナーが全て会員様価格で参加可能

船井総合研究所では、保育・教育の分野だ
けでなく、その他様々な業種の専門部署がご
ざいます。
年間約700本開催されているこれらのセミ
ナーすべてに、会員様価格でご参加いただく
ことができます。
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入会特典
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経営品質向上クライド CEO SANBO が使える！
① CASHFLOW SANBO ～「攻めの財務」で次の成長にドライブを！

財務諸表をもとに、経営の収益性、成長性、
生産性、安全性等の財務レベルを総合的に診断。
「財務課題を定性・定量の両面から把握できる」
「財務力成長のためにとるべきアクションがわかる」
「他社や業界平均との比較で自社のポジションが
わかる」「定期的な診断で財務力の成長が実感で
きる」とメリットが盛りだくさん！
入会後3か月以内にお申込みで財務診断無料です！

経営品質向上クライド CEO SANBO が使える！
③ ビジネスモデル SANBO ～組織にイノベーションを！

ビジネスモデルの観点から企業価値を高める
事を目的としたクラウドサービスです。
「収益性」「成長性」「人材吸収力」の3つの観点
から、貴社のビジネスモデルの完成度を診断し
ます。膨大なデータを保有する船井総研だから
こそ、ご提供できるクラウドサービスとなっております。

※こちらはリリースを開始してからご利用が可能に
なります。

※こちらのレポートはイメージです。

※こちらのレポートはイメージです。

経営品質向上クライド CEO SANBO が使える！
② 組織 SANBO ～組織にイノベーションを！

組織全体の観点から企業価値を高めることを
目的としたクラウドサービスです。
「経営者の優先度と従業員の認識で組織の
課題が明確になる」「組織課題が明確なため
アクションを実践できる」「他社や業種平均と
の比較で自社のポジションがわかる」「定期的
に診断することで組織の成長度がわかる」と
メリットが盛りだくさん！
入会後3か月以内にお申込みで財務診断無料です！ ※こちらのレポートはイメージです。

Coming soon…



Questions & Answers

Ｑ

Ａ

どのような企業・法人が参加しているのですか？

保育事業にすでに行っている事業者から、今回の企業主導型保育事業で
初めて保育事業に携わった事業者まで様々な業種の方にご参加いただい
ております。まだ開園される前の準備段階から、着実な開園を目指して入
会される方もいらっしゃいます。

Ｑ

Ａ

事例発表する程の取組みをしていないのですが？

だからこそ参加する価値があると考えています。研究会で発表された事例
を自分で実践してみて、どれだけの成果が得られるか、また、実践したこと
で、気付いたこと、感じたことを発表していただくことで、より事例を高めていく
ことが出来ます。

Ｑ

Ａ

どうしても参加できない日程があるのですが？

なるべく社長、理事長にお越しいただきたいのですが、本部のご担当者、園
長先生、事務員さんにご参加いただくことも可能です。それでも参加が難し
い場合はテキスト類と併せて議事録をお送りいたします。また、状況に応じ
てＷＥＢ配信を行うことも検討しております。

Ｑ

Ａ

途中退会は可能ですか？

ご入会後１年間は原則退会は不可となります。その後は規程に基づき、ご
連絡いただければ退会可能です。

本件に関するお問合せ先

株式会社 船井総合研究所
保育・教育支援部
担当：ヤマモト

TEL:03-6212-2931
受付時間：平日9:30～17:30

参加費用

 お試し参加：無料（1社様1回のみご参加可能です）

 年会費：264,000円／年(税込) ※月割分割支払い可能

 入会金：55,000円（税込）

お問合せNo,A00210029408
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株式会社 船井総合研究所

Funai Consulting Incorporated

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階（東京本社）
TEL：03-6212-2224（直通） FAX：03-6212-2943

URL:http://funaisoken.co.jp


