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令和４年度ベビーシッター利用支援事業 

 （ベビーシッター事業者連携型）サービス提供約款 

 

 本事業において、東京都から参画事業者として認定された認可外のベビーシッター事業

者（以下「認定事業者」という。）は、この約款に基づき、適切にサービスを提供するもの

とする。 

 

第１ 事業の目的 

 本事業は、待機児童の保護者や、育児休業を１年間取得した後復職する保護者に対し、

子が保育所等（認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業をいう。以下同じ。）へ入所

するまでの間、又は夜間帯保育を必要とする保護者が、認可外のベビーシッターを利用す

る場合の利用料の一部を助成することにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、

待機児童解消に資することを目的とする。 

 

第２ 事業の内容 

 本事業は、東京都、区市町村及び公益社団法人全国保育サービス協会（以下「協会」と

いう。）の三者が連携し、認定事業者において利用できる助成券を、本事業の専用システム

（以下「システム」という。）上で利用者に交付することにより実施する。 

 

第３ 事業の実施期間 

 本事業は、令和５年３月３１日を終期として実施する。ただし、事業の実施状況等によ

っては、変更となる場合がある。 

 

第４ 助成対象者及び対象児童 

１ 本事業の助成対象者（以下「対象者」という。）は、次の（１）から（３）のいずれか

に該当する方のうち、居住する区市町村（以下「区市町村」という。）から、対象者であ

る旨の通知書（以下「対象者確認書」という。）を受け取った方とする。 

（１）保育認定を受けたにもかかわらず、保育所等を利用できず、子が待機児童となって

いる保護者 

（２）０歳児で保育所等への入所申込みをせず１年間の育児休業を満了した後、子の１歳

の誕生日から復職する保護者（復職日以降、利用できる。） 

（３）夜間帯保育を必要とする保護者 

２ 本事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、対象者の子のうち、区市町

村が利用を認めた０歳児から５歳児（保育所等の０歳児クラスから５歳児クラスに該当

する児童）とする。 

３ 区市町村は、管内における対象者の要件を、第１項に定める範囲内でそれぞれ定め、

対象者に対象者確認書を交付する。認定事業者は、対象者確認書に記載された対象児童

名、児童の生年月日、保育認定の区分（保育標準時間認定又は保育短時間認定）、区市町
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村が本事業の利用を認める期間（以下「認定期間」という。）の４点を確認の上、認定期

間の範囲内で、対象児童の保育について本事業に係る契約を締結するものとする。 

  なお、認定事業者は、本事業に係る契約を締結したときは、第１１の第１項により速

やかに東京都に報告を行うものとする。 

 

第５ 提供するサービス 

１ 本事業において提供するサービスは、対象児童の保育に限るものとし、家事援助、兄

弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは、一切含まない。 

２ 保育場所は、散歩や外遊びを除き、対象児童の自宅に限る。 

３ 対象児童一人当たりの利用上限は、以下のとおりとし、具体的な利用時間は、第６の

第１項に定めるサービス提供時間内において、利用者（対象者のうち、認定事業者と本

事業の契約が成立した方をいう。以下同じ。）と認定事業者との契約により定めるものと

する。 

  保育短時間認定の場合  １日８時間かつ月１６０時間 

  保育標準時間認定の場合 １日１１時間かつ月２２０時間 

（ただし、夜間帯保育を必要とする保護者の場合の利用上限は、月２２０時間） 

４ 対象児童の保護者が休暇の日（体調不良等による欠勤を含む。）や、産休・育休中は、

本事業によるサービスを提供することはできない。 

 

第６ サービス提供時間及び利用料等 

１ 本事業のサービス提供時間は、月曜日から土曜日まで（ただし、祝日及び休日（国民

の祝日に関する法律に規定する休日）及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

を除く。）の午前７時から午後１０時までとする。 

ただし、夜間帯保育を必要とする保護者の場合、２４時間３６５日利用可能とする。 

２ 本事業における利用料は、第１項のサービス提供時間のいずれの曜日及び時間帯にお

いても、１時間当たり２，４００円（税込）を上限とし、認定事業者が設定する。 

なお、利用料とは、認定事業者が利用者に請求する料金のうち、純然たるサービス提

供対価のことをいい、入会金、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随

する料金は含まない。 

３ 認定事業者は、利用者が助成券を利用（利用者がシステムに利用時間等を登録し、発

行したコードを認定事業者に伝達することをいう。以下同じ。）した場合、第２項により

定めた利用料のうち、１時間当たり１５０円（税込）を利用者に、残りの額（以下「利

用料差額」という。）を協会に請求するものとする。 

４ 利用料以外の料金については、認定事業者と利用者との契約によるものとし、原則と

して助成券の対象外とする。ただし、対象児童の体調不良に伴い、利用者が保育予定日

の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、医師の診

断書等、東京都が指定する証明書類を、利用者が認定事業者の定める期日までに提出し

た場合に限り、助成券を利用できるものとする。 
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５ 本事業における前日キャンセル料及び当日キャンセル料（キャンセル料算定の基準と

なる「前日」「当日」の定義は、各認定事業者の規定による。）は、１時間当たり２，４

００円（税込）を上限として、認定事業者が設定する。キャンセル料の単価は、利用予

定時間帯、キャンセル理由等の如何にかかわらず、前日キャンセル料、当日キャンセル

料それぞれ１つずつとし、あらかじめ東京都に報告するものとする。 

６ 認定事業者は、利用者が第４項ただし書きの規定により助成券を利用した場合、キャ

ンセル料のうち、１時間当たり１５０円（税込）を利用者に、残りの額（以下「キャン

セル料差額」という。）を協会に請求するものとする。 

７ １時間に満たない時間の取扱いは、各認定事業者が規定により定める。 

 

第７ 事業者への経費補償 

１ 協会は、認定事業者が賃金改善を実施する場合、当該賃金改善に対する事業者への経

費補償額（以下「賃金改善経費補償額」という。）として、助成券を利用した時間数に１

時間当たり６０円を乗じて算出した額を、第６の第３項に基づき認定事業者から請求さ

れる利用料差額に加えて支払う。ただし、実際に賃金改善に要した経費を上限とする。 

なお、賃金改善経費補償の取扱いについては、別途定める。 

２ 協会は、認定事業者が早朝・夜間の時間帯にサービスを提供した場合、当該サービス

提供に対する事業者への経費補償額（以下「早朝夜間経費補償額」という。）として、次

の（１）及び（２）に定める金額を、第６の第３項に基づき認定事業者から請求される

利用料差額に加えて支払う。 

  なお、早朝夜間経費補償額は、児童ごとかつ月ごとに、早朝・夜間の時間帯に該当す

るサービス提供時間数を分単位で足し上げた合計時間数のうち、３０分に満たない部分

を切り捨てて算出する。 

（１）午前７時から午前９時まで及び午後５時から午後１０時までの利用 

１時間当たり４００円（３０分当たり２００円） 

（２）午後１０時から午前７時までの利用 

１時間当たり８００円（３０分当たり４００円） 

 

第８ ベビーシッターの要件及び配置基準等 

１ 本事業に従事するベビーシッターは、次の（１）から（３）までのすべてを満たす者

とする。 

  ただし、（２）については、ベビーシッターの急病等、事前に予測不能な事情による場

合であって、利用者が了承する場合に限り、適用しないことができる。 

（１）書面により、認定事業者と雇用契約等を締結し、認定事業者の指揮命令に従ってサ

ービスを提供する者 

（２）東京都が指定する研修を修了し、「指定研修修了者証」（以下「修了者証」という。）

の交付を受けた者 

（３）認定事業者において、以下の内容の研修を修了しており、かつその記録が確認でき
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る者 

ア 自社の業務マニュアル、保育マニュアル及び事故防止等マニュアルの理解の徹底 

イ 保育実習（実際に乳幼児の保育を行うものをいい、第三者が実施する外部研修を

含む。見学実習や人形を使った実習等は該当しない。） 

２ 認定事業者は、本事業に従事するベビーシッターに、以下の内容の研修及び指導を受

ける機会を提供し、常にサービスの質の向上に努めなければならない。 

（１）保育の質の向上及び事故防止（第三者が実施する外部研修を含む。） 

（２）「ヒヤリ、ハット」事例及び事故の再発防止のための安全指導 

３ ベビーシッターの配置基準は、乳幼児１人につき１人を厳守するものとするとし、乳

幼児がきょうだいであっても、同様とする。 

４ 認定事業者は、第１項の（１）から（３）までの要件を満たすベビーシッターの中か

ら、１人の乳幼児につき、２～５名程度の固定されたベビーシッターによるチームを組

んで担当し、安定的に保育を提供するものとする。 

５ 認定事業者は、予約・手配表又は予約受付簿等、利用者の予約とベビーシッターの手

配状況が確認できるものを備え、利用者が希望する場合には、保育実施月の前月２５日

までに、ベビーシッターの手配予定表を利用者に提出するものとする。 

 

第９ 保育内容 

１ 認定事業者は、保育に従事するベビーシッターに、保育内容等についての記録（以下

「保育記録」という。）を作成させ、保育記録に基づいて、利用者への報告を利用の都

度行わせるものとする。 

２ 認定事業者は、保育記録をはじめとした対象児童の保育に必要な情報を、対象児童の

保育に従事するベビーシッター間で適切に共有する等の連携を行い、安定的かつ連続性

をもった保育を提供するものとする。 

３ 認定事業者は、第８の第４項に定める各チームに管理者を置き、チーム内の保育の質

の管理、保育中の不測の事態等への対応、巡回支援、対象児童の保護者との定期的な面

談等を行うものとする。 

  また、認定事業者は、管理者等に、都が実施する管理者向け研修を受講させるものと

する。なお、認定事業者は、当該研修を受講していない管理者等に対して、研修内容の

共有を図るものとする。 

４ 認定事業者は、保育に従事するベビーシッターに対し、事故防止、職業倫理等につい

て、注意喚起等を定期的に実施するものとする。 

 

第１０ 協会に対する利用料差額等の請求 

１ 認定事業者は、第６の第３項に基づく利用料差額、同第６項に基づくキャンセル料差

額及び第７に基づく経費補償額（以下「利用料差額等」という。）を、次の（１）から（５）

までのすべてに該当する場合にのみ、協会に請求できるものとする。 

（１）東京都が、協会を通じて利用者に交付したアカウントにより正規に発行された助成
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券に係る請求であること。 

（２）認定事業者は、利用者と本事業に係る請負契約を締結することによりサービスを提

供していること。 

なお、認定事業者から利用者へのサービス提供が請負によるものであることが確認

できる書類（以下「請負契約書等」という。）には、原則として次の各号に規定する事

項が明示されていること。 

ア 認定事業者の住所、名称及び代表者氏名 

イ 利用者の住所及び氏名 

ウ サービス内容及び料金体系 

エ 事故の場合の認定事業者の免責事由 

オ その他サービスの利用に必要な事項 

（３）助成券は、対象児童の保育（ただし、第６の第４項に該当する場合のキャンセル料

を含む。）に利用されたものであること。 

（４）認定事業者のサービスは、本約款の規定に沿って提供されたものであること。 

（５）助成券は、区市町村の認定期間内に利用され、かつ、サービス提供時点において、

本事業の利用約款第１１条の規定により失効していないこと。 

２ 他の助成券、割引券等との併用については、次の（１）及び（２）のとおりとする。 

（１）国の「ベビーシッター派遣事業実施要綱」に基づき、当該事業の実施団体が発行し

た「ベビーシッター派遣事業割引券」は、本事業と併用することができる。 

（２）その他の助成券等の利用については、各助成券等の利用規約等の規定による。 

３ 認定事業者は、次の（１）から（３）までにより助成券を処理し、利用料差額等を請

求するものとする。 

（１）認定事業者は、利用者から伝達された助成券のコードをシステムに入力し、各コー

ドについて、利用料差額については、保育に従事したベビーシッターの修了者証登録

番号、各ベビーシッターが保育を行った時間数及び第７の第２項に規定する早朝・夜

間の時間帯に該当するサービス提供時間数を、キャンセル料差額については、東京都

にあらかじめ報告しているキャンセル料単価を登録する。 

（２）認定事業者は、代表者名等を記入・押印した請求書類（原則として、システムから

出力されたものとする。ただし、特段の事情がある場合には、協会に事前に相談の上、

別様式により請求することができる。第６の第６項によるキャンセル料差額の請求が

ある場合は、利用者から提出された証明書類一式を含む。以下同じ。）を、利用月の翌

月（以下「請求月」という。）の２０日（必着。２０日が協会の休日である場合は、翌

日以降の最初の休日でない日）までに、簡易書留等確実な方法により協会に提出する

ものとする。期日を過ぎたものについては、一切の請求を受け付けない。 

（３）認定事業者は、第７の第１項による賃金改善補償額は請求する場合は、（２）と併せ

て、別に指定する請求書類を協会に提出するものとする。また、別途定める賃金改善

計画書及び賃金改善実績報告書を協会に提出するものとする。 

４ 協会は、認定事業者から提出された請求書類及びシステムの登録情報を検収・審査の
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上、支払額を確定し、東京都との契約に基づき受領した負担金の中から、認定事業者が

指定する金融機関の口座に、請求月の翌月２０日（その日が金融機関の休業日に当たる

場合は、翌営業日）までに当該支払額を振り込む。 

  なお、協会は､認定事業者が次の（１）から（６）までに示す事項のいずれかに該当す

る場合には、事実関係が確認又は本約款の規定への違反が改善されるまでの間、利用料

差額等の支払いを一時停止することができるものとする。 

（１）システム上の登録に不備がある場合 

（２）請求書類に不備、不足又は疑義がある場合 

（３）振込先金融機関の口座に不備がある場合 

（４）助成券の利用又は利用料差額等の請求に疑義がある場合 

（５）本約款の規定に違反した場合 

（６）重大な事故を起こした場合 

 

第１１ 認定事業者の事業運営上の留意事項 

１ 認定事業者は、本事業の対象者と本事業に係る契約を締結したときは、契約締結日の

翌日（翌日が東京都の閉庁日である場合は、翌開庁日）までに、別途通知する所定の様

式により東京都に報告しなければならない。 

２ 認定事業者は、本事業の実施に当たり、「ベビーシッター利用支援事業（ベビーシッタ

ー事業者連携型）参画事業者認定基準」（以下「認定基準」という。）を遵守しなければ

ならない。また、認定基準の各条項を満たさないこととなった場合は、直ちに東京都に

申し出なければならない。 

３ 認定事業者は、対象者から利用の申込みを受けた場合において、その内容がこの約款

の各条項に定めのある事項に違反する場合又は違反するおそれのある場合には、その内

容を説明の上、サービスの提供を拒否しなければならない。 

４ 認定事業者は、本事業に従事するベビーシッターに対し、この約款の各条項に定めの

ある事項について常に周知を図るものとする。また、東京都からこの約款の改正又は解

釈について書面又は口頭により通知があった場合も同様とする。 

５ 認定事業者は、修了者証の交付を受けたベビーシッターが本事業に従事する際には、

修了者証を必ず携行させ、利用者に提示させるものとする。 

なお、修了者証の交付を受けたベビーシッターが退社する場合又は本事業に従事する

可能性がなくなった場合には、必ず修了者証を回収し、２週間以内に簡易書留等の確実

な方法により協会に返却しなければならない。 

６ 認定事業者は、本事業への参画を中止することとした場合には、中止する日の１か月

前までに東京都に申し出なければならない。ただし、この場合においても、すでに本事

業に係る契約を締結した利用者については、契約期間において、本約款に基づくサービ

スを提供しなければならない。 

７ 認定事業者は、この事業から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は貸与し、若

しくは担保に供してはならない。 
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第１２ 個人情報の管理 

認定事業者は、サービスの提供、助成券の取扱い等において得られた個人情報について、

ベビーシッターに対する教育指導の実施及び関係書類・データの管理保管を徹底し、個人

情報の管理に万全を期すものとする。 

 

第１３ 苦情等への対応 

認定事業者は、利用者の意見、要望、苦情及びトラブルに対応する窓口を設定し、利用

者に周知するとともに、利用者からの苦情、相談に対し、誠意をもって丁寧に対応するも

のとする。 

 

第１４ 事故の発生防止及び発生時の対応等 

１ 認定事業者は、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガ

イドライン【事故防止のための取組み】～施設・事業者向け～（平成２８年３月）」を参

考に、事故の発生防止等のための取組に努めるものとする。 

２ 認定事業者は、万が一事故が発生した場合には「教育・保育施設等における事故防止

及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】～施設・事業者、地

方自治体共通～（平成２８年３月）」を参考に、適切な対応を行うものとする。 

３ 認定事業者は、事故が発生した場合は、次の（１）及び（２）により、東京都に報告

すること。 

（１）報告する事故は次のとおりとする。 

・死亡事故 

・治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等 

・派遣したベビーシッターが児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めること等、児童

の人権に十分な配慮を行っていないとき 

なお、「３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等」には、意識不明（人工呼吸

器を付ける、ＩＣＵに入る等）の事故を含む。意識不明の事故については、その後の

経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。 

（２）報告する期日は次のとおりとする。 

第１報 原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日） 

第２報 原則１か月以内程度。状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。

また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告する

こと。 

 

第１５ 指導監督（報告、立入調査、指導等） 

１ 東京都及び区市町村は、この事業に関し必要があると認めるときは、認定事業者に対

し報告を求める。 

２ 東京都及び区市町村は、この事業に関し必要があると認めるときは、認定事業者の事
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務所に立ち入り、本事業に係る帳簿類、保育記録等を検査し、又は写しの提出を求める。 

３ 東京都は、第２項の立入調査の結果、認定基準及び本約款に照らして、改善を求める

必要があると認められる場合は、報告期限を付した文書による指導を行い、認定事業者

から改善の状況及び計画について、文書による報告を求める。 

  なお、東京都は、認定事業者に対し、本事業に係る新規契約の停止等の必要な措置を

求めることができる。 

４ 東京都は、第３項の指導を行っても改善されない場合又は改善の見通しがない場合（報

告期限を経過しても報告がない場合を含む。）は、認定事業者に対し、改善を勧告する。 

  ただし、児童の福祉を確保するため、次の場合は、認定事業者に対し、第３項の指導

を行うことなく改善を勧告することができる。 

 （１）著しく不適正な保育内容である場合 

 （２）著しく利用児童の安全性に問題がある場合 

 （３）その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合 

５ 東京都は、認定事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

 

第１６ 関係帳票類の保管 

認定事業者は、本事業によるサービスを提供した場合は、以下の書類を整備し、当該年

度終了後５年間保管するとともに、東京都から指示があった場合は速やかに開示しなけれ

ばならない。 

１ 利用者との請負契約書等 

２ サービス予約・手配表又は予約受付簿等、利用者の予約状況が確認できるもの 

３ 対象児童に係る保育記録 

４ 協会に提出した請求書類の写し 

５ 利用者に対する利用料金の請求書及び請求内訳書の控え 

６ 利用者が支払った利用料金の入金が確認できるもの 

７ ベビーシッターの就労に関する契約書 

８ 認定事業者がベビーシッターに対して行った業務の指示内容が確認できるもの 

９ ヒヤリ、ハット報告書（重大な事故が発生するリスクがあった場合の記録）及び重大

な事故が発生した場合の事故状況の記録 

１０ その他、サービスに関する事項、内容を記録した書類及び帳簿 

 

第１７ 事業者の認定取消し 

１ 東京都は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、参画事業者としての認定を

取り消すことができる。 

（１）本事業の認定基準を満たさなくなったとき 

（２）偽りその他の不正の手段により、認定を受けた事実が判明したとき 

（３）東京都、協会又は区市町村に虚偽の報告を行った場合（書類に虚偽の記載があった

場合及びシステムにおいて虚偽の登録があった場合を含む。） 
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（４）本約款に定める事項に違反したとき 

（５）第１５の規定に基づく指導監督に従わなかったとき 

２ 協会は、東京都が第１項の規定により認定の取消しを行った場合は、事業者のサービ

ス提供時点が認定の取消しの前であるか後であるかを問わず、利用料差額等を支払わな

いことができるものとする。 

３ 東京都は、第１項の規定により認定の取消しを行った場合は、直ちに当該事業者名を

東京都のホームページで公表し、当該事業者に対する助成券の利用を停止するよう、本

事業の利用者に周知する。 

４ 東京都は、第１項の規定により認定の取消しを行った場合は、以後、当該事業者の認

定を行わないことができる。 

 

第１８ 認定事業者の事業廃止等に関する手続き 

１ 認定事業者は、ベビーシッター事業を廃止し、又は休止するときは、その廃止又は休

止の日の１か月前までに、その旨を東京都に申し出なければならない。 

２ 認定事業者は、自社と本事業に係る契約を締結している利用者であって、当該廃止又

は休止若しくは認定取消しの日以後においても引き続きサービスの提供を希望する者に

対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の認定事業者との連絡調整その他

の便宜の提供を行わなければならない。 

 

第１９ 利用料差額等の支払いの取消し、返還 

１ 東京都は、認定事業者が次のいずれかに該当するとき、又は該当することが判明した

ときは、利用料差額等の支払いを取り消すことができる。また、協会が支払った利用料

差額等について、認定事業者に対し、期限を定めて返還を請求することができる。 

（１）第１７の第１項の規定に基づき、参画事業者としての認定が取り消された場合 

（２）本約款の規定に基づかずにサービスを提供した場合 

（３）偽りその他不正の手段により利用料差額等の支払いを受けた場合 

２ 認定事業者は、第１項の規定により利用料差額等の返還を請求されたときは、その請

求に係る利用料差額等の受領の日（利用料差額等が２回以上に分けて交付されている場

合においては、返還を命じられた額に相当する利用料差額等は最終の受領の日に受領し

たものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還

を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとす

る。）から納付の日までの日数に応じ、当該利用料差額等の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額）につき、年１０．９５パー

セントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければな

らない。 

３ 認定事業者は、利用料差額等の返還を命じられた場合において、これを期日までに納

付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき

年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付
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しなければならない。 

 

第２０ 本約款の改正及び疑義解釈 

東京都は、必要に応じ、本約款の改正及び疑義解釈ができるものとする。 

改正は、改正後の約款を認定事業者指定のメールアドレスに電子メールにより送付する

ことをもって周知し、その効力は、特段の規定がない限り、電子メールの送信日から適用

されるものとする。 

 

 

附則 

 本約款は、令和４年４月１日から施行する。 


