ACSA（All Japan Childcare Services Association）

公益社団法人全国保育サービス協会は、子どもの成長発達の基盤となる家庭養育の支援を基本理念とし、
保護者等の委託を受けて、その居宅等に訪問して行う保育サービス等を通して、すべての子どもと子育て家庭
の良質な成育環境を保障することのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
保育サービスの質の維持向上のための研修会を実施するとともに訪問保育サービス従事者の質を担保するた
めに資格認定制度を確立しています（認定ベビーシッター資格認定制度）。また、調査・研究事業や広報啓発

ベビーシッター
利用ガイド

活動、訪問保育サービスや子育て支援に関する書籍・ＤＶＤの作成など、
保育サービスの健全な普及・発展のために活動しています。
（前身は、平成３年に設立された社団法人全国ベビーシッター協会です）

北海道【2社】

ッシュ保
育
フレ
リ
事業所数112カ所の分布
（平成29年7月１日現在）

一

新潟県【2社】

産

時 保 育

後 ケ ア

宮城県【1社】
茨城県【1社】
栃木県【1社】

京都府【5社】

埼玉県【4社】
千葉県【4社】
東京都
【36社】
静岡県【2社】 神奈川県【7社】

福岡県
【5社】

愛知県
【7社】

愛媛県【1社】
高知県【1社】

大阪府【9社】
兵庫県【6社】

※訪問保育サービス事業者会員（支店・営業所含む）の所在地です。
所在地の都道府県外でもサービスを行う会社も多くありますのでお問い合わせください。

全国保育サービス
協会会員は、入会
審査を経ています。

公益社団法人

全国保育サービス協会

〒160-0017 東京都新宿区左門町6-17 三王商会四谷ビル
（旧 YSKビル）
7F
Tel 03-5363-7455 Fax 03-5363-7456 URL http://www.acsa.jp E-mail info@acsa.jp
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全国保育サービス協会 正会員【指定保育士養成施設会員】名簿

家庭訪問保育（ベビーシッター）
の利用の仕方 〜利用者調査より〜
■ 家庭訪問保育（ベビーシッター）の利用形態
POINT

一時的

定期的
（レギュラー）

定期的利用が55.1％を占め、

27.1％

利用する曜日や時間帯が決まっている。

一時的な利用、準定期的利用

定期的

準定期的
（準レギュラー）

の順に多くなっています。

レギュラーではないが、残業の時など
利用パターンがある程度決まっている。

55.1％

準定期的
17.8％

一時的
（スポット）
利用パターンが決まっていない。

N：107
（単位：人）

■ 利用形態別利用の理由 （複数回答）
30.5％

残業時

36.4％
57.9％

34.5％
25.2％

通常の勤務時

13.6％

子どもが病気のとき
3.7％
1.7％

夜間勤務時

POINT

具体的な利用の理由として、全体では

17.8％

残業時が最も多く、通常の勤務時、子

21.1％
24.1％

どもが病気のときが続きました。定期
的利用では、通常の勤務時の利用が

10.5％

3.4％

最も多く、準定期的利用では残業時が

1.9％
1.7％
5.3％
0.0％

早朝勤務時

多いという特徴が見られました。仕事
以外の理由では、一時的な利用では
自己実現や社会参加と冠婚葬祭など

7.5％

休日勤務時 0.0％

の社会的事由がほぼ同程度で、定期

21.1％

13.8％

24.1％

0％

546-0013

大阪府大阪市東住吉区湯里 6-4-26

574-0001
562-8580
570-8555

大阪府大東市学園町 6-45
大阪府箕面市新稲 2-11-1
大阪府守口市藤田町 6-21-57

662-8501

兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155

630-8566
755-0805
839-8508
818-0197

奈良県奈良市鹿野園町 806
山口県宇部市文京台 2-1-1
福岡県久留米市御井町 2278-1
福岡県太宰府市五条 3-11-25

全体
N：107
定期的
N：59
準定期的 N：19
一時的
N：29
（単位：人）

16.8％
16.9％
27.6％
9.3％

0.0％

佐保会学園
香川学園
久留米信愛女学院
都築育英学園

所 在 地
青森県弘前市上瓦ヶ町 25 番地
青森県弘前市大字御幸町 8-10
群馬県高崎市中大類町 37-1
東京都板橋区加賀 1-18-1
東京都北区豊島 8-26-9
東京都新宿区中落合 4-31-1
東京都千代田区紀尾井町 7-1
東京都板橋区加賀 2-11-1
神奈川県大和市南林間 3-10-1
山梨県甲府市酒折 2-4-5

8.4％

自分の自己実現や
社会参加のため 0.0％
その他

関西学院

〒
036-8503
036-8185
370-0033
173-8602
114-8526
161-8539
102-8554
173-8605
242-0006
400-8575

事由より多い傾向が見られました。

0.0％
0.0％

3.4％
冠婚葬祭や学校行事
などの社会的事由 0.0％

四條畷学園
大阪青山学園
大阪国際学園

学 校 名
東北女子短期大学
弘前厚生学院
高崎健康福祉大学
東京家政大学
東京成徳短期大学
目白大学
上智社会福祉専門学校
帝京大学
聖セシリア女子短期大学
山梨学院短期大学
大阪総合保育大学
大阪城南女子短期大学
四條畷学園短期大学
大阪青山大学
大阪国際大学短期大学部
聖和短期大学
関西学院大学
奈良佐保短期大学
宇部フロンティア大学短期大学部
久留米信愛女学院短期大学
福岡こども短期大学

的では自己実現や社会参加が社会的

2.8％
5.1％

自分が病気のとき

城南学園

39.0％

15.8％

3.4％

学校法人名
柴田学園
弘前厚生学院
高崎健康福祉大学
渡辺学園
東京成徳学園
目白学園
上智学院
帝京大学
大和学園
山梨学院

平成２9年7月１日現在

15.3％

3.4％

10％

20％

30％
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『わたしたちは日本のベビーシッターを応援しています』

家庭訪問保育（ベビーシッター）の利用が子どもや家族にとってよりふさわしい保育
■ 保育施設や集団保育を利用するよりも
家庭訪問保育（ベビーシッター）を
利用する方が子どもや家族にとって、
よりふさわしいと考えられる保育
（複数回答）

（株）
イーウェル（東京・千代田区）
51.4％

病児・病後児保育

「病児・病後児保育」が最も高い割合（51.4％）
で選択され、夜間の保育（46.7％）、送迎保育
（38.3％）が続きました。平成27年度の調査結
果とも同様の傾向が示されており、とりわけ

38.3％

送迎保育

24.3％

一時保育

22.4％

子どもの負担が軽減されることが望ましい子
どもの健康状態や時間帯での保育が選択され
ていました。

15.9％

休日保育

同行保育
障害児保育
N：107（単位：人） 0％

（株）
ビジネスポート
（京都市）

G・O・G（株）
（東京・千代田区）

（株）
ベネフィット・ワン
（東京・渋谷区）

損害保険ジャパン日本興亜（株）
（東京・中央区）

（株）
放送映画製作所東京支社（東京・中央区）
三井住友海上火災保険
（株）
（東京・新宿区）
（株)リロクラブ
（東京・新宿区）

TOTO
（株）
（東京・港区）

14.0％

（五十音順）

6.5％
3.7％
10％

パナソニック エクセルスタッフ
（株）
（大阪市）

（株）
フォトクリエイト
（東京・新宿区）

中央法規出版（株）
（東京・渋谷区）

15.0％

早朝の保育

（株）
トライウェア
（太宰府市）

大塚製薬
（株）
（東京・港区）

（株）
ソニー・ミュージックエンタテインメント
（東京・千代田区）

21.5％

乳児保育

障害や小児慢性疾患などで
保育所等他のサービスが
利用できない場合の保育

（株）
エヌシーアイ
（東京・世田谷区）

46.7％

夜間の保育

他の保育との二重保育

POINT

（株）赤ちゃんの城
（久留米市）

20％

30％

40％

50％

60％

（平成２８年度実態調査より）

全国保育サービス協会 正会員【訪問保育サービス事業者会員】名簿
広島県／広島市（株）
アイグラン
山口県／宇部市（株）
ヤクルト山陽 プティット
徳島県／徳島市（株）
クラッシー ステラ事業部
愛媛県／松山市（株）
マミーズファミリー
高知県／高知市 NPO法人ムッターシューレ
福岡県／福岡市（有）
アリスチャイルドケアサービス
福岡県／福岡市（株）
イコニコ・カンパニー
福岡県／福岡市（株）
アピカル アピカルベビーシッタークラブ
福岡県／福岡市（株）
テノ．サポート
福岡県／福岡市（株）西日本介護サービス ウィズキッズ長丘
熊本県／熊本市（有）
エスボン
熊本県／熊本市（株）
パワーネット サマンサ
熊本県／熊本市 ベビーシッターハーもニー
沖縄県／那覇市（株）
テノ．サポート 沖縄支店

082-247-7895
0836-34-1107
088-623-6390
089-947-7881
088-821-8220
092-737-7057
092-521-1525
092-741-1833
092-263-3580
092-554-8862
096-326-3033
096-355-5232
096-325-8580
098-867-8040

http://www.airental.co.jp
http://www.petit.gr.jp
http://www.classy-concierge.com/
http://mammys-f.jp
http://www.mutterkind.jp/
http://www.alice-wakuwaku.com/
http://www.iconico.jp/
http://www.apical.jp/
http://www.teno.co.jp/
http://www.orientcarenet.co.jp
http://www.samantha-s.net
http://www.teno.co.jp/

全国保育サービス協会 正会員【施設保育サービス事業者会員】名簿
（株）
東京都／中央区 ピジョンハーツ
アミー
東京都／港区 （株）
ＧＯＯＤＣＨＯＩＣＥ
東京都／町田市（株）
（株）
神奈川県／川崎市 ジール・チャイルドケア
ＰＯＰＯ
新潟県／新潟市（株）

03-3661-4292
03-5414-5044
042-706-9833
044-948-4520
025-275-5562

平成２9年7月１日現在

平成２9年7月１日現在

http://www.pigeonhearts.co.jp/wendy
http://www.a-m-i-corp.com
http://www.3soul100.com/
http://www.zealchildcare.jp/
http://www.popos.jp

3〜4
4
5〜6

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

7
8〜10
10

全国保育サービス協会 正会員名簿
公益社団法人全国保育サービス協会（ACSA）とは？

11〜14
14
15

平成２9年7月１日現在

子どもを預けなければならない緊急事態が起きたときの保育

子どもが病気のときや回復時に保育園などに登園できない場合の保育

アルファコーポレーション 東京本部
東京都／港区 （株）
ナチュラル マミー東京
東京都／武蔵野市 （株）
（株）マーマ本部
神奈川県／横浜市 オフィスポケット
アンティー
神奈川県／横浜市 （株）
神奈川県／横浜市 （株）明日香 横浜営業所
アリス
神奈川県／横浜市 （株）
神奈川県／川崎市 （株）mai・chai・mai
ハローキッズスマイル
神奈川県／川崎市 （株）
マザーグース
神奈川県／茅ヶ崎市 （有）
長野県／長野市 NPO法人アリスチャイルドメイト
新潟県／新潟市 （有）ベビーヘルパー POPO
ティンクルプランニング
新潟県／新潟市 （有）
エデュカーレ アイ愛ベビーシッター
石川県／金沢市 （有）
ケアサポート金沢 ゆいま〜るベビー金沢
石川県／金沢市 （株）
アミ・ス
静岡県／静岡市 （株）
ママ・アンド・パパス
静岡県／浜松市 （有）
タカミサプライ 中部支社
愛知県／名古屋市 （株）
愛知県／名古屋市 （株）ケアメイトサービス チャイルドケアサービスぴよぴよ
ポピンズ ポピンズナニーサービス名古屋
愛知県／名古屋市 （株）
（株）マーマ名古屋
愛知県／名古屋市 オフィス・パレット
トットメイト
愛知県／名古屋市 （株）
ナゴヤ・ベビーシッター・サービス
愛知県／名古屋市 （有）
ミミ
愛知県／北名古屋市 （有）
ライフ・テクノサービス
三重県／津市 （株）
ママ・サービス 大津支社
滋賀県／大津市 （株）
京都府／京都市 （株）西日本介護サービス オリエントケアネット京都オフィス
アルファコーポレーション アルファ・キッズ・クラブ
京都府／京都市 （株）
ママ・サービス
京都府／京都市 （株）
（株）ポピンズサービス京都
京都府／京都市 イソイズ
ノトス 保育事業部ちいさいプッテ
京都府／京都市 （有）
ポピンズ ポピンズナニーサービス大阪
大阪府／大阪市 （株）
アイエンロール ジャム・キッズ
大阪府／大阪市 （有）
タスク・フォース ラビットクラブ本部
大阪府／大阪市 （株）
タカミサプライ 関西支社
大阪府／大阪市 （株）
大阪府／大阪市 （株）西日本介護サービス ウィズグループ 大阪オフィス
大阪府／大阪市 （株）小学館集英社プロダクション ベビーシッターのハズ大阪事務局
大阪府／大阪市 （株）
ラヴィ
大阪府／高槻市 （株）
パワフルケア
大阪府／守口市 （株）
ママＭＡＴＥ 大阪支店
兵庫県／神戸市 （株）
ママＭＡＴＥ 神戸支店
兵庫県／神戸市 ファミリエクラブ
（株）
兵庫県／神戸市 （株）
パイン・フォーレスト・こどもの家
兵庫県／神戸市 （株）
メアリーポピンズ
兵庫県／宝塚市 （株）
アピカル アピカル関西支社
兵庫県／宝塚市 （株）
ポレ・ポレ
岡山県／岡山市 （株）
マイスタイル ポストメイトシッターサービス
岡山県／岡山市 ボナミ企画（有）
岡山県／岡山市 （有）
ファミリーシッター岡山
岡山県／倉敷市 （有）
ポピィ

03-5772-1222
0422-37-1312
045-982-7715
045-423-2431
045-316-5515
045-383-6081
044-431-3296
044-741-2150
0467-59-1157
026-269-8320
025-223-5745
025-228-8099
076-242-8686
076-261-5566
054-297-5031
053-433-5675
052-684-8161
052-262-9671
052-541-2100
052-562-5005
052-972-6069
052-625-1114
0568-21-3300
059-226-8217
077-534-8762
075-343-6787
0120-086-720
075-213-2636
075-252-2100
075-341-5150
06-6367-2100
06-6356-2200
050-5533-0400
06-6356-3131
06-6267-0300
06-6206-0003
06-6922-9551
072-681-7465
06-6967-8105
078-592-0790
078-265-2556
078-242-2013
078-331-0005
0797-77-5221
0797-71-0888
086-226-3034
086-246-0301
086-270-1403
086-421-1090

http://www.alpha-co.com
http://www.mamytokyo.com/
http://www.oﬃce-pocket.co.jp
http://www.aunty-i.com
http://www.g-asuka.co.jp
http://www.alice-net.co.jp
http://mai-chai-mai.com/
http://hellokidssmile.com
http://www.mothergoose2.jp
http://www16.plala.or.jp/alice-childmate/
http://www.po-po.net
http://www.tincle.com
http://www.cs-kanazawa.com

http://www.takamisupply.co.jp
http://www.PIYOPIYO.co.jp
http://www.poppins.co.jp
http://www.oﬃce-palette.co.jp
http://www.totmate.jp
http://www.nagoya-moko.jp
http://www.mimi33.net
http://www.life-techno.jp
http://www.mama-service.com/
http://www.orientcarenet.co.jp
http://www.alpha-co.com
http://www.mama-service.com/
http://www.poppins.co.jp/
http://puchiputte.net/
http://www.poppins.co.jp
http://www.taskforce-pr.co.jp
http://www.takamisupply.co.jp
http://www.orientcarenet.co.jp
http://www.shopro.co.jp/has
http://lavie1.jp
http://www.pcare.jp/
http://www.mama-mate.jp
http://www.mama-mate.jp
https://www.familieclub.com/
http://www.marypoppins.co.jp
http://www.apical.jp/
http://www.pore2.jp/
http://www.my-style.bz/
http://bonami.cside.com
http://ww35.tiki.ne.jp/˜m-mama
http://www.poppi.co.jp

全国保育サービス協会 正会員【訪問保育サービス事業者会員】名簿
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011-281-0511 http://www.sapporobaby.com
北海道／札幌市 （株）札幌シッターサービス
0155-23-4953 http://www.shittan.jp
北海道／帯広市 ベビー＆キッズケアサービスしったん
プロジェクト・ダイナミックス マミーズ・タイム
022-221-5133 http://www.sendaimap.com/mamystime
宮城県／仙台市 （有）
（株）つくば事業所
029-858-5160 http://www.leange.co.jp
茨城県／つくば市 ル・アンジェ
オリエンタルワールド チャイルドランド
028-621-9112 http://www.childland.co.jp
栃木県／宇都宮市（株）
ウイニングスマイルカンパニー
027-268-0066
群馬県／前橋市 （株）
オフィスU ママ＆パパす
0276-48-8409
群馬県／太田市 （有）
048-648-3450 http://www.sunﬂower-a.com
埼玉県／さいたま市 サンフラワー・A（株）さいたま営業所
（有）マーマ埼玉
048-738-2641 http://www.family-bell.net/
埼玉県／春日部市 ファミリーベル
コマーム
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埼玉県／川口市 （株）
ウィズ
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埼玉県／久喜市 （有）
スマイルパートナー
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千葉県／千葉市 （株）
ママMATE
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千葉県／我孫子市 （株）
ハッピーナース ミルキーホーム
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千葉県／柏市 （株）
Ｉ
・Ｎ・Ｇ チャイルドケアＭＡＲＣＨ
047-752-0722 http://www.cc-march.jp
千葉県／八千代市 （株）
（株）江東営業所
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割引券制度があります。詳しくは10 ページをご覧ください。

保育士資格や幼稚園教諭免許を持つ人が
3 割強、ABA・ACSA認定ベビーシッター
資格を持つ人が 2 割となっています。
その他にも小学校教諭、看護師、養護教諭、
保健師、助産師等の保育関連資格を
持っている人がたくさんいます。

ベビーシッターの年齢は、20 歳代〜60 歳代と
幅広くいますが、50 歳代が最も多く
（35.4％）、
40 歳以上が約 8 割を占めています。
子育ての先輩としても安心して
おまかせください。

ベビーシッターは、だいじな命（子ども）
とカギ（留守宅）をお守りする責任重大なお仕事です。
そのために、
「家庭訪問保育」についてしっかりと
お勉強をしています。

全国保育サービス協会では、
「ベビーシッター資格認定制度」を実施しています。
これは、協会が実施する研修会を修了し、実務経験があるベビーシッターに試験を行って、合格した
人に「認定ベビーシッター」の資格を付与するものです。まさに「家庭訪問保育のプロ」の証です。

全国保育サービス協会では、協会会員会社のリストを配布
ておきましょう。いざと

詳しくは下記をご覧ください。

2
（ベビーシッター派遣事業）
仕事のためにベビーシッターを利用した場合に、
１日につき2,200円の割引が受けられる割引券を発行する事業です。
申請の手続きは事業主が行い、利用者は事業主から割引券の交付を受けてください。また
「職場への復帰」
のため
にベビーシッターを利用した場合にも、この割引券が使用できます。

多胎児を養育するご家庭のために

（ベビーシッター派遣事業（多胎児分）
）

義務教育就学前の双子など多胎児を養育しているご家庭にベビーシッターの割引券を発行します。双子の場合は
１日につき9,000円、三つ子以上の場合には１日につき18,000円の割引が受けられます。割引券は１年間に２回まで
（特別な事由がある場合には４回まで）
使用できます。
割引券のご利用にはあらかじめ事業主の承認が必要となります。子ども・子育て拠出金を納める事業主は、
必要書類を協会に提出するとともに、利用手数料をお支払いいただきます。利用手数料は、中小事業主でベ
ビーシッター派遣事業の割引券１枚につき110円、それ以外の事業主で220円を、多胎児分の割引券につ
いては、割引額9,000円の割引券の場合、中小事業主でベビーシッター派遣事業の割引券１枚につき450円、
それ以外の事業主で900円、割引額18,000円の割引券の場合、中小事業主でベビーシッター派遣事業の割
引券１枚につき900円、それ以外の事業主で1,800円をご負担いただきます。

申込み・お問い合わせは

公益社団法人 全国保育サービス協会 まで

TEL.03−5363−7455 FAX.03−5363−7456
URL：http://www.acsa.jp

全国保育サービス協会では、
その万が一に備えて保育サービス業総合補償制度

※具体的な利用方法は、8〜10ＰのＱ＆Ａをご覧ください。

〜厚生労働省ホームページより〜

ベビーシッターなどを利用するときの留意点
ベビーシッターなどを利用される場合には、以下の点にご注意ください。

１．まずは情報収集を
保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッ
ター事業者の情報を収集しましょう。情報収集にあたっては、市町村の情報や公益社団法人全国保育
サービス協会に加盟している会社のリスト（http://www.acsa.jp/htm/joining/list.htm#area08）
などを活用しましょう。一時預かりが必要な場合やひとり親への様々な支援が必要な場合は、ベビー
シッターの利用に限らず、市町村に相談しましょう。

２．事前に面接を
実際に子どもをベビーシッターに預ける前に、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、
必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物
かどうかを確認しましょう。また、子どもを預ける際には、必ず事前に面会したベビーシッター本人
に直接子どもを預けるようにしましょう。

３．事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
実際に子どもをベビーシッターに預ける際には、事業者名、ベビーシッターの氏名、住所、連絡先
を必ず確認しましょう。その際、ベビーシッターの身分証明書のコピーをもらうようにしましょう。

４．保育の場所の確認を
保育の場所が子どもの自宅以外である場合は、事前に見学して、子どもの保育に適切な場所かどう
かを確認しましょう。

５．登録証の確認を
ベビーシッターが保育士や認定ベビーシッター（※）の資格を持っている場合は、保育士登録証や認
定ベビーシッター資格登録証の提示を求めて確認しましょう。
※「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要
な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、全国保育サービス協会ＨＰの資格認定
制度のサイト（http://www.acsa.jp/htm/license）を参照してください。

6．保険の確認を
万が一の事故に備えて、保険に加入しているか確認しましょう。

７．預けている間もチェックを
子どもをベビーシッターに預けている間も、子どもの様子を電話やメールで確認するようにしま
しょう。

８．緊急時における対応を
預けている子どもの体調が急変するなどの緊急事態が生じた際に、ベビーシッターからすぐに連絡
を受けることができるような体制を整えましょう。

９．子どもの様子の確認を
ベビーシッターから子どもの引き渡しを受ける際、どんなことをして遊んだのかといった保育の内
容や預かっている間の子どもの様子について、ベビーシッターから報告を受けましょう。

１０．不満や疑問は率直に
ベビーシッターに対する不満や疑問が生じた場合は、ベビーシッターを派遣した事業者等にすぐ相
談しましょう。

出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo̲kosodate/babysitter/index.html）
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ACSA（All Japan Childcare Services Association）

公益社団法人全国保育サービス協会は、子どもの成長発達の基盤となる家庭養育の支援を基本理念とし、
保護者等の委託を受けて、その居宅等に訪問して行う保育サービス等を通して、すべての子どもと子育て家庭
の良質な成育環境を保障することのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
保育サービスの質の維持向上のための研修会を実施するとともに訪問保育サービス従事者の質を担保するた
めに資格認定制度を確立しています（認定ベビーシッター資格認定制度）。また、調査・研究事業や広報啓発

ベビーシッター
利用ガイド

活動、訪問保育サービスや子育て支援に関する書籍・ＤＶＤの作成など、
保育サービスの健全な普及・発展のために活動しています。
（前身は、平成３年に設立された社団法人全国ベビーシッター協会です）

北海道【2社】

ッシュ保
育
フレ
リ
事業所数112カ所の分布
（平成29年7月１日現在）

一

新潟県【2社】

産

時 保 育

後 ケ ア

宮城県【1社】
茨城県【1社】
栃木県【1社】

京都府【5社】

埼玉県【4社】
千葉県【4社】
東京都
【36社】
静岡県【2社】 神奈川県【7社】

福岡県
【5社】

愛知県
【7社】

愛媛県【1社】
高知県【1社】

大阪府【9社】
兵庫県【6社】

※訪問保育サービス事業者会員（支店・営業所含む）の所在地です。
所在地の都道府県外でもサービスを行う会社も多くありますのでお問い合わせください。

全国保育サービス
協会会員は、入会
審査を経ています。

公益社団法人

全国保育サービス協会

〒160-0017 東京都新宿区左門町6-17 三王商会四谷ビル
（旧 YSKビル）
7F
Tel 03-5363-7455 Fax 03-5363-7456 URL http://www.acsa.jp E-mail info@acsa.jp

病

後児保育
学

二

重 保 育

童サ

ポー

ト

