
ACSA（All Japan Childcare Services Association）

公益社団法人　全国保育サービス協会

事業所数108カ所の分布
（令和3年8月１日現在）

北海道【2社】

埼玉県【4社】

千葉県【3社】

静岡県【1社】

新潟県【3社】

東京都【39社】
神奈川県【7社】

愛知県【8社】

兵庫県【5社】
熊本県【2社】

沖縄県【2社】

愛媛県【1社】

福岡県【4社】

大阪府【8社】

京都府【4社】

宮城県【1社】

茨城県【2社】

Tel 03-5363-7455　Fax 03-5363-7456　URL  http://www.acsa.jp　E-mail  info@acsa.jp
〒160-0007 東京都新宿区荒木町5-4  クサフカビル2F

全国保育サービス
協会会員は、入会
審査を経ています。

※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。

　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）

ベビーシッター
利用ガイド
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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 令和３年８月１日現在

N：134（単位：人）

子どもが慣れた環境で
過ごすことができる

子どもが安心して
過ごすことができる

子どもの状況やニーズにあわせた
保育ができる

子どもの生活リズムを尊重した
過ごし方ができる

家庭の養育方針にそって
保育することができる

子どもの家族（きょうだいや祖父母、
在宅勤務の保護者等）と過ごせる

体調不良の子どもが
移動する必要がない

子どもの負担が少ない

その他

N：134（単位：人）

早朝勤務時

自分（親）が病気のとき

子どもが病気のとき

休日勤務時

夜間勤務時

自分（親）の自己実現や
社会参加のため

冠婚葬祭や学校行事
などの社会的理由

残業時

通常の勤務時

その他

N：134
（単位：人）

N：134
（単位：人）

N：134
（単位：人）

柴田学園大学短期大学部
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
帝京大学
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
大阪国際大学短期大学部
聖和短期大学
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

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
東京都板橋区加賀 2-11-1
山梨県甲府市酒折 2-4-5

大阪府大阪市東住吉区湯里 6-4-26

大阪府大東市学園町 6-45
大阪府守口市藤田町 6-21-57
兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155
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

036-8503
036-8185
370-0033
173-8602
114-8526
161-8539
173-8605
400-8575

546-0013

574-0001
570-8555
662-8501
630-8566
755-0805
839-8508
818-0197

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
帝京大学
C2C Global Education Japan

城南学園

四條畷学園
大阪国際学園
関西学院
佐保会学園
香川学園
久留米信愛女学院
都築育英学園

学　校　名 〒 所　在　地学校法人名

『わたしたちは日本のベビーシッターを応援しています』
●（株）イーウェル（東京・千代田区） ●Chubb損害保険（株）（東京・品川区）

●（株）エヌシーアイ（東京・世田谷区） ●（株）トライウェア（太宰府市）

●G・O・G（株）（東京・千代田区） ●（株）フォトクリエイト（東京・新宿区）

●（株）ＪＴＢベネフィット（東京・江東区） ●（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） ●三井住友海上火災保険（株）（東京・新宿区）

●中央法規出版（株）（東京・渋谷区） ●（株)リロクラブ（東京・新宿区）
（五十音順）

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良い点
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2.2％

12.7％

（複数回答）

（複数回答）

仕事以外の時
26.9％

仕事の時
71.6％

家庭訪問保育（ベビーシッター）の利用実態 ～令和元年度調査より～

利用頻度

POINT

「子どもが慣れた環境で過ご
すことができる」が最も多く
（81.3％）、次に「子どもが安
心して過ごすことができる」
（68.7％）が続いています。
この２つの項目は、これまで
の調査でも高い割合で選択
されています。

1回あたりの平均利用時間数

保育サービスを利用する時の理由 保育サービスを利用する時の理由（詳細）

POINT
具体的な理由としては、通常の勤務時が最も多く
（32.1％）、残業時（22.4％）が続いています。また、
その他の理由として、配偶者が単身赴任であったり
帰宅が遅い場合等に、勤務先から帰宅後に育児のサ
ポートとして利用するケースなどがあげられました。

POINT
仕事を理由とする利用が
７割強（71.6％）を占め
ています。

注記：利用の理由として、通常の勤務時、
残業時、子どもが病気のとき、夜
間勤務時、休日勤務時を選択して
いる人を「仕事を理由とする利用」
に分類した。

無回答 1.5％

１週間に
２～３回
29.9％

ほとんど
毎日
12.7％

ほとんど
毎日
12.7％

無回答 0.7％

１か月に
２～３回
22.4％

年に数回 6.7％

１か月に
１回程度
9.0％

１週間に
１回程度
18.7％

２時間～
37.3％

４時間～6.0％

６時間～3.7％
７時間～0.7％
８時間～3.0％
９時間～1.5％

１時間～
12.7％

３時間～
23.1％

POINT
２時間～が最も多く（37.3％）、３時間～（23.1％）が
続いています。 ８時間以上は 6.0％と少ないです。

POINT
１週間に２～３回（29.9％）、１か月に２～３回
（22.4％）等が多くなっています。

１時間未満 1.5％

無回答 0.7％

５時間～8.2％

10時間～1.5％

賛助会員のご紹介



8～10

7

10

5～6

3～4

14

15

4

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）ヒューマンテック
（株）ポピンズ
コンビウィズ（株）
ピジョンハーツ（株） ピジョンウェンディ
（株）アミー
（株）ＧＯＯＤＣＨＯＩＣＥ
ジール・チャイルドケア（株） ｂａｂｙ ｈｏｍｅ
（株）ＰＯＰＯ
（株）タスク・フォースミテラ
（株）アピカル

http://www.pigeonhearts.co.jp/wendy
http://www.poppins.co.jp
http://www.combiwith.co.jp
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
https://www.taskforce-pr.co.jp/
http://www.apical.jp/

03-6809-0292
03-3447-2100
03-5828-7632
03-3661-4292
03-5414-5044
042-706-9833
044-948-4520
025-275-5562
06-6479-1010
092-741-1833

東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／台東区
東京都／中央区
東京都／港区
東京都／町田市
神奈川県／川崎市
新潟県／新潟市
大阪府／大阪市
福岡県／福岡市

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？

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

11～14

14賛助会員のご紹介 14

どうやって、利用するの？

どんなときに頼めるの？

令和3年8月１日現在



令和3年8月１日現在

（株）mai・chai・mai 
（株）マザーグース 
NPO法人アリスチャイルドメイト 
（有）ベビーヘルパーPOPO 
（有）ティンクルプランニング 
（有）エデュカーレ アイ愛ベビーシッター
（株）ケアサポート金沢 ゆいま～るベビー金沢
（有）ママ・アンド・パパス 
ハニークローバー（株） 名古屋支社
（株）タカミサプライ 中部支社
（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
（株）ポピンズファミリーケア 名古屋支社
オフィス・パレット（株）
（株）トットメイト 
（有）ナゴヤ・ベビーシッター・サービス 
（有）ミミ 
（株）ライフ・テクノサービス 
（株）ママ・サービス 大津支社
（株）ウィズグループ 京都オフィス
（株）アルファコーポレーション アルファ・キッズ・クラブ
（株）ママ・サービス 
イソイズ（株） ポピンズサービス京都
（株）タカミサプライ 関西支社
（株）ポピンズファミリーケア 大阪支社
（株）タスク・フォース ラビットクラブ 大阪本社
（株）ウィズグループ 大阪オフィス
（株）ラヴィ 
（株）パワフルケア 
（株）ママＭＡＴＥ 大阪支店
（株）ママＭＡＴＥ 神戸支店
ファミリエクラブ（株） 
（株）メアリーポピンズ 
（株）ようよ 
（株）ポレ・ポレ 
（株）マイスタイル ポストメイトシッターサービス
ボナミ企画（有） 
（有）ファミリーシッター岡山 
（有）ポピィ 
（株）アイグラン 
（株）ヤクルト山陽 プティット
（株）クラッシー ステラ事業部
（株）マミーズファミリー
（株）イコニコ・カンパニー 
（株）テノ．サポート 
（株）ウィズグループ 福岡オフィス
（株）パワーネット サマンサ
ベビーシッターハーもニー 
（株）テノ．サポート 沖縄支店
ティーアールピージャパン（株）  

http://mai-chai-mai.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.honeyclover.co.jp/
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://www.takamisupply.co.jp
http://www.poppins.co.jp
http://www.taskforce-pr.co.jp
http://www.orientcarenet.co.jp
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.pore2.jp/
http://www.my-style.bz/
http://bonami.cside.com
http://ww35.tiki.ne.jp/̃m-mama
http://www.poppi.co.jp
http://www.airental.co.jp
http://www.petit.gr.jp
http://www.classy-concierge.com/
http://mammys-f.jp
http://www.iconico.jp/
http://www.teno.co.jp/
http://www.with-g.com
http://www.samantha-s.net

http://www.teno.co.jp/
http://www.trpjapan.com/

044-431-3296
0467-59-1157
026-269-8320
025-223-5745
025-228-8099
076-242-8686
076-261-5566
053-433-5675
050-3802-0909
052-684-8161
052-262-9671
052-541-2100
052-562-5005
052-972-6069
052-625-1114
0568-21-3300
059-226-8219
077-534-8762
075-343-6787
0120-086-720
075-213-2636
075-252-2100
06-6343-1313
06-6367-2100
050-3187-9090
06-6267-0300
06-6922-9551
072-681-7465
06-6967-8105
078-592-0790
078-265-2556
078-331-0005
0797-32-2551
0797-71-0888
086-226-3034
086-246-0301
086-270-1403
086-421-1090
082-247-7895
0836-34-1107
088-623-6390
089-947-7881
092-521-1525
092-263-3580
092-712-0366
096-355-5232
096-325-8580
098-867-8040
098-840-3101

神奈川県／川崎市
神奈川県／茅ヶ崎市
長野県／長野市
新潟県／新潟市
新潟県／新潟市
石川県／金沢市
石川県／金沢市
静岡県／浜松市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／北名古屋市
三重県／津市
滋賀県／大津市
京都府／京都市
京都府／京都市
京都府／京都市
京都府／京都市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／高槻市
大阪府／守口市
兵庫県／神戸市
兵庫県／神戸市
兵庫県／神戸市
兵庫県／芦屋市
兵庫県／宝塚市
岡山県／岡山市
岡山県／岡山市
岡山県／岡山市
岡山県／倉敷市
広島県／広島市
山口県／宇部市
徳島県／徳島市
愛媛県／松山市
福岡県／福岡市
福岡県／福岡市
福岡県／福岡市
熊本県／熊本市
熊本県／熊本市
沖縄県／那覇市
沖縄県／糸満市

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

小学生の下校後または学童保育終了後の保育
【学童保育への迎え、子どもの自宅までの送り】

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



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 正会員【訪問保育サービス事業者会員】名簿 令和3年8月１日現在

（株）札幌シッターサービス 
（株）しったん 
（有）プロジェクト・ダイナミックス マミーズ・タイム
（株）プリマベーラジャパン 
ル・アンジェ（株） つくば事業所
サンフラワー・A（株） さいたま営業所
ファミリーベル（有） マーマ埼玉
（株）コマーム 
（有）ウィズ 
（株）スマイルパートナー 
（株）ママMATE 
（株）ハッピーナース ミルキーホーム
サンフラワー・Ａ（株） 江東営業所
（株）大崎ホームヘルプサービス 
ｍｏｒｍｏｒ（株） 
サンフラワー・Ａ（株） 恵比寿営業所
（株）シェヴ 
（有）ライフ・リトル 
（株）ネス・コーポレーション 
（株）キンダーネットワーク 
（株）ジャパンベビーシッターサービス 
（株）タカミサプライ 
ル・アンジェ（株） 
（株）ポピンズファミリーケア
（株）ポピンズシッター
（株）ＴＷＯ ＣＡＲＡＴ 
（株）クラッシー クラッシーコンシェルジェTOKYO
コンビスマイル（株） 
（株）ソーシード 
（株）パソナフォスター 
（株）タスク・フォース ラビットクラブ東京本部
（株）小学館集英社プロダクション ベビーシッターのハズ
（株）日本デイケアセンター 
サンフラワー・A（株） 
（株）明日香 東京営業所
（株）赤門マミーサービス 
（株）ミラクス miraxsシッター
（株）アルファコーポレーション 東京本部
（有）メイコーポレーション マミーズサービス
（株）宝珠ベビーケアサービス 
ハニークローバー（株） 
（株）エルパ 
（株）ママＭＡＴＥ 東京支店
（株）子育て支援 
（株）ナチュラル マミー東京
オフィスポケット（株） マーマ本部
アンティーホールディングス（株） 
（株）明日香 横浜営業所
（株）アリス 

http://www.sapporobaby.com
http://www.shittan.jp
http://www.sendaimap.com/mamystime
https://primaverajp.com/
http://www.leange.co.jp
http://www.sunflower-a.com
http://www.family-bell.net/
http://www.comaam.jp
http://withbaby.sakura.ne.jp/
http://smilepartner-japan.com
http://www.mama-mate.jp
http://www.ssss.co.jp/
http://www.sunflower-a.com
http://www.ohsaki-hhs.co.jp/
http://www.mormor.co.jp
http://www.sunflower-a.com
http://www.chezvous.co.jp/
http://www.lifelittle.co.jp
http://www.ness-corpo.co.jp/babysitter/
http://www.kinder-network.com
http://www.jbs-mom.co.jp
http://www.takamisupply.co.jp
http://www.leange.co.jp
http://www.poppins.co.jp
https://smartsitter.jp/
http://loveclover.co.jp/
http://www.classy-concierge.com/
http://www.combismile.co.jp/
https://www.sowseed.jp/
http://pasonafoster.co.jp
http://www.taskforce-pr.co.jp
http://www.shopro.co.jp/has
http://www.nihon-daycare-center.co.jp/
http://www.sunflower-a.com
http://www.g-asuka.co.jp
http://www.akamon-mammy.com
https://www.warabeuta-sitter.com/
http://www.alpha-co.com
http://may-corp.co.jp/
http://www.hoju-baby.jp/
http://www.honeyclover.co.jp/
http://www.music-lpa.com
http://www.mama-mate.jp
http://bonvoyage-tokyo.jp/
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

011-281-0511
0155-22-0726
022-221-5133
029-871-7542
029-858-5160
048-648-3450
048-738-2641
048-256-1666
0480-23-4196
043-293-5565
04-7181-8100
04-7171-1102
03-5530-8261
03-3471-2475
03-6276-2149
03-6869-4162
03-5766-6630
03-5454-2233
03-5468-6600
03-6415-8271
03-3423-1251
03-3463-8777
03-3477-1287
03-3447-2100
03-5792-5210
03-3412-1515
03-5426-2288
03-6231-6301
03-4455-3884
03-6734-1280
050-3187-8080
03-3515-6886
03-3293-1581
03-5396-8400
03-6912-0015
03-3818-5299
03-6632-7709
03-5797-7121
03-5791-3481
03-3431-7275
050-3802-0909
03-6426-5764
03-6913-8484
03-6450-4851
0422-37-1312
045-982-7715
045-423-2431
045-316-5515
045-383-6081

北海道／札幌市
北海道／帯広市
宮城県／仙台市
茨城県／牛久市
茨城県／つくば市
埼玉県／さいたま市
埼玉県／春日部市
埼玉県／川口市
埼玉県／久喜市
千葉県／千葉市
千葉県／我孫子市
千葉県／柏市
東京都／江東区
東京都／品川区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／世田谷区
東京都／世田谷区
東京都／台東区
東京都／中央区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／豊島区
東京都／文京区
東京都／文京区
東京都／文京区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／武蔵野市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市

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。

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（約3割）、

40歳以上が 7割強を占めています。
子育ての先輩としても安心して

おまかせください。

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割強となっています。
その他にも保健師、看護師、助産師、

小学校教諭、養護教諭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。



詳しくは下記をご覧ください。

（ベビーシッター派遣事業）

　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70円、それ以外の事業主で180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270円、
それ以外の事業主で720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540円、それ以外の事業主で1,440円をご負担いただきます。
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仕事のためにベビーシッターを利用した場合に、１回につき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。なお、対象となる乳幼児等のきょうだいが
いる場合は１日に複数枚の割引券が使用できます。

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。

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））

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、協会会員会社のリストを配布

ておきましょう。いざと

最低引き受け時間

「家庭訪問保育のプロ」です。



※具体的な利用方法は、8～10ＰのＱ＆Ａをご覧ください。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

会員会社の7割強が



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。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点
～厚生労働省ホームページより～

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しています。

　１．まずは情報収集を 
　ベビーシッターを利用するには、事業者に申し込み、所属するベビーシッターが派遣される方法と、マッ
チングサイトを通じてベビーシッター個人に利用者が直接依頼する方法があります。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。マッチングサイトを通じての利用の場合は特に詳細に情報収集を行い、マッチングサイトの
ガイドライン適合状況調査サイトを確認しましょう。情報収集にあたっ
ては、都道府県や市町村の情報、 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 
　ベビーシッターの派遣を事業者に依頼する場合、ベビーシッターに対する希望を明確に伝えましょう。
派遣される予定のベビーシッターと事前に面談を希望する場合は、事業者に申し出てください。マッチン
グサイトを通じて依頼する場合には、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、実際に子ども
をベビーシッターに預ける前に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を提示してもらうようにしましょう。マッチン
グサイトを通じての利用の場合には、マッチングサイトで公開されている保育者の情報を再度確認すると
ともに、都道府県等に事業者としての届出をしているかも確認するといいでしょう。  

　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。保育に関する研修を受けているかどうかを確
認してもいいでしょう。 
※「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やその内容、金額を確認しましょう。ベビーシッターを
派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にも同様に確認しましょう。

　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。
カメラなどで子どもの様子を見たいと保育者に伝えてもいいでしょう。 

　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。子どもの様子次第で
は、お子さん本人にも確認しましょう。   

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やマッチングサ
イトの運営者等にすぐ相談しましょう。内容によっては、事業者等ではなく、都道府県や市町村の保育担
当部署、地域の消費生活センターなどに相談しましょう。

出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/）

ガイドライン適合状況
調査サイト

（公社）全国保育サービス協会
に加盟している会社のリスト

全国保育サービス協会ＨＰの
資格認定制度のサイト

1,700
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～厚生労働省ホームページより～

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しています。

　１．まずは情報収集を 
　ベビーシッターを利用するには、事業者に申し込み、所属するベビーシッターが派遣される方法と、マッ
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ては、都道府県や市町村の情報、 公益社団法人全国保育サービス協会に加
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ス協会ＨＰの資格認定制度のサイトを参照してください。 
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　万が一の事故に備えて、保険に加入しているかやその内容、金額を確認しましょう。ベビーシッターを
派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にも同様に確認しましょう。

　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。
カメラなどで子どもの様子を見たいと保育者に伝えてもいいでしょう。 

　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。子どもの様子次第で
は、お子さん本人にも確認しましょう。   

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やマッチングサ
イトの運営者等にすぐ相談しましょう。内容によっては、事業者等ではなく、都道府県や市町村の保育担
当部署、地域の消費生活センターなどに相談しましょう。

出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/）
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※具体的な利用方法は、8～10ＰのＱ＆Ａをご覧ください。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

会員会社の7割強が



詳しくは下記をご覧ください。

（ベビーシッター派遣事業）

　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70円、それ以外の事業主で180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270円、
それ以外の事業主で720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540円、それ以外の事業主で1,440円をご負担いただきます。
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仕事のためにベビーシッターを利用した場合に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（対象児童１人につき１日（回）割引券2枚
（1枚：2,200円×２枚）まで利用可）。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。

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。

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））

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、協会会員会社のリストを配布

ておきましょう。いざと

最低引き受け時間

「家庭訪問保育のプロ」です。



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 正会員【訪問保育サービス事業者会員】名簿 令和3年9月１日現在

（株）札幌シッターサービス 
（株）しったん 
（有）プロジェクト・ダイナミックス マミーズ・タイム
（株）プリマベーラジャパン 
ル・アンジェ（株） つくば事業所
サンフラワー・A（株） さいたま営業所
ファミリーベル（有） マーマ埼玉
（株）コマーム 
（有）ウィズ 
（株）スマイルパートナー 
（株）ママMATE 
（株）ハッピーナース ミルキーホーム
サンフラワー・Ａ（株） 江東営業所
（株）大崎ホームヘルプサービス 
ｍｏｒｍｏｒ（株） 
サンフラワー・Ａ（株） 恵比寿営業所
（株）シェヴ 
（有）ライフ・リトル 
（株）ネス・コーポレーション 
（株）キンダーネットワーク 
（株）ジャパンベビーシッターサービス 
（株）タカミサプライ 
ル・アンジェ（株） 
（株）ポピンズファミリーケア
（株）ポピンズシッター
マミーヒルズ（株）
（株）ＴＷＯ ＣＡＲＡＴ 
（株）クラッシー クラッシーコンシェルジェTOKYO
コンビスマイル（株） 
（株）ソーシード 
（株）パソナフォスター 
（株）タスク・フォース ラビットクラブ東京本部
（株）小学館集英社プロダクション ベビーシッターのハズ
（株）日本デイケアセンター 
サンフラワー・A（株） 
（株）明日香
（株）赤門マミーサービス 
（株）ミラクス miraxsシッター
（株）アルファコーポレーション 東京本部
（有）メイコーポレーション マミーズサービス
（株）宝珠ベビーケアサービス 
ハニークローバー（株） 
（株）エルパ 
（株）ママＭＡＴＥ 東京支店
（株）子育て支援 
（株）ナチュラル マミー東京
オフィスポケット（株） マーマ本部
アンティーホールディングス（株） 
（株）明日香 横浜営業所
（株）アリス 

https://sapporobaby.com
http://www.shittan.jp
　
https://primaverajp.com
https://www.leange.co.jp
https://sunflower-a.com
http://www.family-bell.net
https://www.comaam.jp
http://withbaby.sakura.ne.jp
http://smilepartner-japan.com
http://www.mama-mate.jp
https://www.ssss.co.jp
https://sunflower-a.com
https://ohsaki-hhs.co.jp
https://mormor.co.jp
https://sunflower-a.com
https://www.chezvous.co.jp
https://www.lifelittle.co.jp
https://www.ness-corpo.co.jp/babysitter/
http://www.kinder-network.com
https://jbs-mom.co.jp
https://ssl.takamisupply.co.jp
https://www.leange.co.jp
https://www.poppins.co.jp
https://smartsitter.jp
https://www.mammy-hills.com
https://www.loveclover.co.jp
https://www.classy-concierge.com
https://combismile.co.jp
https://www.sowseed.jp
https://www.pasonafoster.co.jp
https://www.taskforce-pr.co.jp
https://www.shopro.co.jp/babysitter/
https://nihon-daycare-center-co-jp.jimdo.com
https://sunflower-a.com
https://www.g-asuka.co.jp
http://www.akamon-mammy.com
https://sitter.miraxs.co.jp
https://www.alpha-co.com
https://may-corp.co.jp
http://www.hoju-baby.jp
http://sitter.honeyclover.co.jp
https://www.music-lpa.com
http://www.mama-mate.jp
http://bonvoyage-tokyo.jp
http://www.mamytokyo.com
https://www.office-pocket.co.jp
https://www.aunty-i.com
https://www.g-asuka.co.jp
https://www.alice-net.co.jp

011-281-0511
0155-22-0726
022-221-5133
029-871-7542
029-858-5160
048-648-3450
048-738-2641
048-256-1666
0480-23-4196
043-293-5565
04-7181-8100
04-7171-1102
03-6684-7574
03-3471-2475
03-6276-2149
03-6869-4162
03-5766-6630
03-5454-2233
03-5468-6600
03-6415-8271
03-3423-1251
03-3463-8777
03-3477-1287
03-3447-2100
03-5792-5210
03-6319-2341
03-3412-1515
03-5426-2288
03-6231-6301
03-4455-3884
03-6734-1280
050-3187-8080
03-3515-6886
03-3293-1581
03-5396-8400
03-6912-0015
03-3818-5299
03-6632-7709
03-5797-7121
03-5791-3481
03-3431-7275
050-5434-3429
03-6426-5764
03-6913-8484
03-6450-4851
0422-37-1312
045-982-7715
045-423-2431
045-316-5515
045-383-6081

北海道／札幌市
北海道／帯広市
宮城県／仙台市
茨城県／牛久市
茨城県／つくば市
埼玉県／さいたま市
埼玉県／春日部市
埼玉県／川口市
埼玉県／久喜市
千葉県／千葉市
千葉県／我孫子市
千葉県／柏市
東京都／江東区
東京都／品川区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／杉並区
東京都／世田谷区
東京都／世田谷区
東京都／台東区
東京都／中央区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／豊島区
東京都／文京区
東京都／文京区
東京都／文京区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／武蔵野市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市

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。

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（約3割）、

40歳以上が 7割強を占めています。
子育ての先輩としても安心して

おまかせください。

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割強となっています。
その他にも保健師、看護師、助産師、

小学校教諭、養護教諭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。



令和3年9月１日現在

（株）mai・chai・mai 
（株）マザーグース 
NPO法人アリスチャイルドメイト 
（有）ベビーヘルパーPOPO 
（有）ティンクルプランニング 
（有）エデュカーレ アイ愛ベビーシッター
（株）ケアサポート金沢 ゆいま～るベビー金沢
（有）ママ・アンド・パパス 
ハニークローバー（株） 名古屋支社
（株）タカミサプライ 中部支社
（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
（株）ポピンズファミリーケア 名古屋支社
オフィス・パレット（株）
（株）トットメイト 
（有）ナゴヤ・ベビーシッター・サービス 
（有）ミミ 
（株）ライフ・テクノサービス 
（株）ママ・サービス 大津支社
（株）ウィズグループ 京都オフィス
（株）アルファコーポレーション アルファ・キッズ・クラブ
（株）ママ・サービス 
イソイズ（株） ポピンズサービス京都
（株）タカミサプライ 関西支社
（株）ポピンズファミリーケア 大阪支社
（株）タスク・フォース ラビットクラブ 大阪本社
（株）ウィズグループ 大阪オフィス
（株）ラヴィ 
（株）パワフルケア 
（株）ママＭＡＴＥ 大阪支店
（株）ママＭＡＴＥ 神戸支店
ファミリエクラブ（株） 
（株）メアリーポピンズ 
（株）ようよ 
（株）ポレ・ポレ 
（株）マイスタイル ポストメイトシッターサービス
ボナミ企画（有） 
（有）ファミリーシッター岡山 
（有）ポピィ 
（株）アイグラン 
（株）ヤクルト山陽 プティット
（株）クラッシー ステラ事業部
（株）マミーズファミリー
（株）イコニコ・カンパニー 
（株）テノ．サポート 
（株）ウィズグループ 福岡オフィス
（株）パワーネット サマンサ
ベビーシッターハーもニー 
（株）テノ．サポート 沖縄支店
ティーアールピージャパン（株）  

https://mai-chai-mai.com
https://www.mothergoose.jp
http://www16.plala.or.jp/alice-childmate/
http://www.po-po.net
http://www.tincle.com

http://www.cs-kanazawa.com

http://sitter.honeyclover.co.jp
https://ssl.takamisupply.co.jp
https://www.piyopiyo.co.jp
https://www.poppins.co.jp
http://www.office-palette.co.jp
https://totmate.jp
http://www.nagoya-moko.jp
http://www.mimi33.net
https://www.life-techno.jp
https://www.mama-service.com
https://www.with-g.com
https://www.alpha-co.com
https://www.mama-service.com
https://www.poppins.co.jp
https://ssl.takamisupply.co.jp
https://www.poppins.co.jp
https://www.taskforce-pr.co.jp
https://www.with-g.com
https://lavie1.jp
https://www.pcare.jp
http://www.mama-mate.jp
http://www.mama-mate.jp
https://www.familieclub.com
https://www.marypoppins.co.jp
http://www.yoyo-sitter.com
https://www.pore2.jp
https://www.my-style.bz
http://bonami.cside.com
　
http://www.poppi.co.jp
https://www.aigran.co.jp
https://www.petit.gr.jp
https://www.classy-concierge.com
https://mammys-f.jp
https://www.iconico.jp
https://www.teno.co.jp
https://www.with-g.com
http://www.samantha-s.net

https://www.teno.co.jp
https://www.trpjapan.com

044-431-3296
0467-59-1157
026-269-8320
025-275-5562
025-228-8099
076-242-8686
076-261-5566
053-433-5675
050-5434-3429
052-684-8161
052-262-9671
052-541-2100
052-562-5005
052-972-6069
052-625-1114
0568-21-3300
059-226-8219
077-534-8762
075-343-6787
0120-086-720
075-213-2636
075-252-2100
06-6343-1313
06-6367-2100
050-3187-9090
06-6100-0300
06-6922-9551
072-681-7465
06-6967-8105
078-592-0790
078-265-2556
078-331-0005
0797-32-2551
0797-71-0888
086-226-3034
086-246-0301
086-270-1403
086-421-1090
082-554-4870
0836-34-1107
088-623-6390
089-947-7881
092-521-1525
092-263-3580
092-712-0366
096-355-5232
096-325-8580
098-867-8040
098-840-3101

神奈川県／川崎市
神奈川県／茅ヶ崎市
長野県／長野市
新潟県／新潟市
新潟県／新潟市
石川県／金沢市
石川県／金沢市
静岡県／浜松市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／北名古屋市
三重県／津市
滋賀県／大津市
京都府／京都市
京都府／京都市
京都府／京都市
京都府／京都市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／高槻市
大阪府／守口市
兵庫県／神戸市
兵庫県／神戸市
兵庫県／神戸市
兵庫県／芦屋市
兵庫県／宝塚市
岡山県／岡山市
岡山県／岡山市
岡山県／岡山市
岡山県／倉敷市
広島県／広島市
山口県／宇部市
徳島県／徳島市
愛媛県／松山市
福岡県／福岡市
福岡県／福岡市
福岡県／福岡市
熊本県／熊本市
熊本県／熊本市
沖縄県／那覇市
沖縄県／糸満市

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

小学生の下校後または学童保育終了後の保育
【学童保育への迎え、子どもの自宅までの送り】

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
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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）ヒューマンテック
（株）ポピンズ
コンビウィズ（株）
ピジョンハーツ（株） ピジョンウェンディ
（株）アミー
（株）ＧＯＯＤＣＨＯＩＣＥ
ジール・チャイルドケア（株） ｂａｂｙ ｈｏｍｅ
（株）ＰＯＰＯ
（株）タスク・フォースミテラ
（株）アピカル

https://www.humantech-job.co.jp
https://www.poppins.co.jp
https://www.combiwith.co.jp
https://pigeonhearts.co.jp
https://www.a-m-i-corp.com
http://www.3soul100.com/
https://www.zealchildcare.jp/
http://www.popos.jp
https://taskforce-mitera.co.jp
httpｓ://www.apical.jp

03-6809-0292
03-3447-2100
03-5828-7632
03-3661-4292
03-5414-5044
042-706-9833
044-948-4520
025-275-5562
06-4795-5060
092-741-1833

東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／台東区
東京都／中央区
東京都／港区
東京都／町田市
神奈川県／川崎市
新潟県／新潟市
大阪府／大阪市
福岡県／福岡市

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？

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

11～14

14賛助会員のご紹介 14

どうやって、利用するの？

どんなときに頼めるの？

令和3年9月１日現在



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 令和３年9月１日現在

N：134（単位：人）

子どもが慣れた環境で
過ごすことができる

子どもが安心して
過ごすことができる

子どもの状況やニーズにあわせた
保育ができる

子どもの生活リズムを尊重した
過ごし方ができる

家庭の養育方針にそって
保育することができる

子どもの家族（きょうだいや祖父母、
在宅勤務の保護者等）と過ごせる

体調不良の子どもが
移動する必要がない

子どもの負担が少ない

その他

N：134（単位：人）

早朝勤務時

自分（親）が病気のとき

子どもが病気のとき

休日勤務時

夜間勤務時

自分（親）の自己実現や
社会参加のため

冠婚葬祭や学校行事
などの社会的理由

残業時

通常の勤務時

その他

N：134
（単位：人）

N：134
（単位：人）

N：134
（単位：人）

柴田学園大学短期大学部
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
帝京大学
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
大阪国際大学短期大学部
聖和短期大学
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

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
東京都板橋区加賀 2-11-1
山梨県甲府市酒折 2-4-5

大阪府大阪市東住吉区湯里 6-4-26

大阪府大東市学園町 6-45
大阪府守口市藤田町 6-21-57
兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155
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

036-8503
036-8185
370-0033
173-8602
114-8526
161-8539
173-8605
400-8575

546-0013

574-0001
570-8555
662-8501
630-8566
755-0805
839-8508
818-0197

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
帝京大学
C2C Global Education Japan

城南学園

四條畷学園
大阪国際学園
関西学院
佐保会学園
香川学園
久留米信愛女学院
都築育英学園

学　校　名 〒 所　在　地学校法人名

『わたしたちは日本のベビーシッターを応援しています』
●（株）イーウェル（東京・千代田区） ●Chubb損害保険（株）（東京・品川区）

●（株）エヌシーアイ（東京・世田谷区） ●（株）トライウェア（福岡・太宰府市）

●G・O・G（株）（東京・千代田区） ●（株）フォトクリエイト（東京・新宿区）

●（株）ＪＴＢベネフィット（東京・江東区） ●（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） ●三井住友海上火災保険（株）（東京・新宿区）

●中央法規出版（株）（東京・渋谷区） ●（株)リロクラブ（東京・新宿区）
（五十音順）

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良い点

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％

81.3％

68.7％

55.2％

50.0％

43.3％

21.6％

20.1％

14.9％

9.0％

0％ 10％ 20％ 30％

32.1％

22.4％

12.7％

11.2％

7.5％

6.7％

6.0％

2.2％

2.2％

12.7％

（複数回答）

（複数回答）

仕事以外の時
26.9％

仕事の時
71.6％

家庭訪問保育（ベビーシッター）の利用実態 ～令和元年度調査より～

利用頻度

POINT

「子どもが慣れた環境で過ご
すことができる」が最も多く
（81.3％）、次に「子どもが安
心して過ごすことができる」
（68.7％）が続いています。
この２つの項目は、これまで
の調査でも高い割合で選択
されています。

1回あたりの平均利用時間数

保育サービスを利用する時の理由 保育サービスを利用する時の理由（詳細）

POINT
具体的な理由としては、通常の勤務時が最も多く
（32.1％）、残業時（22.4％）が続いています。また、
その他の理由として、配偶者が単身赴任であったり
帰宅が遅い場合等に、勤務先から帰宅後に育児のサ
ポートとして利用するケースなどがあげられました。

POINT
仕事を理由とする利用が
７割強（71.6％）を占め
ています。

注記：利用の理由として、通常の勤務時、
残業時、子どもが病気のとき、夜
間勤務時、休日勤務時を選択して
いる人を「仕事を理由とする利用」
に分類した。

無回答 1.5％

１週間に
２～３回
29.9％

ほとんど
毎日
12.7％

ほとんど
毎日
12.7％

無回答 0.7％

１か月に
２～３回
22.4％

年に数回 6.7％

１か月に
１回程度
9.0％

１週間に
１回程度
18.7％

２時間～
37.3％

４時間～6.0％

６時間～3.7％
７時間～0.7％
８時間～3.0％
９時間～1.5％

１時間～
12.7％

３時間～
23.1％

POINT
２時間～が最も多く（37.3％）、３時間～（23.1％）が
続いています。 ８時間以上は 6.0％と少ないです。

POINT
１週間に２～３回（29.9％）、１か月に２～３回
（22.4％）等が多くなっています。

１時間未満 1.5％

無回答 0.7％

５時間～8.2％

10時間～1.5％

賛助会員のご紹介



ACSA（All Japan Childcare Services Association）

公益社団法人　全国保育サービス協会

事業所数109カ所の分布
（令和3年9月１日現在）

北海道【2社】

埼玉県【4社】

千葉県【3社】

静岡県【1社】

新潟県【3社】

東京都【40社】
神奈川県【7社】

愛知県【8社】

兵庫県【5社】
熊本県【2社】

沖縄県【2社】

愛媛県【1社】

福岡県【4社】

大阪府【8社】

京都府【4社】

宮城県【1社】

茨城県【2社】

Tel 03-5363-7455　Fax 03-5363-7456　URL  http://www.acsa.jp　E-mail  info@acsa.jp
〒160-0007 東京都新宿区荒木町5-4  クサフカビル2F

全国保育サービス
協会会員は、入会
審査を経ています。

※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。

　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）

ベビーシッター
利用ガイド

 ど
んなとき、どう使うか。

  一
  時  保  育   リ

フレ
ッシュ保育

  

学 
童 サ ポ ー ト

  産
  後  ケ  ア

  産
  後  ケ  ア

  病
 後 児 保 育

  二
  重  保  育




