特別リポート
総合DBの成長戦略

保育・介護に「基金」の保障
加入拡大が生む相乗効果
はぐくみ基金、3万人規模に

福祉業界向けに退職給付制度の導入支援やITシステム開発を手掛けるベター・プレイス（東京・新宿）が、
企業年金の導入支援コンサルティングなど退職給付関連ビジネスを急拡大させている。同社が設立母体と
なり2018年4月に発足した、保育や介護従事者向けを主とする総合設立型の確定給付企業年金（DB）「福
祉はぐくみ企業年金基金」に、顧客事業所を紹介。同基金では加入者数が急速に伸び、同社と基金は互い
に相乗効果を享受し合う関係を固める。保育や介護業界の中小事業所では企業年金の普及率が低いとされ
る。同社は業界従事者が抱える老後不安などの解消を目指しながら、自らも企業成長を図る。ベンチャー
キャピタル（VC）の出資受け入れでIT関連サービスの強化に拍車を掛けており、24、25年ごろをめどに
新規株式公開（IPO）を目指す。
（稲澤友以）

DCコンサルで実績
18年にDBを設立

1万人を超え、20年4月に1万5377人、21年4月に2
万1443人、22年1月に2万5733人と増え続けてい
る。発足から4年の4月には「3万人を突破する見

ベター・プレイスは「子育て世代と子どもたち

込み」（ベター・プレイス経営企画部）だという。

が希望をもてる社会をつくる」を、経営理念に掲

加入事業所数も20年4月に326件、21年4月に476

げる。
〝make the world a better place〟──。社

件、22年1月に581件と、右肩上がりとなっている。

名には、少しでも「世界をより良くする」ために

基金の資産規模は、22年3月末時点で100億円弱
となっている。近く100億円の大台を超える見通

貢献できれば、との願いを込めている。
同社は11年10月に確定拠出年金（DC）制度の
導入コンサルティング業として発足した。15年3

しだ。
ベター・プレイスの売上高は、17年9月期に約

月にDCの運営管理機関とし
ての登録を受け、同年11月に
自身を代表事業主とする総合
設立の企業型DC制度の規約
の承認を受けた。同時点で同
社のコンサルティングサービ

総合DB「福祉はぐくみ企業年金基金」の法人数、事業所数、加入者数
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7000万円、18年9月期に約9000万円、19年9月期に
約1億5000万円、20年9月期に約2億3000万円、21
年9月期に約3億2000万円と推移している。

捉えている。
同基金では、複数の業界団体から相次ぎ「推奨

20年9月期までは増収増益が続いていたが、21

基金」の指定を受けている。21年12月に特定非営

年9月期は最終損益が約7300万円の純損失となっ

利活動法人の「全国認定こども園協会」、22年2月

た。
「システム開発でアクセルを踏み始め、コスト

に一般社団法人の「全国企業主導型保育事業連合

を掛け始めた分、一時的に赤字が先行している」

会」、3月に「全国認定こども園連絡協議会」と

──。同社の森本新士社長が語る「システム」と

「『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議

は、DBやDCの運営を支援するものだ。こうした

会」から、それぞれ推奨基金の指定を受けた。今

取り組みを外部のVCも前向きに評価しており、出

後も加入者数の増加が見込まれている。

資という形で同社に資金提供し始めた。その詳細
は後述する。

社会福祉法人向け共済
公費助成が打ち切りに
保育や介護業界では、営利団体である株式会社

給与と年金の「選択型」
月1万円以上が6割超
同基金の加入事業所では、
「選択型制度」として
DBを従業員に提供している。事業所が同基金に加
入する際、まず給与に退職金相当額を上乗せし支

が事業展開する事例がある一方、社会福祉法人な

給する「前払い退職金制度」の仕組みを用意する。

どの非営利団体による運営事例もある。特に保育

そのためのコンサルティングサービスはベター・

では、社会福祉法人の割合が大きい。もともと、

プレイスが提供している。

社会福祉法人では、独立行政法人福祉医療機構が

その上で、加入事業所は既存の給与の一部を「選

実施主体の「社会福祉施設職員等退職手当共済制

択給」として位置付ける。基金への加入を希望す

度」が広く利用されてきた。

る従業員は、選択給の一部を掛け金として基金へ

同制度は社会福祉法人が経営する施設に従事し

拠出したり、残りを給与と一緒に前払い退職金と

た受給者への給付原資を、共済契約者（法人）に

して受け取ったりするなど、自分の希望に合った

よる掛け金負担と、国と都道府県による公費助成

パターンを選択できる。

によって賄う。ただ、近年は公費助成を受けない

同社によると、加入者の6割以上が月額1万円以

営利団体との間のイコールフッティング（条件統

上の掛け金を選択しているという。加入を希望し

一）という観点から、助成の廃止が官主導で議論

ない従業員は、選択給の全額を給与と一緒に受け

されていた。株式会社の参入が多い介護の分野で

取ることもできる。加入事業所における平均的な

は、既に公費助成が打ち切られている。保育の分

加入率は6、7割に上っている。

野についても国の社会保障審議会の福祉部会が、

「毎月、3万3000円を掛けています。（拠出額は）

公費助成の在り方の検討を続け、24年度までに結

年々上げています」──。ベター・プレイスが動

論を得る方針を示している。

画投稿サイトのユーチューブに上げるはぐくみ基

こうした状況を背景に当該業界では、老後不安

金の紹介動画。加入事業所で勤務する保育士は、

の解消に向け、共済制度に代わる私的年金制度へ

自身の掛け金拠出についてこう語る。同基金の加

の関心も強まるようになっていた。

入者は、選択給のうち掛け金額を自身で決めるこ

ベター・プレイスはこうした需要に制度コンサ
ルタントとして応え、はぐくみ基金と連携。同基
金の加入者が急増する要因となっている。ベター・
プレイスは「はぐくみ基金の加入者数は、国内で
社会福祉に従事する労働者の1％にも満たない」

4

（経営企画部）と、今後の拡大余地がまだ大きいと
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とができる。月額で「1000円から給与の20％（上
限額あり）まで」の範囲内だ。
加入者は少なくとも年に2回、毎月の掛け金額
が変更できる。
「加入者側でライフイベントが変化していくな
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かで、選択制で掛けられるお金は変わっていくわ

ター・プレイスはDX（デジタル・トランスフォー

けなので、そこに柔軟性がないのはおかしな話。

メーション）によって事務負担を軽減する方法を

実際、DCでは柔軟な設計になっている。それを

編み出した。はぐくみ基金の加入事業所による利

DBでやってもいいはずだ」（ベター・プレイスの

用を前提に、同社が開発した独自の制度運営支援

森本社長）

システム「はぐONE（ワン）」だ。

DXで事務負担軽減
クラウドで基金と連携

同システムでは、加入者（従業員）が自分の積
立額をパソコンやスマートフォンで簡単に確認し
たり、将来の受取額を試算できたりするほか、ス
マホで掛け金額を変更できる。

半面、加入者自身はもとより、加入事業所や基

「残高が分からない状態で、資産を積み立てる人

金事務局では事務作業が煩雑になり、手間やコス

など本来はいない。可視化することがすごく重要

トの増加が懸念される。こうした課題に対し、ベ

だ。当初は年1回、書面で残高を通知していたが、

ベター・プレイスが基金の加入促進
専門ウェブメディアで記事配信も

一般に総合DBによる加入事業所の募集活動は

基金の情報を紹介するウェブメディアだ。形には

基金自身が手掛けるが、はぐくみ基金の場合、先

まった感もある一般的な年金基金のホームページ

述した推奨指定の獲得活動や、事業所向けの説明

とは見た目が異なり、ウェブメディアの作りに仕

会開催も含め、設立母体であるベター・プレイス

上げている。コンテンツは「記事」が主体だ。

がその業務を請け負っている。

「はぐくみ基金を導入後、離職率が10％から5％

同 社 は 社 員 数 が 約40人 で、 男 女 比 率 は ほ ぼ

に下がりました」「コストや費用が削減でき、離職

半々。平均年齢は35歳。テレワークを導入してい

率が減少しています」──。こうした見出しの記

るほか、オフィス内で服装は自由。子育て世代の

事をクリックすると、加入事業所の事業主に実施

社員も多く、子供の夏休みや冬休みの時期などに

した写真付きの実名インタビューを読むことがで

は、子連れでの出勤も認めているという。職場は

きる。年金基金の紹介サイトを通じて、ナマの声

能力や役職を問わず、互いに意見を言いやすいよ

を実名掲載で伝える事例は珍しい。

うな「フラットな環境」にして
いるという。
既成概念や前例にとらわれな
い自由な発想を重視する社風か
らか、同社による加入者募集活
動は、他の総合設立DBでは見ら
れなかった方法が試されてい
る。
例えば、基金のホームページ
とは別に、同社が運営する専用
サイト「はぐくみ基金Navi（ナ
ビ）
」
。はぐくみ基金の導入を検
討する事業所や経営者向けに、

職場は互いに意見を交わせられるフラットな環境に
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「はぐONE」の加入者画面

ルティング料に含まれてお
り、多くの加入事業所が同シ
ステムを利用している、
基金事務局側の業務負担の
軽減効果も大きい。
「はぐくみ
基金は加入者数が相当な勢い
で伸びており、今後もそれが
続く見通しのため、それだけ
でも事務負担は増していく。
事 務 局 の 手 間 を 減 ら し、
ヒューマンエラーによる事務
ミスのリスクを抜本的に解消
するため、はぐONEによって
加入事業所と基金が連携して
もらうことにした」
（森本社長）
基金事務局内での省力化に

「はぐONE」の事業所管理者画面

よって、
事務スタッフ1人当た
りが管理できる加入者数が
「飛躍的に増える」
（同）結果、
コスト効率の向上と事務費の
抑制を期待できる。
同基金では、事業所から徴
収する事務費掛け金を、加入
者数の規模別テーブルに基づ
き徴収している。最も少ない
500人以下の部分で、1人当た
りの月額を390円と定めてい
る。先述した通り、基金全体
の 加 入 者 の6割 が1万 円 以 上
を拠出している。仮に1万円

スマホで随時確認したいというニーズが加入者の

ちょうどを拠出しているとすれば、事務費掛け金

間では思いのほか強かった。しっかりとした情報

の水準は標準掛け金との対比で4％未満というこ

開示が重要だと感じた」

とになり、低めだ。基金側では、はぐONEが事務

自社の従業員が掛け金変更などをスマホで申請
すると、それを受け取った事業所（法人）側はオ
ンラインで承認する。さらに事業所はクラウド上
でははぐくみ基金と連携しており、各種申請を基
金に直接送信できるため、
「従来なら数時間掛かっ
ていたような転記・郵送作業がなくなり、作業が
数分で完了する」という。
はぐONEの利用コストは、はぐくみ基金の加入
事業所がベター・プレイスに支払っているコンサ

費の抑制に寄与していると考えられそうだ。

予定利率は「ゼロ」
キャッシュバランスに独自色
はぐくみ基金が重視しているのは大きく見て、
①法令順守②独立性③福祉業界のために活動する
こと──の3点だ。
②の「独立性」には、設立母体のベター・プレ
（9ページへ続く）
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（6ページから続く）
イスと連携する関係にありながらも、加入者や受

は、こうした恣意性が認められないため、同基金

給者の利益を最優先するために「両者間で一線を

では参考指標自体を予定利率としている。

画す」
（基金の関邦雄理事長）という意味合いを持

こうした仕組みにしている理由は、負債側の
キャッシュバランスにある。

たせているという。
また③との関連で、同基金は「福祉業界では、

一般にキャッシュバランスでは、加入者の個人

DCのように自分で運用管理する制度に難しい面

別仮想勘定に将来の主要な支払い根拠となる「拠

があり、DBが最も適している」（同）と考えてい

出クレジット」を定期的に拠出し、それに所与の

る。この点はベター・プレイスの森本社長も同意

指標利率を乗じた「利息クレジット」を上乗せ、

見だ（10、11ページに関連インタビュー）
。

複利で残高を増やしていく。

ここからは同基金の制度の内容を見ていこう。
ま

多くの場合、指標利率は国債利回りだが、同基

ず、老齢給付金は20年以上の加入実績がある加入

金では下限予定利率の参考指標を指標利率として

者が対象で、5年有期、5年保証（確定年金、年4回

採用している。つまり、同基金の予定利率は負債

払い）だ。基金を脱退した場合の脱退一時金につ

側のキャッシュバランスの指標利率に合わせたも

いては、
「加入期間1カ月以上20年未満で資格喪失

のであり、両者を一致させることで財政悪化リス

（退職）した場合に支払う」
。
「3年未満」のような
早期脱退の加入者が元本割れとなることはない。

クを抑えているわけだ。
やや難解なので、もう少しかみ砕いて説明しよ

加入期間20年の60歳退職者は、掛け金月額が1

う。通常DBでは資産側において、予定利率と実際

万5000円、利息付与率（後述）が1％だったと仮

の運用利回りの差異が剰余または不足の発生要因

定した場合のモデル給付額が、年間81万7299円

となる。

（選択一時金なら398万1554円）になる。

さらに、キャッシュバランスの場合は、負債側

「利息付与率」という前提条件からも分かる通

でも長期的な想定利率（キャッシュバランスの指

り、同基金では負債側でキャッシュ・バランス・

標利率の長期的な見通し。想定利率が高ければ拠

プランを採用している。その内容は資産側の予定

出クレジットが小さめ、低ければ大きめとなる）

利率の設定も含め、他の基金では見られないよう

と実際の付利利率の差異が、剰余・不足の発生要

な一風変わったものとなっている。

因となる。

まず、
予定利率は現在「ゼ
ロ」だ。同基金は規約上、

キャッシュバランスの貸借対照表

予定利率を「10年国債の応
募者利回りの5年平均利回

実際の運用利回り

〈資産〉

い利回り」と定めている。
ここで言う「いずれか低い
利回り」とは、国がDBに対
して定める継続基準の「下

掛け金

運用資産

りか1年平均のいずれか低

限予定利率」の参考指標と

〈負債〉

利息

（利息クレジット）

加入者の
個人別
仮想勘定

予定利率に基づく

同じだ。

資産側の剰余・不足要因

勘案して厚生労働相が決め

実際の運用利回り＞予定利率 剰余の要因
実際の運用利回り＜予定利率 不足の要因

る」ものであり、厚労相に
よる恣意が入る余地が残っ
ている。DBの予定利率で

元本

（拠出クレジット）

想定利率
（長期的な指標利率の
見通し）
に基づく

下限予定利率は、正確に
は「いずれか低い利回りを

指標利率に基づく

負債側の剰余・不足要因
想定利率＞指標利率
想定利率＜指標利率

剰余の要因
不足の要因

（A：実際の運用利回り−B：予定利率）
＋
（C：キャッシュバランスの想定利率−D：指標利率）
＝単年度剰余の発生要因
はぐくみ基金では現状、
Bの「予定利率」、
Cの「想定利率」、Dの「指標利率」
がいずれもゼロとなっており、
Aの「実際の運用利回り」
がプラスなら単年度剰余、
マイナスなら単年度不足の発生要因となる
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福祉従事者にこそDBを
森本新士ベター・プレイス社長
ベター・プレイスの森本新士社長に、同社を創業

創業した。顧客企業の経営陣が法定福利費用を節減

したきっかけや、福祉業界のためのDB制度の創設を

しながら、選択制の企業年金を採り入れることで、

推し進めた理由を語ってもらった。

従業員のための資産形成に協力してもらう。こうし
た仕組みをうまく使えば、経営側のコストを抑えな

──このビジネスを始めようと考えたきっかけは。

がら、従業員のための資産を拡充してもらえると考
えた」

「私には幼少期から大人になる過程で、経済的に恵
まれなかった経験があり、経済的な苦難を理由に自

──創業当初はまず、DCの導入コンサルティング

分の将来の可能性が閉ざされたり、制約されたりす

を手掛けた。

ることの理不尽さをいつも感じてきた。
『子供の貧困
がない世界と、真っ当に生きている庶民がお金の心
配をしなくて済む世界をつくりたい』というのが起
業の原動力だ」
「ベター・プレイスを創業する前、外資系保険会社
での勤務を経て、個人投資家向けの投資信託の運用
会社（旧かいたく投信。後にM&Aで売却）を立ち上
げたことがある。
『庶民のための資産形成』を目指す
運用会社として立ち上げたのだが、資金が全然集ま
らなかった。結局、そのビジネスは失敗で、B to C
型のビジネスがいかに難しいかを思い知った」
「その後、考えたのがB to B型で、企業型DCの導
入コンサルティング会社としてベター・プレイスを

こうした条件の下で、キャッシュバランスにお

り」がプラスなら単年度剰余、マイナスなら同不

ける単年度剰余・不足の発生要因を、資産側と負

足の発生要因がもたらされる状態となっている。

債側に分けて整理すると、おおむね以下の式でイ

Dの指標利率は、国の下限予定利率との間で概

メージできる（全加入者がキャッシュバランスの

ねリンクする関係にある。厚生労働省は22年度の

対象で、財政中立の場合）。

下限予定利率を21年度と同じ0.0％にすると告示

（A：実際の運用利回り － B：予定利率）＋
（C：キャッシュバランスの想定利率 － D：
指標利率）➡プラスなら単年度剰余、マイナ
スなら同不足の発生要因に
同基金では現状、Bの「予定利率」
、Cの「想定

10

している。

剰余金を加入者に分配
再計算時に可否検討

利率」
、Dの「指標利率」
（実際の付利利率）がい

ここまでは基金の年金財政という観点だった

ずれもゼロだ。結果として、
Aの「実際の運用利回

が、翻って、加入者が受け取る利回りという観点
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「DCのコンサルティング先は4年で100社を超え、

た。老後対策はもちろん、諸事情で退職したり、休

上場企業とも契約できるようになるなど、ビジネス

職したりした場合にも（一時金を）受け取れる安心

は順調に推移した。私自身もDCの導入支援コンサル

感が欲しい。ライフイベントの多い方々に合わせた

や投資教育を数多くこなしてきたし、自分自身はDC

DBの仕組みをつくれば、福祉業界のニーズに応えら

が大好きだ。当社の契約先では、平均的な投信比率

れるのではないかと考え、はぐくみ基金の設立を推

（ポートフォリオのうち投信を組み入れている比率）

進した」

が8割を超え、投資に前向きだ」
「幼少期に共に苦労した私の弟は現在、地元の地方
「ただし、
こうした傾向が当てはまらない提案先が

都市で介護士を務めており、弟の奥さんは保育士と

かねてあった。それが福祉業界だ。福祉業界は平均

して働いている。地元でしっかりと生きていこうと

勤続年数がおおむね7年。他の業界に比べると、稼い

すると、介護施設や保育園で働くことはごく一般的

だ給与を生活費に使わざるを得ない方が多く、諸事

であり、ある意味、こうした夫婦は地方の縮図だ。

情で退職した際に、まとまった資金を受け取れなく

ところが、福祉業界のエッセンシャルワーカーの多

なると、当事者にとっては相当に困る。年金制度へ

くは、DCやDB制度のない職場で働いている。福祉

の加入が望ましいが、60歳まで受け取ることができ

業界に従事する方々は社会にとって不可欠で大切な

ないDCは、福祉業界ではまずニーズがない。さら

仕事をされており、頭が下がる思いだが、給与水準

に、DCは資産運用を自らの意思で行い、一定の金融

は高くないし、福利厚生も手厚くはない。そういう

リテラシーも必要。こうした条件に福祉業界は全く

方々にこそ、はぐくみ基金を使っていただきたいと

フィットせず、DC導入コンサルティングを実施して

考えている」

も、正直『導入は無理だ』と感じた」
──はぐくみ基金というDBを創設しようと考えた
きっかっけは。
「たまたま保育関係の事業者から、福祉医療機構の
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費補助が
廃止されるかもしれず、困っているとの相談を受け

で捉えるとどうか。加入者に還元される利回りは、
仮想勘定残高に実際に付与されるDの指標利率で

森本新士（もりもと・しんじ）氏 1995年3月に日本
大学経済学部卒。アリコジャパン、スカンディア生命保
険を経て、2007年2月にかいたく投信を創業。同社を
売却後、11年10月にベター・プレイスを創業。日本証券
アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー（企業年金
総合プランナー）
。10年9月に中央大学大学院修了
（ファ
イナンス）

それだ。
同基金は3年ごとに実施する財政再計算（掛け

あり、これは基金発足来、ずっとゼロ％だった。

金の再計算）で、繰越剰余金の一部をキャッシュ

日銀の金融緩和政策によって、10年国債利回りが

バランス上の加入者の個人別仮想勘定（基金に

ゼロ％に誘導されていたためだ。10年物金利はマ

とっては負債）に再配分する方針を持つ。その都

イナスだった時期もある。これは加入者にとって

度、理事会、代議員会に諮って、承認を得るとと

は好ましくない話だ。

もに、行政の認可も得た上で、あたかも〝臨時ボー

しかし現実には、同基金の加入者の仮想勘定残

ナス〟のような給付原資の増額を実施するという

高には利息が付与されている。たとえ指標利率が

もの。これが同基金のいう「分配」だ。同基金に

ゼロ％でも、状況次第ではその代わりとなる利息

よれば、こうした事例は「当基金だけではないか」

を享受できるという、別の仕掛けを同基金が用意
しているためだ。ずばり「繰越剰余金の分配」が

（関理事長）という。
こうした仕組みを採り入れているのは、負債側
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で「加入者が享受するキャッシュバランスの付利

ベター・プレイスは調達資金を企業型DCの運営

利率が低いため」
（同）。その一方で、資産側では

を支援するクラウドシステムの開発などに活用。

運用利回りがプラスならその分の運用収益が、貸

システムエンジニアを増員しており、今後も開発

借対照表の基本金──企業でいうところの資本勘

体制を強化する。

定で剰余金となる。この〝資本〟を負債に振り分

同様の制度運営支援システムは先述の通り、は

けることで、加入者に利益を還元しようという考

ぐくみ基金の加入事業所や加入者による利用を前

え方だ。

提とした「はぐONE」として先行開発していた経

同基金は複数の生命保険会社に運用を委託して
おり、一部で一般勘定を採用しているほか、一般

今回は社外も含めたDC制度向けの「はぐONE

勘定を引き受けてくれない先に対しては、運用リ

for DC」を開発し、4月に予定しているシステム

スクを抑えたマルチアセット型のバランス運用を

リリースに向けて準備している。同システムでは、

委託している。
「極力、安全に、低リスク志向で」

事業主が加入者からスマホ経由で受け付ける掛け

（同）という運用方針だ。

金変更申請など、各種手続きをオンライン化し、

発足2年に当たる20年3月末を基準に実施した

事業主がDC運営業務のDX化を図れるようにする

最初の財政再計算では、同時点における繰越剰余

もの。投資教育機能も持たせる。27年までをめど

金残高が約3350万円だった。このうち、約75％の

に加入者ベースで40万人の利用者数を目指す。ベ

2500万円を、21年1月に加入者へ分配した。運用

ター・プレイスでは、他の運営管理機関を通じ、

利回りに換算すると、平均して年1.2％程度を還元

DC版のはぐONEの導入を事業主に提案してい

した格好だったという。

く。

次回は23年3月末を基準とする財政再計算で、

「従業員やバックオフィスの方々の利便性を高

その時点における繰越剰余金を原資とした分配の

めるために、我々のシステムを使っていただきた

可否を検討していく。

い」（森本社長）

VC出資受けDCビジネス拡大
東証グロース上場目指す

さらに、これに続く第2弾として、はぐくみ基金
で利用しているDB仕様のはぐONEを、他のDBに
も外販していきたい考えだ。
VCなどからの出資を受け、同社は24年か25年

ベター・プレイスは、企業としての成長にさら

ごろのIPO計画を具体化させたい考えだ。東証グ

に弾みをつけたい考えだ。21年春に役員ら、同年

ロース市場への上場を目指している。公募市場で

12月にVCなどを引受先とする第三者割当増資を

の資金調達もさることながら、
「ガラス張りの経営

実施し、それぞれ7534万円、5億4000万円を調達

を推し進め、企業としての信頼性を高めたい」
（同）

した。

というのが、IPOの大きな狙いだ。

12月の増資では、東京大学協創プラットフォー

その時点の売り上げ規模で、「約30億円を想定

ム開発が運営する「AOI1号ファンド」
（オープン

している」
（同）。10年後には「はぐくみ基金の加

イノベーション推進1号投資事業有限責任組合）、

入者数と、DC版のはぐONEの利用者数でいずれ

みずほフィナンシャルグループ傘下のVCのみず

も「100万人を目指す」
（同）という。同様のビジ

ほキャピタル、障害者向け就労支援事業を手掛け

ネスを日本以外のアジアに展開する案も温めてい

るLITALICO、中小企業向けビジネスチャット

る。

サービスのChatworkなどが出資した。

12

緯がある。

森本社長は「我が国で保育、介護、障害者福祉

AOI1号ファンドには東大のほか、三菱UFJ銀

の3業界に従事している労働者は約400万人。この

行、三井住友銀行、SBIグループ、ダイキン工業、

3業界で、最低でも100万人の基金加入規模を目指

日本政策投資銀行グループ、博報堂、芙蓉総合リー

したいので、現状の3万人はまだまだ少ない」と考

ス、三菱地所が組合員として投資している。

えている。
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