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１ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準  
 

制  定：平成二六年四月三〇日厚生労働省令第六一号 

最終改正：平成三一年三月二九日厚生労働省令第四九号 

 

児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第三十四条の十六第二項 の規定に基づき、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を次のように定める。 

 

第一章 総則  

（趣旨）  

第一条  児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第三十四条の十六第二項 の厚生労

働省令で定める基準（以下「設備運営基準」という。）は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に

定める規定による基準とする。  

一  法第三十四条の十六第一項 の規定により、同条第二項第一号 に掲げる事項について市町村（特別区を含

む。以下同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条 ただし書（保育に直接従事する職員に係

る部分に限る。）、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十四条、第三十九条、第四十四条、第四十七

条及び附則第六条から第九条までの規定による基準  

二  法第三十四条の十六第一項 の規定により、同条第二項第二号 に掲げる事項について市町村が条例を定め

るに当たって従うべき基準 第六条 、第十一条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第二十条、第二十

二条第四号（調理設備に係る部分に限る。）、第二十五条（第三十条、第三十二条、第三十六条、第四十一条、

第四十六条及び第四十八条において準用する場合を含む。）、第二十七条、第二十八条第一号（調理設備に係

る部分に限る。）（第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。）及び第四号（調理設備に係る部

分に限る。）（第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。）、第三十三条第一号（調理設備に係

る部分に限る。）及び第四号（調理設備に係る部分に限る。）、第三十五条、第三十七条、第四十条、第四十三

条第一号（調理室に係る部分に限る。）及び第五号（調理室に係る部分に限る。）、第四十五条並びに附則第二

条から第五条までの規定による基準  

三  法第三十四条の十六第一項 の規定により、同条第二項第一号 及び第二号 に掲げる事項以外の事項につ

いて市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前二号に定める規定

による基準以外のもの  

２  設備運営基準は、市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）の監督に属する家庭的保育事業等（法第二十

四条第二項 に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。）を利用している乳児又は幼児（満三歳に満たな

い者に限り、法第六条の三第九項第二号 、同条第十項第二号 、同条第十一項第二号 又は同条第十二項第二号 

の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、

当該児童を含む。以下同じ。）（以下「利用乳幼児」という。）が、明るくて、衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育事業等を行う事業所（以下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するも

のとする。  

３  厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。  

（最低基準の目的）  

第二条  法第三十四条の十六第一項 の規定により市町村が条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は、

利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供

することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。  

（最低基準の向上）  

第三条  市町村長は、その管理に属する法第八条第四項 に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合

にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、そ

の監督に属する家庭的保育事業等を行う者（以下「家庭的保育事業者等」という。）に対し、最低基準を超えて、

その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。  

２  市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。  

（最低基準と家庭的保育事業者等）  

※安全計画の策定等義務付けなどの省令改正（令

和５年４月１日）が予定されています。 
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第四条  家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。  

２  最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由とし

て、その設備又は運営を低下させてはならない。  

（家庭的保育事業者等の一般原則）  

第五条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その

運営を行わなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該

家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。  

３  家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

４  家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図

るよう努めなければならない。  

５  家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第二号、第十四条第二項及び第三

項、第十五条第一項並びに第十六条において同じ。）には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために

必要な設備を設けなければならない。  

６  家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に

十分な考慮を払って設けられなければならない。  

（保育所等との連携）  

第六条  家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。

以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並び

に第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、

家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法 （平成十

八年法律第百二十号）第六条第一項 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第三号におい

て同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百

七号。以下「特区法」という。）第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者

（以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。）にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項）に係る

連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならな

い。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて

家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。）を行う家庭的保育事業

者等については、この限りでない。  

一  利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に

対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。  

二  必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができな

い場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供する

こと。  

三  当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業（法第六条の三第

十二項 に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定する

その他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳

幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。  

２ 市町村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める

場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないことと

することができる。 

一 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 

二 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられているこ

と。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める者を第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

一 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号において「事業実施場所」とい

う。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第二十七条に規定する小規模保育事業Ａ型
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若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

という。） 

二 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等

と同等の能力を有すると市町村が認める者 

４ 市町村長は、家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第五十九条第一項に規定する施設のうち、次に掲げるもの

（入所定員が二十人以上のものに限る。）であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

一 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条の二第一項の規定による助成を受けて

いる者の設置する施設（法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

二 法第六条の三第十二項及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、法第六条の三第

九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補

助を受けているもの 

（家庭的保育事業者等と非常災害）  

第七条  家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるととも

に、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。  

２  前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。  

（家庭的保育事業者等の職員の一般的要件）  

第八条  家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫

理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を

受けた者でなければならない。  

（家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等）  

第九条  家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するため

に必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。  

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準）  

第十条  家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業

所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。ただ

し、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでな

い。  

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則）  

第十一条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否

かによって、差別的取扱いをしてはならない。  

（虐待等の禁止）  

第十二条  家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十 各号に掲げる行為その他当該

利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。  

（懲戒に係る権限の濫用禁止）  

第十三条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第四十七条第三項 の規定により懲戒に関しその利用乳

幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはなら

ない。  

（衛生管理等）  

第十四条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

３  家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなけ

ればならない。  

４  居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけ
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ればならない。  

５  居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければな

らない。  

（食事）  

第十五条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法

（第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調

理室において調理する方法を含む。）により行わなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用

乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。  

３  食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び

嗜好を考慮したものでなければならない。  

４  調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。  

５  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。  

（食事の提供の特例）  

第十六条  次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第一項の規定にかかわらず、当該家庭的

保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」という。）に

おいて調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保

育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行

うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。  

一  利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面

等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。  

二  当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観

点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。  

三  調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調

理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。  

四  利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配

慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。  

五  食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配

慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。  

２  搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。  

一  連携施設  

二  当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業（法第六条の三第十項 に

規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。）若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療

機関等  

三  学校給食法 （昭和二十九年法律第百六十号）第三条第二項 に規定する義務教育諸学校又は同法第六条 に

規定する共同調理場（家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、第一号及び第二号に掲げる搬入施

設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。）  

四 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等に

よる給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、

利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、

必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市

町村が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第二十二条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第二十三

条第二項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

（利用乳幼児及び職員の健康診断）  

第十七条  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健

康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法 （昭和三十三年法律第五十六号）に規定する健康診断に準じて

行わなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」と

いう。）の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健
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康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないこと

ができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断

の結果を把握しなければならない。  

３  第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に

記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項 の規定による措置を解除又は停止する等必

要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。  

４  家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意

を払わなければならない。  

（家庭的保育事業所等内部の規程）  

第十八条  家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。  

一  事業の目的及び運営の方針  

二  提供する保育の内容  

三  職員の職種、員数及び職務の内容  

四  保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日  

五  保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額  

六  乳児、幼児の区分ごとの利用定員（国家戦略特別区域小規模保育事業者にあっては、乳児、満三歳に満た

ない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員）  

七  家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

八  緊急時等における対応方法  

九  非常災害対策  

十  虐待の防止のための措置に関する事項  

十一  その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項  

（家庭的保育事業所等に備える帳簿）  

第十九条  家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備

しておかなければならない。  

（秘密保持等）  

第二十条  家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。  

２  家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

（苦情への対応）  

第二十一条  家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。  

２  家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第二十四条第六項 の規定による措

置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。  

 

第二章 家庭的保育事業  

（設備の基準）  

第二十二条  家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所（保育を受ける乳幼児

の居宅を除く。）であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所（次条に

おいて「家庭的保育事業を行う場所」という。）で実施するものとする。  

一  乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。  

二  前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル（保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九

平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積）以上であること。  

三  乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。  

四  衛生的な調理設備及び便所を設けること。  

五  同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭（付近にあるこれに代わるべき場所を含む。
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次号において同じ。）があること。  

六  前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。  

七  火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。  

（職員）  

第二十三条  家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。  

一  調理業務の全部を委託する場合  

二  第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合  

２ 家庭的保育者（法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）は、市町村長が行う

研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（特区法第十二条

の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施

区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める

者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

一  保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者  

二  法第十八条の五 各号及び法第三十四条の二十第一項第四号 のいずれにも該当しない者  

３  家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭

的保育補助者（市町村長が行う研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修

了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十四条第二項において同じ。）とともに保育する

場合には、五人以下とする。  

（保育時間）  

第二十四条  家庭的保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間そ

の他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」

という。）が定めるものとする。  

（保育の内容）  

第二十五条  家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 （昭和二十三年厚生省令第六十

三号）第三十五条 に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する

乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。  

（保護者との連絡）  

第二十六条  家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、そ

の保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。  

 

   第三章 小規模保育事業  

    第一節 通則  

（小規模保育事業の区分）  

第二十七条  小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型及び小規模保育事業Ｃ型とする。  

    第二節 小規模保育事業Ａ型  

（設備の基準）  

第二十八条  小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型」という。）の設備の基準は、次

のとおりとする。  

一  乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所Ａ型には、乳児室又はほふく室、調理設備

及び便所を設けること。  

二  乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。  

三  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。  

四  満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所Ａ型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（当該事業所

の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第三十三条第四号及び第五号において同じ。）、

調理設備及び便所を設けること。  

五  保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前

号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。  

六  保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。  
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七  乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を二階に設ける建物は、次のイ、ロ

及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。 

イ 建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二 に規定する耐火建築物又は同条第九号

の三 に規定する準耐火建築物であること。 

ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ

同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区

分 
施設又は設備 

二階 常

用 
１ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避

難

用 

１ 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三条第一項各号又は同条第三項

各号に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

三階 常

用 
１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避

難

用 

１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

四階

以上

の階 

常

用 
１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 

避

難

用 

１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第三項第二号に規

定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩

行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。 

ニ 小規模保育事業所Ａ型の調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにお

いて同じ。）以外の部分と小規模保育事業所Ａ型の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号 に規定する

耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備で区画されて

いること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又

はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

（１） スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

（２） 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼

を防止するために必要な措置が講じられていること。 

ホ 小規模保育事業所Ａ型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられて

いること。 

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

チ 小規模保育事業所Ａ型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

（職員）  

第二十九条  小規模保育事業所Ａ型には、保育士（特区法第十二条の五第五項 に規定する事業実施区域内にあ

る小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項
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において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育

事業所Ａ型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、

調理員を置かないことができる。  

２  保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とする。  

一 乳児 おおむね三人につき一人 

二 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人 

三 満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人（法第六条の三第十項第二号又は特区法第

十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） 

四 満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人 

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務する保健師、看護師又は

准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。  

（準用）  

第三十条  第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業Ａ型について準用する。この場合において、

第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。）」とあ

るのは「小規模保育事業Ａ型を行う者（第三十条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育

事業者（Ａ型）」という。）」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事

業者（Ａ型）」とする。  

 

    第三節 小規模保育事業Ｂ型  

（職員）  

第三十一条  小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）には、保育士（特区

法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該事

業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）その他保育に従事する職員として市町村

長が行う研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条

において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委

託する小規模保育事業所Ｂ型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所

Ｂ型にあっては、調理員を置かないことができる。  

２  保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以

上とし、そのうち半数以上は保育士とする。  

一  乳児 おおむね三人につき一人  

二  満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人  

三  満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人（法第六条の三第十項第二号又は特区法第

十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。）  

四  満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人  

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務する保健師、看護師又は

准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。  

（準用）  

第三十二条  第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模保育事業Ｂ型について準用する。

この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保育事業

者」という。）」とあるのは「小規模保育事業Ｂ型を行う者（第三十二条において準用する次条及び第二十六条

において「小規模保育事業者（Ｂ型）」という。）」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあ

るのは「小規模保育事業者（Ｂ型）」と、第二十八条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模保育事業

所Ｂ型」とする。  

 

    第四節 小規模保育事業Ｃ型  

（設備の基準）  

第三十三条  小規模保育事業Ｃ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｃ型」という。）の設備の基準は、次

のとおりとする。  

一  乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所Ｃ型には、乳児室又はほふく室、調理設備
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及び便所を設けること。  

二  乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。  

三  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。  

四  満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所Ｃ型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及

び便所を設けること。  

五  保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、

前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。  

六  保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。  

七  保育室等を二階以上に設ける建物は、第二十八条第七号に掲げる要件に該当するものであること。  

（職員）  

第三十四条  小規模保育事業所Ｃ型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ｃ型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入す

る小規模保育事業所Ｃ型にあっては、調理員を置かないことができる。  

２  家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭

的保育補助者とともに保育する場合には、五人以下とする。  

（利用定員）  

第三十五条  小規模保育事業所Ｃ型は、法第六条の三第十項 の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十

人以下とする。  

（準用）  

第三十六条  第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業Ｃ型について準用する。この場合におい

て、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。）」

とあるのは「小規模保育事業Ｃ型を行う者（第三十六条において準用する次条及び第二十六条において「小規

模保育事業者（Ｃ型）」という。）」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模

保育事業者（Ｃ型）」とする。  

 

   第四章 居宅訪問型保育事業  

（居宅訪問型保育事業）  

第三十七条  居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。  

一  障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育  

二  子ども・子育て支援法第三十四条第五項 又は第四十六条第五項 の規定による便宜の提供に対応するため

に行う保育  

三  法第二十四条第六項 に規定する措置に対応するために行う保育  

四  母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第五項 に規定す

る母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程

度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市町村が認める乳幼児に対する保

育  

五  離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が

認めるものにおいて行う保育  

（設備及び備品）  

第三十八条  居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。  

（職員）  

第三十九条  居宅訪問型保育事業において家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は一人とする。  

（居宅訪問型保育連携施設）  

第四十条  居宅訪問型保育事業者は、第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、

当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらか

じめ、連携する障害児入所施設（法第四十二条 に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市町村の指定す

る施設（この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離

島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて
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居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。  

（準用）  

第四十一条  第二十四条から第二十六条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合におい

て、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。）」

とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居

宅訪問型保育事業者」とする。  

 

   第五章 事業所内保育事業  

（利用定員の設定）  

第四十二条  事業所内保育事業を行う者（以下この章において「事業所内保育事業者」という。）は、次の表の

上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児（法第六条の三第十

二項第一号 イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。）の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数

以上の定員枠を設けなくてはならない。 

利用定員数 その他の乳児又は幼児の数 

一人以上五人以下 一人 

六人以上七人以下 二人 

八人以上十人以下 三人 

十一人以上十五人以下 四人 

十六人以上二十人以下 五人 

二十一人以上二十五人以下 六人 

二十六人以上三十人以下 七人 

三十一人以上四十人以下 十人 

四十一人以上五十人以下 十二人 

五十一人以上六十人以下 十五人 

六十一人以上七十人以下 二十人 

七十一人以上 二十人 

 

（設備の基準）  

第四十三条  事業所内保育事業（利用定員が二十人以上のものに限る。以下この条、第四十五条及び第四十六条

において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）

の設備の基準は、次のとおりとする。  

一  乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医

務室、調理室（当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊

事場を含む。第五号において同じ。）及び便所を設けること。  

二  乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。  

三  ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。  

四  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。  

五  満二歳以上の幼児（法第六条の三第十二項第二号 の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって

満三歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。）を入所させる

保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所型事業所内保育事業所の付近に

ある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。）、調理室及び便所を設けること。  

六  保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前

号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。  

七  保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。  

八  保育室等を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の
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各号に掲げる要件に該当するものであること。 

イ 建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物又は同条第九号の三 に規定する準耐火建築物であ

ること。 

ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ

同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区

分 
施設又は設備 

二階 常

用 
１ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避

難

用 

１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

三階 常

用 
１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避

難

用 

１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

四階

以上

の階 

常

用 
１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 

避

難

用 

１ 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられてい

る階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第三項第二号に規

定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡するこ

ととし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。） 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩

行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。 

ニ 保育所型事業所内保育事業所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニ

において同じ。）以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号 に

規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備で区

画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通す

る部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

（１） スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

（２） 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を

防止するために必要な措置が講じられていること。 

ホ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられて

いること。 

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

チ 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されてい

ること。 

（職員）  

第四十四条  保育所型事業所内保育事業所には、保育士（特区法第十二条の五第五項 に規定する事業実施区域

内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定

保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託す



 

 

 

12 

る保育所型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所

内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。  

２  保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型

事業所内保育事業所一につき二人を下回ることはできない。  

一  乳児 おおむね三人につき一人  

二  満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人  

三  満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人（法第六条の三第十二項第二号 の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。）  

四  満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人  

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護

師又は准看護師を一人に限り、保育士とみなすことができる。  

（連携施設に関する特例）  

第四十五条  保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第六条第一項第一号

及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。  

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであっ

て、市町村長が適当と認めるもの（附則第三条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）につい

ては、第六条第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

（準用）  

第四十六条  第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合

において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」とい

う。）」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者（第四十六条において準用する次条及び第二十六条に

おいて「保育所型事業所内保育事業者」という。）」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」と

あるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。  

（職員）  

第四十七条  事業所内保育事業（利用定員が十九人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型

事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」と

いう。）には、保育士（特区法第十二条の五第五項 に規定する事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事

業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）その

他保育に従事する職員として市町村長が行う研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修

を含む。）を修了した者（以下この条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。  

２  保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、

そのうち半数以上は保育士とする。  

一  乳児 おおむね三人につき一人  

二  満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人  

三  満三歳以上満四歳に満たない児童 おおむね二十人につき一人（法第六条の三第十二項第二号 の規定に

基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。）  

四  満四歳以上の児童 おおむね三十人につき一人  

３  前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護

師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。  

（準用）  

第四十八条  第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用

する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第二十六条において「家庭的保

育事業者」という。）」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者（第四十八条において準用する次条及

び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的

保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所Ａ型」とある

のは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備（当該小規模型事

業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四号において同
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じ。）」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第四十八条において準用する第二十八条第五号」とする。  

 

附 則  

（施行期日） 

第一条  この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）

の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。  

（食事の提供の経過措置） 

第二条  この省令の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設

若しくは事業を行う者（次項において「施設等」という。）が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合

においては、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号（調

理設備に係る部分に限る。）、第二十三条第一項本文（調理員に係る部分に限る。）、第二十八条第一号（調理設

備に係る部分に限る。）（第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。）及び第四号（調理設備に係

る部分に限る。）（第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。）、第二十九条第一項本文（調理員

に係る部分に限る。）、第三十一条第一項本文（調理員に係る部分に限る。）、第三十三条第一号（調理設備に係

る部分に限る。）及び第四号（調理設備に係る部分に限る。）、第三十四条第一項本文（調理員に係る部分に限る。）、

第四十三条第一号（調理室に係る部分に限る。）及び第五号（調理室に係る部分に限る。）、第四十四条第一項本

文（調理員に係る部分に限る。）並びに第四十七条第一項本文（調理員に係る業務に限る。）の規定は、適用し

ないことができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、この省令の施行の日

から起算して十年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号（調理設備に係る部分に限る。）及び

第二十三条第一項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場合において、

当該施設等は、第一条第二項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で

調理する方法（第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福

祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保するよう努めなければ

ならない。 

（連携施設に関する経過措置） 

第三条  家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難で

あって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算

して十年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。  

（小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置） 

第四条  第三十一条及び第四十七条の規定の適用については、第二十三条第二項に規定する家庭的保育者又は同

条第三項に規定する家庭的保育補助者は、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三

十一条第一項及び第四十七条第一項に規定する保育従事者とみなす。  

（利用定員に関する経過措置） 

第五条  小規模保育事業Ｃ型にあっては、第三十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五

年を経過する日までの間、その利用定員を六人以上十五人以下とすることができる。  

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） 

第六条  保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を

受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第二十九条第二項各号又は

第四十四条第二項各号に定める数の合計数が一となる時は、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定す

る保育士の数は一人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が一人となる時は、当該保育士

に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を置かなければならない。  

第七条  前条の事情に鑑み、当分の間、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定に

ついては、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第

百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。  

第八条  附則第六条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する小規模保育事業所Ａ型又は保

育所型事業所内保育事業所（以下この条において「小規模保育事業所Ａ型等」という。）において、開所時間を
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通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければな

らない保育士の数を超えるときは、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定につ

いては、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士

の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士と

みなすことができる。  

第九条  前二条の規定を適用する時は、保育士（法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、第二十九条

第三項若しくは第四十四条第三項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の数（前

二条の規定の適用がないとした場合の第二十九条第二項又は第四十四条第二項により算定されるものをいう。）

の三分の二以上、置かなければならない。  

 



 

 

 15 

２ 大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 
平成 26 年 9 月 22 日 

条例第 101 号 

 

 (趣旨) 

第 1 条 この条例は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 34 条の 16 第 1 項の規

定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準) 

第 3 条 第 1 条の基準は、次条から第 10 条までに定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号。以下「設備運営基準」という。）（第 22 条、第 23 条第 1 項、第

34 条第 1 項及び第 42 条並びに附則第 2 条及び第 5 条を除く。）に定めるところによる。 

(家庭的保育事業に係る設備の基準) 

第 4 条 家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所（保育を受ける乳幼児の居宅を除く。）であって、

次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所（以下「家庭的保育事業を行う場所」と

いう。）で実施するものとする。 

(1) 設備運営基準第 22 条各号に掲げる要件 

(2) 乳幼児の沐もく浴のために必要な器具又は設備を設けること 

(3) 乳幼児の保育を行う専用の部屋（以下「保育部屋」という。）を 2 階に設ける建物は次のア、イ及びカに

掲げる要件に、保育部屋を 3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものであること 

ア 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 9号の 2 に規定する耐火建築物又は同条第 9 号の 3

に規定する準耐火建築物であること 

イ 保育部屋が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる施設又は設備が 1 以上設けられていること 

階 区

分 

施設又は設備 

2 階 常

用 

1 屋内階段 

2 屋外階段 

避

難

用 

1 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 123 条第 1 項各号又は同条第 3項各号に

規定する構造の屋内階段 

2 待避上有効なバルコニー 

3 建築基準法第 2 条第 7 号の 2 に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

4 屋外階段 

3 階 常

用 

1 建築基準法施行令第 123条第 1 項各号又は同条第 3 項各号に規定する構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避

難

用 

1 建築基準法施行令第 123条第 1 項各号又は同条第 3 項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 

3 屋外階段 

4 階 

以上 

の階 

常

用 

1 建築基準法施行令第 123条第 1 項各号又は同条第 3 項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第 123条第 2 項各号に規定する構造の屋外階段 

避

難

用 

1 建築基準法施行令第 123条第 1 項各号に規定する構造の屋内階段であって、建築物の 1 階か

ら保育部屋が設けられている階までの部分について、屋内と階段室とがバルコニー又は外気に向

かって開くことのできる窓若しくは排煙設備（同条第 3 項第 1 号に規定する国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。）を有する
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付室を通じて連絡しており、かつ、同条第 3 項第 2 号、第 3 号及び第 9 号を満たす構造である

もの又は同条第 3 項各号に規定する構造の屋内階段 

2 建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

3 建築基準法施行令第 123条第 2 項各号に規定する構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育部屋の各部分から当該施設及び設

備のいずれかに至る歩行距離が 30 メートル以下となるように設けられていること 

エ 家庭的保育事業を行う場所の調理設備とそれ以外の部分とが建築基準法第 2条第 7号に規定する耐火構

造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第 112 条第 1 項に規定する特定防火設備で区画されており、か

つ、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防

火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、当該調理設備が次に掲げる要件のいずれかに該当す

る場合にあっては、この限りでない。 

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること 

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防

止するために必要な措置が講じられていること 

オ 家庭的保育事業を行う場所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること 

カ 保育部屋その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられて

いること 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること 

ク 家庭的保育事業を行う場所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されている

こと 

(家庭的保育事業の職員) 

第 5 条 家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、家庭的保育補助者（設備運営基準第 23 条第 3 項に規

定する家庭的保育補助者をいう。以下同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

(1) 調理業務の全部を委託する場合 

(2) 第 3 条（設備運営基準第 16 条第 1 項に係る部分に限る。）の規定に基づき搬入施設から食事を搬入する

場合  

(小規模保育事業 A型及び小規模保育事業 B型に係る設備の基準) 

第 6 条 小規模保育事業所 A型（設備運営基準第 28 条に規定する小規模保育事業所 A型をいう。）及び小規模

保育事業所 B型（設備運営基準第 31 条第 1 項に規定する小規模保育事業所 B型をいう。）には、沐もく浴用設

備（浴槽、給湯設備及び排水設備が一体となった乳幼児の沐もく浴のための専用の設備をいう。以下同じ。）並び

に幼児の専用の手洗設備及び便器を設けなければならない。 

(小規模保育事業 C 型に係る設備の基準) 

第 7 条 小規模保育事業所 C 型（設備運営基準第 33 条に規定する小規模保育事業所 C 型をいう。以下同じ。）

には、乳幼児の沐もく浴のために必要な器具又は設備を設けなければならない。 

(小規模保育事業 C 型の職員) 

第 8 条 小規模保育事業所 C型には、家庭的保育者、家庭的保育補助者、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、第 5 条各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

(事業所内保育事業の利用定員の設定) 

第 9 条 事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

めるその他の乳児又は幼児（法第 6 条の 3 第 12 項第 1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をい

う。）の数以上の定員枠を設けなければならない。 

利用定員数 その他の乳児又は幼児の数 

1 人以上 5 人以下 1 人 

6 人又は 7 人 2 人 

8 人以上 10 人以下 3 人 
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11 人以上 15 人以下 4 人 

16 人以上 20 人以下 5 人 

21 人以上 25 人以下 6 人 

26 人以上 30 人以下 7 人 

31 人以上 40 人以下 10 人 

41 人以上 50 人以下 12 人 

51 人以上 60 人以下 15 人 

61 人以上 20 人 

(事業所内保育事業に係る設備の基準) 

第 10 条 事業所内保育事業を行う事業所には、沐もく浴用設備並びに幼児の専用の手洗設備及び便器を設けなけ

ればならない。 

(設備運営基準等の改正に伴う経過措置) 

第 11 条 設備運営基準（設備運営基準を改正する命令を含む。）の改正により、現にこの条例の規定による基準

に適合している家庭的保育事業等が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、

市規則で定める。 

(施行の細目) 

第 12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日施行、告示第 140 号) 

(施行期日) 

1 この条例の施行期日は、市長が定める。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において法第 39 条第 1 項に規定する業務（本市が行

うものに限る。）を目的とする事業を行う者のうち市長が定めるものが、法第 34 条の 15 第 2 項の規定により

家庭的保育事業又は小規模保育事業 C 型の認可を受けた場合においては、施行日から起算して 5 年を経過する

日までの間は、第 3 条（設備運営基準第 15 条並びに第 33 条第 1 号（調理設備に係る部分に限る。）及び第 4

号（調理設備に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第 4 条第 1 号（設備運営基準第 22 条第 4 号（調理

設備に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第 5 条本文（調理員に係る部分に限る。）及び第 8 条本文（調

理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

3 施行日の前日において現に存する法第 39 条第 1 項に規定する業務（本市が行うものに限る。）を目的とする

施設のうち市長が定めるものについては、第 3 条（設備運営基準第 28 条第 7 号（同号口の表の 2 階の区分中

避難用の区分に係る部分に限る。）（設備運営基準第 32 条において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）

の規定は、適用しない。 
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３ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 
 

制  定：平成二十六年四月三十日内閣府令第三十九号 

 

 子ども・子育て支援法 （平成二十四年法律第六十五号）第三十四条第三項 、第四十六条第三項 の規定に基づ

き、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を次のように定める。 

 

第一章 総則  

（趣旨）  

第一条  特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法 （以下「法」という。）第三十四条第三項 の内閣府

令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲

げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。  

一  法第三十四条第二項 の規定により、同条第三項第一号 に掲げる事項について市町村（特別区を含む。以

下同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条 の規定による基準  

二  法第三十四条第二項 の規定により、同条第三項第二号 に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当

たって従うべき基準 第五条第一項 、第六条（第五項を除く。）、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条

から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条及び第三条第一項の規定に

よる基準  

三  法第四十六条第二項 の規定により、同条第三項第一号 に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当

たって従うべき基準 第三十七条 及び附則第四条 の規定による基準  

四  法第四十六条第二項 の規定により、同条第三項第二号 に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当

たって従うべき基準 第二十四条 から第二十七条 まで（第五十条において準用する場合に限る。）、第三十

二条（第五十条において準用する場合に限る。）、第三十八条第一項、第三十九条（第四項を除く。）、第四十

条、第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第

三条第二項及び第五条の規定による基準  

五  法第三十四条第二項 又は第四十六条第二項 の規定により、法第三十四条第三項 各号又は第四十六条第

三項 各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に

定める基準のうち、前四号に定める規定による基準以外のもの  

（定義）  

第二条  この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一  小学校就学前子ども 法第六条第一項 に規定する小学校就学前子どもをいう。  

二  認定こども園 法第七条第四項 に規定する認定こども園をいう。  

三  幼稚園 法第七条第四項 に規定する幼稚園をいう。  

四  保育所 法第七条第四項 に規定する保育所をいう。  

五  家庭的保育事業 児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第九項 に規定する家庭的保

育事業をいう。  

六  小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項 に規定する小規模保育事業をいう。  

七  居宅訪問型保育事業 児童福祉法第六条の三第十一項 に規定する居宅訪問型保育事業をいう。  

八  事業所内保育事業 児童福祉法第六条の三第十二項 に規定する事業所内保育事業をいう。  

九  支給認定 法第二十条第四項 に規定する支給認定をいう。  

十  支給認定保護者 法第二十条第四項 に規定する支給認定保護者をいう。  

十一  支給認定子ども 法第二十条第四項 に規定する支給認定子どもをいう。  

十二  支給認定証 法第二十条第四項 に規定する支給認定証をいう。  

十三  支給認定の有効期間 法第二十一条 に規定する支給認定の有効期間をいう。  

十四  特定教育・保育施設 法第二十七条第一項 に規定する特定教育・保育施設をいう。  

十五  特定教育・保育 法第二十七条第一項 に規定する特定教育・保育をいう。  

十六  法定代理受領 法第二十七条第五項 （法第二十八条第四項 の規定において準用する場合を含む。）又

は法第二十九条第五項 （法第三十条第四項 の規定において準用する場合を含む。）の規定により市町村が

支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、支給認定保護者に代わり特定教育・
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保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。  

十七  特定地域型保育事業者 法第二十九条第一項 に規定する特定地域型保育事業者をいう。  

十八  特定地域型保育 法第二十九条第一項 に規定する特定地域型保育をいう。  

十九  特別利用保育 法第二十八条第一項第二号 に規定する特別利用保育をいう。  

二十  特別利用教育 法第二十八条第一項第三号 に規定する特別利用教育をいう。  

二十一  特別利用地域型保育 法第三十条第一項第二号 に規定する特別利用地域型保育をいう。  

二十二  特定利用地域型保育 法第三十条第一項第三号 に規定する特定利用地域型保育をいう。  

（一般原則）  

第三条  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育施設等」という。）は、良質か

つ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やか

に成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。  

２  特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重

して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努め

なければならない。  

３  特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、

他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健

医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  

４  特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の

防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

第二章 特定教育・保育施設の運営に関する基準  

第一節 利用定員に関する基準  

（利用定員）  

第四条  特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、その利用定員（法第二十七条第一項 の確

認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の数を二十人以上とする。  

２  特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学

前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前

子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもに区分

して定めるものとする。  

一  認定こども園 法第十九条第一項 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分  

二  幼稚園 法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもの区分  

三  保育所 法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号 に掲げる小学校

就学前子どもの区分  

    第二節 運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第五条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った

支給認定保護者（以下「利用申込者」という。）に対し、第二十条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  

２  特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、

第五項で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書

を交付したものとみなす。  

一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通

信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事
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項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法） 

二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法  

３  前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるも

のでなければならない。  

４  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

５  特定教育・保育施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらか

じめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法

による承諾を得なければならない。  

一  第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの  

二  ファイルへの記録の方式  

６  前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、第一項に規定する重要事項の提

供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、

この限りでない。  

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等）  

第六条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、こ

れを拒んではならない。  

２  特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）は、利用の申込みに係

る法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している

法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保

育施設の法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に

関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法（第四項において「選考方法」という。）により選考し

なければならない。  

３  特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、利用の申込みに係

る法第十九条第一項第二号 又は第三号 に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している法第十九条第一項第二号 又は第三号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの

総数が、当該特定教育・保育施設の法第十九条第一項第二号 又は第三号 に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項 の規定による認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。  

４  前二項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わなけれ

ばならない。  

５  特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困

難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講

じなければならない。  

（あっせん、調整及び要請に対する協力）  

第七条  特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項 の規定により市

町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

２  特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、法第十九条第一項

第二号 又は第三号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第二十四条第三項 （同法 附則第七十三条第一項 の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

（受給資格等の確認）  
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第八条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、支給認定保護者の提示する支給認

定証によって、支給認定の有無、支給認定子どもの該当する法第十九条第一項 各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分、支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。  

（支給認定の申請に係る援助）  

第九条  特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者

の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。  

２  特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受けている支給認定の有

効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを

得ない理由がある場合には、この限りではない。  

（心身の状況等の把握）  

第十条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身の状況、その置か

れている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。  

（小学校等との連携）  

第十一条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、小学校

における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資する

よう、支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業

を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。  

（教育・保育の提供の記録）  

第十二条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しな

ければならない。  

（利用者負担額等の受領）  

第十三条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次

条において同じ。）を提供した際は、支給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（法第二十七

条第三項第二号 に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第二十八条第二

項第二号 に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第三

号 に規定する市町村が定める額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。  

２  特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定教育・保育に係る

特定教育・保育費用基準額（法第二十七条第三項第一号 に規定する額（その額が現に当該特定教育・保育に要

した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特

別利用保育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第二号 に規定する内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に

要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第三号 に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当

該現に特別利用教育に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。  

３  特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・

保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支

給認定保護者から受けることができる。  

４  特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する

費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。  

一  日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用  

二  特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用  

三  食事の提供に要する費用（法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に

要する費用を除き、同項第二号 に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）  

四  特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用  

五  前四号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保

育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当

と認められるもの  

５  特定教育・保育施設は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を
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支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。  

６  特定教育・保育施設は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額

並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護

者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第四項の規定による金銭の支払に係

る同意については、文書によることを要しない。  

（施設型給付費等の額に係る通知等）  

第十四条  特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費（法第二十八条第一

項 に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。）の支給を受けた場合は、支給認定保護者

に対し、当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。  

２  特定教育・保育施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払を受け

た場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・

保育提供証明書を支給認定保護者に対して交付しなければならない。  

（特定教育・保育の取扱方針）  

第十五条  特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基

づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。  

一  幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 （平

成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こど

も園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認定こども園法第十条第一項 の規定

に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を

いう。次項において同じ。）  

二  認定こども園（認定こども園法第三条第一項 又は第三項 の認定を受けた施設及び同条第九項 の規定に

よる公示がされたものに限る。） 次号及び第四号に掲げる事項  

三  幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第二十五条 の規定に基づき文部

科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。）  

四  保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 （昭和二十三年厚生省令第六十三号）第三十五条 の

規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針  

２  前項第二号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては、同号に掲げるもののほか、幼

保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。  

（特定教育・保育に関する評価等）  

第十六条  特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らな

ければならない。  

２  特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他の特定教育・保

育施設の関係者（当該特定教育・保育施設の職員を除く。）による評価又は外部の者による評価を受けて、それ

らの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。  

（相談及び援助）  

第十七条  特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に

努め、支給認定子ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を

行わなければならない。  

（緊急時等の対応）  

第十八条  特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認定子どもに体調

の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。  

（支給認定保護者に関する市町村への通知）  

第十九条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽りその他不正な行

為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。  

（運営規程）  

第二十条  特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（第二十三条

において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。  
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一  施設の目的及び運営の方針  

二  提供する特定教育・保育の内容  

三  職員の職種、員数及び職務の内容  

四  特定教育・保育の提供を行う日（法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間、提供を行わない日  

五  支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額  

六  第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員  

七  特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項（第六条第二項及び

第三項に規定する選考方法を含む。）  

八  緊急時等における対応方法  

九  非常災害対策  

十  虐待の防止のための措置に関する事項  

十一  その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保等）  

第二十一条  特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよ

う、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。  

２  特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しなければならない。

ただし、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。  

３  特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  

（定員の遵守）  

第二十二条  特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年

度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項 に規定する便宜の提供への対

応、児童福祉法第二十四条第五項 又は第六項 に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。  

（掲示）  

第二十三条  特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務

の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。  

（支給認定子どもを平等に取り扱う原則）  

第二十四条  特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の

提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。  

（虐待等の禁止）  

第二十五条  特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十 各号に掲げる

行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。  

（懲戒に係る権限の濫用禁止）  

第二十六条  特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。）の

長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給認定子どもに対し児童福祉法第四十七条第三項 の規定により懲戒

に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その

権限を濫用してはならない。  

（秘密保持等）  

第二十七条  特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２  特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

３  特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他

の機関に対して、支給認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該支給認定子ども

の保護者の同意を得ておかなければならない。  

（情報の提供等）  
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第二十八条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る支給認

定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・

保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。  

２  特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの

又は誇大なものとしてはならない。  

（利益供与等の禁止）  

第二十九条  特定教育・保育施設は、利用者支援事業（法第五十九条第一号 に規定する事業をいう。）その他の

地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設若し

くは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保

育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  

２  特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員

から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受して

はならない。  

（苦情解決）  

第三十条  特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支給認定保護者そ

の他の当該支給認定子どもの家族（以下この条において「支給認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。  

２  特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。  

３  特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等からの苦情に関して市町村

が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  

４  特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第十四条第一項 の規定により市町村が行

う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特

定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等からの苦情に関

して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。  

５  特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければ

ならない。  

（地域との連携等）  

第三十一条  特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努めなければならない。  

（事故発生の防止及び発生時の対応）  

第三十二条  特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じな

ければならない。  

一  事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

備すること。  

二  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を

通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。  

三  事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。  

２  特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速や

かに市町村、当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

３  特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。  

４  特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

（会計の区分）  

第三十三条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければなら

ない。  

（記録の整備）  

第三十四条  特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  

２  特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整
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備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。  

一  第十五条第一項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画  

二  第十二条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録  

三  第十九条に規定する市町村への通知に係る記録  

四  第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録  

五  第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  

    第三節 特例施設型給付費に関する基準  

（特別利用保育の基準）  

第三十五条  特定教育・保育施設（保育所に限る。この条において同じ。）が法第十九条第一項第一号 に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第三十四条第一項

第三号 に規定する基準を遵守しなければならない。  

２  特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係る法第

十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設

を現に利用している法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数

が、第四条第二項第三号の規定により定められた法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。  

３  特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利

用保育を含むものとして、本章（第六条第三項及び第七条第二項を除く。）の規定を適用する。この場合におい

て、第六条第二項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」と

あるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「法

第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「法第十九条第一

項第一号 又は第二号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と、「法第十九条第一項第一号 

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第十九条第一項第二号 に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とする。  

（特別利用教育の基準）  

第三十六条  特定教育・保育施設（幼稚園に限る。次項において同じ。）が法第十九条第一項第二号 に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第三十四条第一項

第二号 に規定する基準を遵守しなければならない。  

２  特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る法第

十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設

を現に利用している法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数

が、第四条第二項第二号の規定により定められた法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。  

３  特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利

用教育を含むものとして、本章（第六条第三項及び第七条第二項を除く。）の規定を適用する。この場合におい

て、第六条第二項中「利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもの数」とある

のは「利用の申込みに係る法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもの数」と、第十三条第四項第

三号中「除き、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるの

は「除く。）」とする。  

 

第三章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準  

第一節 利用定員に関する基準  

（利用定員）  

第三十七条  特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあっては、その利用定員（法第二十九条第一項 の

確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の数を一人以上五人以下、小規模保育事業Ａ型（家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 （平成二十六年厚生労働省令第六十一号）第二十八条 に規定す

る小規模保育事業Ａ型をいう。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第三十一条に規定する小規模保育事業Ｂ型を

いう。）にあっては、その利用定員の数を六人以上十九人以下、小規模保育事業Ｃ型（同省令第三十三条に規定

する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第四条において同じ。）にあっては、その利用定員の数を六人以上十人以
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下、居宅訪問型保育事業にあっては、その利用定員の数を一人とする。  

２  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業

を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）ごとに、法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準第四十二条 の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当

該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業

が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就

学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号 ハに規定する共済組合等をいう。）に係

るものにあっては共済組合等の構成員（同号 ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就

学前子どもとする。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前

子どもに区分して定めるものとする。  

第二節 運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第三十八条  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対

し、第四十六条に規定する運営規程の概要、第四十二条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、

職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  

２  第五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。  

（正当な理由のない提供拒否の禁止等）  

第三十九条  特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなけれ

ば、これを拒んではならない。  

２  特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもの数

及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項 の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的

に利用できるよう、選考するものとする。  

３  前項の特定地域型保育事業者は、前項の選考方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わ

なければならない。  

４  特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る支給認定

子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・

保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。  

（あっせん、調整及び要請に対する協力）  

第四十条  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第五十四条第一項 の規定により市

町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

２  特定地域型保育事業者は、法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

もに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項 （同法 附則第七十三条第一項 の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力し

なければならない。  

（心身の状況等の把握）  

第四十一条  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身の状況、そ

の置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。  

（特定教育・保育施設等との連携）  

第四十二条  特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。この項において同じ。）は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係

る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおい

て特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。  
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一  特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域

型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を

行うこと。  

二  必要に応じて、代替保育（特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供する

ことができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。）を提供する

こと。  

三  当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給認定子ども（事業所内保育事業

を利用する支給認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該支給認定子どもに係る支給

認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。  

２  居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号 に規定

する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の

状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施

設（児童福祉法第四十二条 に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市町村の指定する施設（以下この項

において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域

であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育

を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。  

３  事業所内保育事業を行う者であって、第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものに

ついては、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、第一項第一号及び第二号に係る連携

協力を求めることを要しない。  

４  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、連携施設又

は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定

子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者

等との密接な連携に努めなければならない。  

（利用者負担額等の受領）  

第四十三条  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。

以下この条及び第五十条において準用する第十四条において同じ。）を提供した際は、支給認定保護者から当該

特定地域型保育に係る利用者負担額（法第二十九条第三項第二号 に掲げる額（当該特定地域型保育事業者が特

別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条第二項第二号 に規定する市町村が定める額とし、特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条第二項第三号 に規定する市町村が定める額とする。）を

いう。）の支払を受けるものとする。  

２  特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定地域型保育に係

る特定地域型保育費用基準額（法第二十九条第三項第一号 に掲げる額（その額が現に当該特定地域型保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業

者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条第二項第二号 に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条

第二項第三号 に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域

型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）をいう。次項にお

いて同じ。）の支払を受けるものとする。  

３  特定地域型保育事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たって、当該特定地

域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用

として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を支給認定保護者から受けることができる。  

４  特定地域型保育事業者は、前三項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供される便宜に要す

る費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。  

一  日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品  

二  特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用  

三  特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用  
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四  前三号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保

育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当

と認められるもの  

５  特定地域型保育事業者は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額

を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。  

６  特定地域型保育事業者は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び

額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保

護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第四項の規定による金銭の支払に

係る同意については、文書によることを要しない。  

（特定地域型保育の取扱方針）  

第四十四条  特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条 の規定に基づき

保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。  

（特定地域型保育に関する評価等）  

第四十五条  特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。  

２  特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るよう努めなければならない。  

（運営規程）  

第四十六条  特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（第五十

条において準用する第二十三条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。  

一  事業の目的及び運営の方針  

二  提供する特定地域型保育の内容  

三  職員の職種、員数及び職務の内容  

四  特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日  

五  支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額  

六  利用定員  

七  特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項（第三十九条第二項

に規定する選考方法を含む。）  

八  緊急時等における対応方法  

九  非常災害対策  

十  虐待の防止のための措置に関する事項  

十一  その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保等）  

第四十七条  特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができる

よう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。  

２  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地

域型保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。  

３  特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  

（定員の遵守）  

第四十八条  特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。た

だし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項 に規定する便宜の提

供への対応、児童福祉法第二十四条第六項 に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情が

ある場合は、この限りでない。  

（記録の整備）  

第四十九条  特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  

２  特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。  
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一  第四十四条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画  

二  次条において準用する第十二条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項の提供の記録  

三  次条において準用する第十九条に規定する市町村への通知に係る記録  

四  次条において準用する第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録  

五  次条において準用する第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録  

（準用）  

第五十条  第八条から第十四条まで（第十条及び第十三条を除く。）、第十七条から第十九条まで及び第二十三条

から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業について準用する。この場合において、第十四条第一項中

「施設型給付費（法第二十八条第一項 に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。）」とあ

るのは「地域型保育給付費（法第三十条第一項 に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において

同じ。）」と読み替えるものとする。  

    第三節 特例地域型保育給付費に関する基準  

（特別利用地域型保育の基準）  

第五十一条  特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項 に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。  

２  特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型

保育に係る法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地

域型保育事業所を現に利用している法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子ども（次条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特定利用地域型保育の

対象となる法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。）の総数

が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。  

３  特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育に

は特別利用地域型保育を含むものとして、本章（第三十九条第二項及び第四十条第二項を除く。）の規定を適用

する。  

（特定利用地域型保育の基準）  

第五十二条  特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項 に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。  

２  特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型

保育に係る法第十九条第一項第二号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地

域型保育事業所を現に利用している法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子ども（前条第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の

対象となる法第十九条第一項第一号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。）の総数

が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。  

３  特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育に

は特定利用地域型保育を含むものとして、本章の規定を適用する。  

 

   附 則  

（施行期日） 

第一条  この府令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。  

（特定保育所に関する特例） 

第二条  特定保育所（法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。）が特定教育・保育を提供

する場合にあっては、当分の間、第十三条第一項中「（法第二十七条第三項第二号に掲げる額（特定教育・保育

施設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額

をいう。）」と、同条第二項中「（法第二十七条第三項第一号に規定する額」とあるのは「（法附則第六条第三項

の規定により読み替えられた法第二十八条第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第三項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」と、第十九条中
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「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第六条第一項の規定による委託

費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」とし、第六条及び第七条の規

定は適用しない。  

２  特定保育所は、市町村から児童福祉法第二十四条第一項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委

託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。  

（施設型給付費等に関する経過措置） 

第三条  特定教育・保育施設が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

に対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては、当分の間、第十三条第一項中「法第二

十七条第三項第二号に掲げる額」とあるのは「法附則第九条第一項第一号イに規定する市町村が定める額」と、

「法第二十八条第二項第二号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第九条第一項第二号ロ（１）

に規定する市町村が定める額」と、同条第二項中「法第二十七条第三項第一号に規定する額（その額が現に当

該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）」とあるのは「法

附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特定教

育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）及び同号ロに規定する市

町村が定める額」と、「法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）」

とあるのは「法附則第九条第一項第二号ロ（１）に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額（そ

の額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）及び同

号ロ（２）に規定する市町村が定める額」とする。  

２  特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

に対して特別利用地域型保育を提供する場合においては、当分の間、第四十三条第一項中「法第三十条第二項

第二号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第九条第一項第三号イ（１）に規定する市町村が定

める額」と、同条第二項中「法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保

育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第九条第一項第三号イ（１）に規定する内閣総理大臣が定める基準

により算定した額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地

域型保育に要した費用の額）及び同号イ（２）に規定する市町村が定める額」とする。  

（利用定員に関する経過措置） 

第四条  小規模保育事業Ｃ型にあっては、この府令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十

七条第一項中「六人以上十人以下」とあるのは「六人以上十五人以下」とする。  

（連携施設に関する経過措置） 

第五条  特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第五十九条第四号に規定する事業

による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第四十二条第一項本文の

規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、連携施設を確保しないこと

ができる。  
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４ 大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

 
平成 26 年 9 月 22 日 

条例第 99 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 34 条第 2 項

及び第 46 条第 2 項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

るものとする。 

(定義) 

第 2 条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準) 

第 3 条 第 1 条の基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26 年内閣府

令第 39 号。以下「運営基準」という。）（附則第 4 条を除く。）に定めるところによる。 

(運営基準等の改正に伴う経過措置) 

第 4 条 運営基準（運営基準を改正する命令を含む。）の改定により、現にこの条例の規定による基準に適合して

いる特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過

措置については、市規則で定める。 

(施行の細目) 

第 5 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

 

附 則（平成 27 年 4 月 1 日施行、告示第 138 号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 
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５ 家庭的保育事業等の認可等について 

 

 雇児発１２１２第６号  

平成２６年１２月１２日  

都道府県知事  

各指定都市市長 殿 

中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

家庭的保育事業等の認可等について 

 

平成24年８月に成立した子ども・子育て関連３法（注）において、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業

所内保育事業（以下、「家庭的保育事業等」という。）が市町村（特別区を含む。以下同じ。）の認可事業とされ、児童福祉法（昭和

22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の15第3項各号に家庭的保育事業等の認可に関する審査基準等が定められるととも

に、当該地域で保育需要が充足されていない場合には、設置主体を問わず、審査基準に適合している者から家庭的保育事業等の認可に

係る申請があった場合には、認可するものとするとされたことから、今般、家庭的保育事業等の認可の指針を下記のとおり定めたので、

貴職において家庭的保育事業等の認可を行う際に適切に配意願いたい。 

（注）子ども・子育て関連３法・・・子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第66号）及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する

教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第

67号） 

記 

第１家庭的保育事業等の認可の指針 

１ 認可制度について 

法第34条の15第3項各号に家庭的保育事業等の認可に関する審査基準等が定められるとともに、当該地域で保育需要が充足 

されていない場合には、設置主体を問わず、審査基準に適合している者から家庭的保育事業等の認可に係る申請があった場合 

には、認可するものとするとされており、認可に当たっては、法の規定を踏まえて審査を行うこと。 

２ 地域の状況の把握及び家庭的保育事業等の認可に係る基本的な需給調整の考え方 

子ども・子育て支援新制度においては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育 

て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成26年７月２日内閣府告示第159 

号。（以下「基本指針」という。）に即し、市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、子ども・子育て支援事業計画を定める 

こととされており、市町村においては、当該計画を勘案し、基本指針第三の二の２の（二）の（２）「市町村の認可に係る需 

給調整の考え方」を踏まえて、家庭的保育事業等の認可申請への対応を検討すること。 

３ 家庭的保育事業等の認可申請に係る審査等 

家庭的保育事業等認可申請については、２を踏まえつつ、個別の申請の内容について、以下の点を踏まえ審査等を行うこと。 

(1)定員 

家庭的保育事業等の定員は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設 

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第28条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。）及び小規模保育事 

業Ｂ型（同省令第31条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。）にあっては６人以上19人以下、小規模保育事業Ｃ型（同省 

令第33条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。）にあっては６人以上10人以下（ただし、同省令附則第５条の規定に基づ 

き、同省令の施行の日から起算して５年を経過する日までの間は、６人以上15人以下とすることができる。）、居宅訪問型 

保育事業にあっては１人、事業所内保育事業にあっては、同省令第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小 

学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども 

（当該事業所内事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小 

学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組合等をいう。）に係るものに 

あっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。） 

及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの合計人数に係る定員枠 

を設けること 

(2)社会福祉法人又は学校法人による認可申請 

認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ）は、 

法第34条の16第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、法第34条の15第３項第４号に掲げられた基準に 

よって審査すること。 
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 (3)社会福祉法人及び学校法人（以下「社会福祉法人等」という。）以外の者による認可申請 

社会福祉法人等以外の者から家庭的保育事業等の認可に関する申請があった場合には、法第34条の16第1項の条例で定め 

る基準に適合するかどうかを審査するほか、法第34条の15第３項各号に掲げられた基準によって審査すること。その際の基 

準については以下のとおりであること。 

ア 当該家庭的保育事業等を経営するために、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」（平成16 

年5月24日付け雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知）も 

参考に、事業規模に応じた、必要な経済的基礎があると市町村が認めること。また、当該認可を受ける主体が他事業を行っ 

ている場合については、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財 

務内容について、３年以上連続して損失を計上していないこと 

イ 当該家庭的保育事業等の経営者（その者が法人である場合にあっては、経営担当役員（業務を執行する社員、取締役、執 

行役又はこれらに準ずる者をいう。）とする。以下同じ。）が社会的信望を有すること。 

ウ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、(ア)及び(イ)のいずれにも該当する 

か、又は(ウ)に該当すること。ただし、（イ）については、事業者の事業規模等に応じ、市町村が認める場合に必要に応じ 

て要件を課すこととする。なお、この場合の「保育所等」とは、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、 

幼稚園及び家庭的保育事業等をいうこと。 

(ア) 実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

(イ) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する 

幹部職員を含む運営委員会（家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見 

を述べる委員会をいう。）を設置すること。 

(ウ) 経営者に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含むこと。 

エ 法第34条の15第3項第４号に掲げられた基準に該当しないこと。 

(4)社会福祉法人等以外の者に対する認可の際の条件 

社会福祉法人等以外の者に対して家庭的保育事業等の認可を行う場合については、以下の条件を付すことが望ましいこ 

と。 

ア 法第34条の16第１項の基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。 

イ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）第50条により準用された同 

令第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。 

ウ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、イに定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表（流動資産 

及び流動負債のみを記載）、及び別紙１の借入金明細書、及び別紙２の基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の 

明細書を作成すること。 

エ 毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市 

町村長に対して提出すること。 

（ア） 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し市町村が必要と認める 

  書類 

(イ) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企 

業会計の基準による貸借対照表（流動資産及び流動負債のみを記載）、別紙１の借入金明細書、別紙２の基本財産及び 

その他の固定資産（有形固定資産）の明細書 

（5）認可の取消しについて 

市町村長は、法第58条第２項に規定を踏まえ、家庭的保育事業等が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基 

づいてなす処分に違反したときは、当該家庭的保育事業等に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに 

当該家庭的保育事業等がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該家庭的 

保育事業等がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを検討すること。 

ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがな 

いと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを検討すること。 

第２実施期日等 

この通知は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を 

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行の日から施行する。 

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な勧告に当たるものである。 
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６ 大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準 

 

大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準 

（趣旨） 

第１条 この審査基準は、本市が家庭的保育事業等の認可を行う際の審査の基準を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この審査基準の用語の意義は、児童福祉法（昭和22年法律第164号、以下「法」という。）、児童福祉法施行令（昭

和23年政令第74号）、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号、以下「省令」とい

う。）及び大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年大阪市条例第101号。以下「条例」

という。）の定めるところによる。 

 

（認可の基準） 

第３条 法第34条の15第３項に規定する認可申請に当たって、市長は、条例、法その他関係法令のほか、申請者が社会福祉法

人又は学校法人（以下、「社会福祉法人等」という。）である場合においては、法第34条の15第３項第４号に掲げられた基

準及び本審査基準第８条から第24条までに掲げる基準により審査することとし、申請者が社会福祉法人等以外の者である場

合においては次条から第24条までに掲げる基準により審査するものとする。 

 

（経済的基礎） 

第４条 法第34条の15第３項第１号に規定する「当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎」とは、次のいずれに

も該当するものとする。 

(1) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図

られると判断できる土地又は建物であり、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

(2) 事業計画に基づいて安定的な運営が可能（家庭的保育事業等の年間事業費の12分の２以上に相当する資金を、普通預金、

当座預金等により有していることを目安とする。）であること。 

(3) 申請者について、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容が、３

年以上連続して損失を計上していないこと。 

 

（社会的信望） 

第５条 法第34条の15第３項第２号に規定する「当該家庭的保育事業等を行う者が社会的信望を有すること」とは、次のいず

れにも該当するものとする。 

(1) 事業を実施するにあたって、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。 

(2) 大阪市暴力団排除条例（平成23 年大阪市条例第10 号）第８条第１項第６号に基づき、事業実施者になろうとする者

が、同条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。 

(3) 本事業を実施するにあたり安全・安心の確保に疑義が生じていないこと。 

 

（実務を担当する幹部職員） 

第６条 法第34条の15第３項第３号に規定する「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有するこ

と」とは、(1)及び(2)のいずれにも該当するか、又は(3)に該当すること。なお、この場合の「保育所等」とは、保育所並び

に保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等をいう。 

(1) 実務を担当する幹部職員が、保育所等において２年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の

能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

(2) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹

部職員を含む運営委員会（家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見を述

べる委員会をいう。）を設置すること。ただし、本号の適用は定員10人以上又は複数の事業所を経営している法人に限る

ものとする。複数事業所を経営する法人については、事業所ごとではなく、複数事業所について法人で１委員会を設置す

ることも可能とする。 

(3) 経営者に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含むこと。 

 

（社会福祉法人等以外の者に対する認可） 

第７条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して家庭的保育事業等の認可を行う場合、以下の条件を付すこととする。 

(1) 法第34条の16第１項の基準を維持するために、事業者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。 
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(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）第50条により準用され

た同令第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書においては、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けるこ

と。 

(3 )企業会計の基準による会計処理を行っている者は、(2)に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表（流動資

産及び流動負債のみを記載）、及び別表１の借入金明細書、及び別表２の基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）

の明細書を作成すること。 

(4) 毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、

市長に対して提出すること。 

ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し本市が必要と認める書類 

イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企

業会計の基準による貸借対照表（流動資産及び流動負債のみを記載）、別表１の借入金明細書、別表２の基本財産及び

その他の固定資産（有形固定資産）の明細書 

２ 個人において確定申告を行っている場合及び企業の会計の基準による会計処理を行っている場合において、会計期間が一年

に満たない又は、会計期間が４月１日から３月31日ではないときは、４月１日から３月31日を会計期間として貸借対照表等

を作成すること。なお、法人については、必ず月次試算表を作成するとともに、各事業主体における議決機関の承認を受ける

こと。 

 

（建物設備基準）  

第８条 家庭的保育事業等の建物構造及び施設の設備は、条例、省令、建築基準法（昭和25 年法律第201 号）、消防法（昭

和23 年法律第186 号）、建築基準法施行条例（平成12 年大阪市条例第62 号）、建築基準法施行細則（昭和35 年大阪

市規則第42 号） その他関連法令による基準を満たす建物及び設備を有しなければいけない。  

２ 家庭的保育事業等に使用する建物については、現行の建築基準法施行令に基づく耐震基準（以下「新耐震基準」という。）

により建築された建物であること。これにより難い場合、又は、新耐震基準以前の基準により建築された建物の場合は、新耐

震基準を有していることが確認されていること。  

 

（利用定員の設定） 

第９条 法第６条の３第９項、第10項及び第12項に規定する「利用定員」は、原則０歳児、１歳児及び２歳児について設定す

るものとして、年齢が上がるにつれて定員が多くなるような構成とすること。 

 

（連携施設） 

第10条 省令第６条に規定する「連携施設」は、同令同条第１号から第３号について各号ごとに複数の施設を設定することも、

１施設が複数の内容の連携施設となることも可能とする。 

２ 省令第６条に規定する「連携施設」の取扱いは、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについ

て」（平成26年９月５日雇児発0905第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）２(2)に従うものとする。 

 

（非常災害） 

第11条 省令第７条第１項に規定する「軽便消火器等の消火用具」とは、粉末（ＡＢＣ）消火器又はこれと同等以上の性能を

有するものとする。 

２ 省令第７条第１項に規定する「非常災害に必要な設備」とは、非常警報器具又は非常警報設備をいう。 

 

（他の社会福祉施設との併設） 

第12条 省令第10条に規定する「社会福祉施設」には、社会福祉事業も含むものとする。 

 

（保育内容）  

第13 条 省令第25 条に規定する家庭的保育事業者が保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供するに当たっては、

保育所保育指針で示す事項を踏まえ、次に掲げることを参考とすること。  

(1) 感染症の発生予防に関し、「「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂に ついて（送付）」（平成24 年11 月

30 日雇児保発1130 第３号厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局保育課長通知）、「社会福祉施設等における感染症等発生

時に係る報告に ついて」（平成17 年２月22 日健発第0222002 号、薬食発0222001 号、雇児発第0222001 号、

社援発第0222002 号、老発第0222001 号厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇 用均等・児童家庭局長、社会・援

護局長、老健局長連名通知）等の関係通知を参考と すること。  

(2) 衛生管理に関し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月24 日衛食第85 号別添）、「中小規模調理施設

における衛生管理の徹底について」（平成９年６月30 日衛食第201 号厚生省生活衛生局食品保健課長通知）、「加熱調

理を前提とした食品による食中毒の予防について」（平成28 年11 月28 日生食監発1128 第１号、消食表第745 号
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厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長、消費者庁食品表示企画課長連名通知）、「乳児用調製粉

乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて」（平成19 年）の関係通知を参考とすること。  

(3) 事故防止及び安全対策に関し、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（平成27 年２月16 日府政共

生96 号、26 初幼教第30 号、雇児保発0216 第１ 号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（少子化対策担

当）、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知） 及び「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」（平成28 年３月）等の関係通知を参考とすること。

また、アレルギーへの配慮に関し、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成23 年３月厚生労働省）等の関

係通知を参考とすること。  

(4) 食事の提供に関し、(2)に定めるもののほか、「保育所における調理業務の委託について」（平成10 年２月18 日児発

第86 号厚生省児童家庭局長通知）、「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について」（平成27 年３

月31 日雇児発0331 第１号・障発0331 第16 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長

連名通知）、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」（平成27 年３月31 日雇児母発

0331 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知）、「授乳・離乳の支援ガイド」（平成19 年３月14 日）

及び「乳幼児の保育施設における「食」のマニュアル―改訂版―」（平成27 年大阪市こども青少年局）等の関係通知を参

考すること。 

 

（食事の提供の特例） 

第14条 省令第16条第1項の規定により、搬入施設において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により食事を提供する

ときは、「保育所における食事の提供について」（平成22年６月１日雇児発0601第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知）を準用する。 

 

（開所日数及び開所時間） 

第15条 家庭的保育事業等を行うに当たっては、１年の開所日数は日曜日及び国民の祝日及び年末年始を除いた日を原則とし、

１日の開所時間は11時間を原則とする。 

 

（搬入施設） 

第16条 省令第16条第２項第２号の規定は、当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業、

事業所内保育事業若しくは企業主導型保育事業（子ども・子育て支援法第７条第10項第４号ハに規定するものをいう。）を行

う事業所、社会福祉施設、医療機関に適用する。 

２ 省令第16条第２項第３号の規定は、本市においては適用しない。 

 

（調理設備等） 

第17条 省令第15条第１項、第22条第４号、第28条第１号（第32条及び第48条において準用する場合も含む。）及び第33

条第１号に規定する「調理設備」とは、加熱を行うための設備、冷蔵を行うための設備、流し、給食を配膳するための器具及

びスペース並びにコンロ等とする。なお、調理設備はその他の設備と区画するものとする。 

２ 省令第16条第１項に規定する「調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備」は、再加熱を行うための設備、冷蔵

を行うための設備、流し、給食を配膳するための器具及びスペース並びにコンロ等とする。なお、調理のための加熱、保存等

の調理機能を有する設備はその他の設備と区画するものとする。 

３ 省令第16条第１項第１号から第３号までに掲げる体制は、「保護施設等における調理業務の委託について」（昭和62年３

月９日社施第38号厚生省社会局長・児童家庭局長通知）及び「保育所における調理業務の委託について」（平成10年２月

18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知）に従って実施する体制であることとする。 

 

（職員の健康診断） 

第18条 省令第17条第４項に規定する「職員の健康診断」は、採用時及び１年に１回の定期健康診断を労働安全衛生法に基づ

いて行うものとする。 

２ 省令第17条第４項に規定する「利用乳幼児の食事を調理するものにつき、綿密な注意」とは、利用乳幼児の食事を調理す

る者及び保育に従事する職員について毎月１回検便を行うものとする。 

 

（嘱託医） 

第19条 省令第23条第１項、第29条第１項、第31条第１項、第34条第１項、第44条第１項、第47条第１項に規定する「嘱

託医」とは、嘱託医及び嘱託歯科医とする。 

 

（家庭的保育者） 

第20条 省令第23条第２項若しくは省令第34条第２項に規定する「家庭的保育者」は、専任かつ常勤であるものとする。 
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（職員） 

第21条 省令第29条第２項に規定する保育士の数は、同項各号に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数（10分

の１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数）を合算した数（１未満の端数が生じたときは、これを四捨五入し

て得た数）に１を加えた数以上とする。ただし、同項各号に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数を合算した数

に１を加えた数が１人の場合の保育士の数は２人とする。 

２ 省令第29条第２項に規定する保育士の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導

入について」（平成10年２月18日児発第85条厚生省児童家庭局長通知）に掲げる要件を満たすこととし、保育士の数の算

定に当たっては、短時間勤務の職員の１か月の勤務時間数の合計を常勤職員の１か月の勤務時間数で割った数（１未満の端数

が生じたときは、これを四捨五入して得た数。）に換算して、保育士の数の対象となる常勤職員の数に加え、保育士の数とす

る。 

３ 本条第１項及び前項の規定は、省令第31条第２項に規定する保育従事者の数、省令第44条第２項に規定する保育士の数及

び省令第47条第２項に規定する保育従事者の数に準用する。 

４ 省令第23条第３項、省令第29条第２項、省令第31条第２項、省令第34条第２項に規定する保育従事者の数について、保

育室が２部屋以上に区画され、相互に保育室の全体が見渡せない場合は、それぞれの保育室において保育従事者の配置基準を

満たすものとする。 

５ 省令第31条第３項及び省令第47条第３項に規定する保健師又は看護師は、保育士資格のない保育従事者とのみで保育を行

ってはならない。 

６ 第１項、第３項及び条例第８条に規定の保育士及び保育従事者数に加えて休憩時間を確保するための非常勤の保育従事者を

１人加配すること。また、保育標準時間認定子どもを受け入れる場合は、さらに非常勤の保育従事者を１人加配すること。 

 

（管理者等） 

第22条 小規模保育事業Ａ型、Ｂ型又は事業所内保育事業においては、次に掲げる要件を満たす管理者を配置するものとする。 

(1) 専従及び常勤であること。ただし、管理者が保育士資格を有する者である場合、前条第１項及び第３項で規定する保育

士又は保育従事者の数に加えることができるものとする。 

(2) 保育士資格を有する者であって、児童福祉施設、大阪市保育ママ保育室、市町村に届け出のある認可外保育施設におい

て、通算５年以上又は連続して２年以上の保育士勤務経験を持つ者であること。 

２ 前項に規定する管理者の要件と同等の要件を満たす者を保育責任者として配置する場合、管理者は前項に規定する要件を満

たさないものでも可能とする。この場合、保育責任者は保育従事者として兼務することを可能とする。 

３ 小規模保育事業Ｃ型においては第１項に定める管理者を配置することができる。なお、配置しない場合で家庭的保育者が複

数人いるときはそのうち１人を管理者とするものとする。 

４ 家庭的保育事業においては、家庭的保育者が管理者を兼ねるものとする。 

 

（屋外遊戯場） 

第23条 省令第22条第１項第５号、省令第28条第１項第４号及び省令第43条第１項第５号で規定する屋外遊戯場等について、

次に掲げる要件を満たすときは、屋上又は公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けることができる。 

(1) 屋上に屋外遊戯場等を設けるときは、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」（平成14年12月25日厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知）の第２の５に掲げる要件を満たすこと。 

(2) 公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けるときは、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等につ

いて」（平成13年３月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）の１の(2)に掲げる要件を満

たすこと。 

 

（事業所内保育事業地域枠） 

第24条 事業所内保育事業者は、法第６条の３第12項第１号イ、ロ又はハに規定する乳児又は幼児が利用する定員枠の子ども

を、 

省令第42条に規定する法第６条の３第12項第１号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児が利用する定員枠を使用し

て 

入所させてはならない。 

 

（賠償責任保険） 

第25条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第50条において準用する第32条第４項において、

その提供した保育により賠償すべき事故が発生した場合については損害賠償を速やかに行うことが規定されていることから、

家庭的保育事業者等については事故等の発生による保障を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入すること。 
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附則 

１ この審査基準は、平成27年４月１日より施行する。 

（連携施設に関する経過措置について） 

２ 省令附則第３条の連携施設に関する経過措置は、各家庭的保育事業者等が連携施設の確保に努め、そのうえで止むを得ない

と本市が認めた場合に適用するものとし、経過措置の適用は家庭的保育事業等の認可に際して個別に審査するものとする。 

 

附則 

１ 本審査基準は、平成27年５月１日より施行する。 

附則 

１ 本審査基準は、平成29年２月20日より施行する。 

 

附則 

１ 本審査基準は、平成30年８月１日より施行する。 

 

附則 

１ 本審査基準は、令和２年４月２日より施行する。 
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（別表１）借入金明細書 

 

区
分 帳簿

価格

地番
又は
内容

種類

使途

担保資産

返済
期限利息

補助金
収入

期首
残高
①

当期
借入金
②

当期
償還額
③ 当期

支出額

利率
（％）

元金
償還
補助金

支払利息

差引期末残高
④＝①＋②－③

（うち１年以内償還予定額）

借入先 区分

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　）

設
備
資
金
借
入
金

計

長
期

運
営
資
金
借
入
金 計

合計  

 

（別表２）基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書 

 

概要
期末取得原価
（Ｇ＝Ｅ＋

Ｆ）

減価償却累計額

（Ｆ）

期末帳簿価額

（Ｅ＝Ａ＋Ｂ
－Ｃ－Ｄ）

当期減少額
（Ｄ）

当期減価償却額

（Ｃ）
当期増加額

（Ｂ
期首帳簿価額

（Ａ）
資産の種類及び

名称

基本財産
（有形固定資産）

土地

建物

基本財産合計

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有
形固定資産）合計

基本財産及びその他の
固定資産（有形固定資

産）計

差引

将来入金予定の
償還補助金の額

その他の固定資産
（有形固定資産）

土地

建物

車輌運搬費

○○○
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７ 大阪市家庭的保育事業等認可等要綱 

 

大阪市家庭的保育事業等認可等要綱 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の15第２項の規定に基づく家庭的保

育事業等の認可及び認可内容の変更等について、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）、家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成26年大阪市条例第101号、以下「条例」という。）大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準（平成27

年４月１日、以下「審査基準」という。）に定めるほか、基準及び手続その他必要な事項を定める。  

 

（認可の基本方針）  

第２条 市長は、家庭的保育事業等の認可にあたっては、入所待機児童数、人口数、就学前児童数及び地域の現状や将来の動向

などを分析し、その必要性を審査する。  

 

（家庭的保育事業等の実施に関する公募及び協議）  

第３条 市長は、地域における今後の保育需要見込みなどにより、事業運営にかかる予定者（以下、事業運営予定者）を公募し、

事業運営予定者（事業所内保育事業を委託により実施する場合においては、委託元及び委託先を含む。以下同じ。）を選定す

るものとする。  

２ 市長は、やむを得ない事情がある認められる場合には、公募以外の方法で事業運営予定者を選定できるものとする。  

 

（審査）  

第４条 市長は、事業の認可又は次に掲げる事項にかかる内容変更の協議があり、今後の保育需要見込みなどにより認可又は認

可内容の変更が必要と認める場合は、大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可前審査部会にて審査のうえ意見

を聴き、事業運営予定者等を決定する。  

(1) 事業者等の変更（第７条第１項ただし書きに定める場合は除く。）  

(2) 事業所の種類（第８条第２項(2)ただし書きに定める場合は除く。）  

(3) 事業所の所在地の変更（ただし、建物の事情等やむを得ない事情がある場合、軽微な 変更の場合、若しくは市長が認め 

る場合は除く。）  

(4) その他、市長が必要と認める事項  

２ 事業所内保育事業の運営を委託する場合については、委託元だけでなく、委託先の財務内容等法人の運営状況も審査対象と

する。  

 

（設置認可の申請）  

第５条 運営にかかる事業者が、前条の規定に基づく意見聴取を経て事業運営予定者として選定されたときは、「家庭的保育事

業等認可申請書」（様式家第１号）に必要書類を添付したうえで、市長へ提出すること。  

２ 市長は、前項の申請を受け、法令、規則、条例及び審査基準に適合している場合は、「家庭的保育事業等認可について」（様 

式家第２号）により認可し、こども青少年局長は、「家庭的保育事業等認可について」（様式家第３号）により家庭的保育事 

業所等の所在する区の区長（以下、「所在区長」という。）へ通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請を受け、第３条規定の協議内容と相違があり、又は法令、規則、条例及び審査基準に適合していない

場合は、理由を付したうえで「家庭的保育事業等不認可について」（様式家第２号）により認定しないこととし、こども青少

年局長は、「家庭的保育事業等不認可について」（様式家第３号）により区長へ通知するものとする。 

 

（休廃止の届出及び申請）  

第６条 事業者が法第34条の15第７項の規定に基づき、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、１年前ま

でにその時期や児童の保育の継続調整について市長及び当該家庭的保育事業所等が所在する区長と協議すること。また、社会

福祉法人については、合わせて当該法人所轄庁と協議すること。協議合意後、事業者は、廃止、又は休止しようとする30日

前までに、「家庭的保育事業等（休止・廃止）申請書」（様式家第４号）に必要書類を添付し、市長へ提出すること。  

２ 市長は、前項の申請を受け、「家庭的保育事業等（休止・廃止）の承認について」（様式家第５号）により承認し、こども

青少年局長は、「家庭的保育事業等（休止・廃止）の承認について」（様式家第６号）により所在区長へ通知するものとする。  

 

（事業者の変更）  

第７条 事業者の変更にあたっては原則、第３条第１項及び第４条の手続を経た後、「家庭的保育事業等廃止申請書」（様式家
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第４号）及び「家庭的保育事業等認可申請書」（様式家第１号）に必要書類を添付し、市長へ提出することにより行う。ただ

し、地域型保育事業所を運営している事業者が発起人として設立時発行株式の全部を引き受ける方法により設立した会社であ

って、発起人に、運営している地域型保育事業所の事業者以外を含まない会社への事業譲渡による場合及び株式会社において

完全子会社の吸収合併を行う場合及び完全子会社を設立する場合、第３条第１項及び第４条の手続は不要とすることができる

が、市長への事前協議を変更予定日から起算して３か月以上前に行い、以下の要件を満たすこと。  

(1) 事業の譲渡先となる会社について、審査基準第４条から第７条までに掲げる基準を 満たすこと。  

(2) ただし書きの発起人が会社である場合については、完全子会社とすること。  

(3) ただし書きの発起人たる個人事業主が複数ある場合、各発起人は事業規模等に応じた 株式数とすること。なお、議決権 

の異なる取扱いや制限を行わないこと。また、株式会 社においては、特別議決を単独で成立できる株主がいないこと。  

(4) 事業者の変更に伴う認可申請を行う際には、「家庭的保育事業等認可申請書」（様式家第１号）のほか以下に掲げる書類 

の提出を行うこと。  

ア 「事業者の変更に伴う資産の移転に係る計画の提出について」（様式家第７号）  

イ 「事業者の変更に伴う資産の移転の完了について」（様式家第８号）（ただし、本 書類は認可後、資産移転が完了した 

時点で速やかに提出すること。）  

 

第７条の２ 事業所内保育事業を委託により実施する場合において、委託先を変更しようとするときは、事業者は１年前までに

市長と協議を行うこと。協議後、市長は、第４条に定める大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可前審査部会

において審査のうえ意見を聴き、委託先を決定する。 

ただし、変更しようとする委託先が認可主体であり、変更後の委託先が新たに認可主体となる場合においては、第７条第１

項本文の手続を経たうえで、「家庭的保育事業等廃止申請書」（様式家第４号）及び「家庭的保育事業等認可申請書」（様式

家第１号）により行うものとする。  

 

（変更の届出）  

第８条 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書」（様式家第９－１号）

に必要書類を添付し、変更のあった日から起算して１月以内に市長へ提出すること。  

(1) 経営の責任者（新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴）  

(2) 役員（新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴）  

(3) 主たる事務所の所在地・連絡先  

(4) 定款・寄附行為等  

２ 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。協議後、「家庭的保育事業等認可内

容変更届出書」（様式家第９－２号）に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。ただし、第４条第１項(2)(3)(4)

に該当する場合には、第４条第１項の手続を経ること。  

(1) 事業所の名称  

(2) 事業所の種類  

(3) 事業所の所在地（連絡先を含む）  

(4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面  

(5) 敷地面積（所有形態、使用方法を変更する場合も含む）  

(6) 屋外遊戯場の面積  

(7) 認可定員（年齢構成を含む）  

(8) 運営規程（開園時間、保育標準時間、保育短時間及び食事の提供方法を含む。）  

(9) 連携施設の設定、変更  

３ 次に掲げる事項について変更がある場合は、事業者が「管理者変更（配置）届出書」（様式家第10号）に必要書類を添付

し、変更前に市長へ提出すること。 

 (1) 管理者 

 (2) 基本分単価における管理者配置要件の適用 

４ 市長は、第１項及び第２項で定める届出を受理した場合は、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書の受理について」（様

式家第11号）により事業者へ通知することとする。  

５ こども青少年局長は、第２項で定める届出を受理した場合は、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書の受理について」（様

式家第12号）により所在区長へ通知することとする。  

６ 市長は、第３項で定める届出を受理した場合は、「管理者変更（配置）届出書の受理について」（様式第13号）により事

業者へ通知し、こども青少年局長は、「管理者変更（配置）届出書の受理について」（様式家第14号）により所在区長へ通

知することとする。 

 

（運営委員会の設置・開催について） 
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第９条 審査基準第６条第２号において規定する社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準

ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含 む運営委員会（以下、「運営委員会」という。）の設置・運営について

は、次の各号に定 めるところによる。  

(1) 運営委員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とする。  

(2) 当該事業の事業者における役職員が運営委員総数の過半数を超えてはならないこと。  

(3) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準ずる者 を含む。）及び実務を担当する幹

部職員を運営委員会の委員に加えること。「社会福祉 事業について知識経験を有する者」とは、社会福祉に関する教育

を行う者、社会福祉に 関する研究を行う者、社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を持つ者、 公認会計

士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識 を有する者をいう。法34条の15第３項

第３号に定める「実務を担当する幹部職員が社 会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、審査基準第22

条第１項第２号 に該当するものである。  

ただし、事業所内保育事業については、審査基準第24条における省令第42条に規定する法第６条の３第12項第１号

イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児が利用する定員枠及び法第６条の３第12項第１号イ、ロ又はハに規定す

る乳児又は幼児が利用する定員枠（以下、「従業員枠」という。）それぞれの保育サービスの利用者を運営委員会の委

員に加えること。  

２ 運営委員会については、少なくとも年１回以上開催することとし、次の各号に定める内 容の審議及び報告を行うこと。  

(1) 管理者及び保育責任者の任免及びその他重要な人事  

(2) 運営規程、重要事項説明書、利用契約内容の変更  

(3) 保育計画及び保育目標（保育課程）の報告  

(4) 保育中の事故等についての報告  

(5) 利用者からの意見及び苦情についての報告  

(6) 保育に関する新たな事業の経営又は受託の報告  

(7) 各事業所における予算及び決算の報告  

(8) 連携施設の卒園児の受入内容の変更の報告  

３ 運営委員会の実施においては、議事録を作成することとし、その内容について利用者へ  

周知すること。運営委員会において作成する議事録に記載すべき内容については、次の各 号に定めるところによる。  

(1) 開催年月日・時刻  

(2) 開催場所  

(3) 運営委員会委員総数及び出席委員数  

(4) 出席委員氏名、欠席委員氏名  

(5) 定足数の確認  

(6) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項  

(7) 議案議事案件（提出議案資料を添付のこと）  

(8) 議案に関する発言内容（議事の経過及びその結果を記録） 

(9) 報告事項（提出説明資料を添付のこと）  

(10) 委員長及び議事録署名人の署名又は記名押印、署名年月日  

４ 運営委員会については、過半数の出席をもって成立することとし、書面による議決への 参加は認めない。また、必ず保育サ

ービスの利用者（これに準ずる者を含む。）が参加し ていること。  

５ 運営委員会での審議及び報告については、議事録の掲示等により利用者へ周知しなけれ ばならない。また、運営委員会開催

年度の翌年度の６月末日までに市長へ議事録及び運営 委員会提出説明資料を提出すること。  

 

（事業所内保育事業）  

第10条 委託元事業者が事業所内保育事業を委託する場合には、入所する乳幼児の安全・安心の確保のほか、保育の継続性の担

保等を行う必要があるため、その契約内容、委託元事業者と受託事業者との業務分担及び経費負担を明確にした契約書を取り

交わすとともに、市長へ報告すること。また、止むを得ない場合を除き、事業所にて保育業務に従事する職員については、他

事業所との兼務を行わないこと。  

なお、受託事業者を認可主体とする場合、運営業務を全面的に委託すること。  

２ 委託元事業者が保育業務を業者に委託する場合には、次に掲げる事項を明確にすること。  

(1) ４年を超える契約期間とすること。  

(2) 保育（児童処遇）に係る業務については全て受託事業者が行うこととし、それ以外の 業務について、業務分担及び責任

の所在について明確にすること。  

(3) 業務委託費の経費負担等の要件に関すること。  

(4) 利用乳幼児に対する事故等が発生した場合の責任の所在及び損害賠償等の方法に関 すること。  

(5) 利用者より徴収する費用の収納及び管理についての業務分担及び責任の所在を明確 にすること。  
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(6) 利用者からの苦情等の処理についての運営体制に関すること。  

(7) 受託事業者に対して、委託元から必要な資料の提出を求めることができること。  

(8) 受託事業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと委託元が認めたとき、その他 受託事業者が適正な保育の提供を

確保するうえで支障となる行為を行ったときは、市長 と協議のうえ、契約期間中であっても委託元において契約を解除

できること。  

(9) 受託事業者の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難となった場合の業 務の代行保証に関すること。  

(10) 受託事業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合及び契約に定め る業務を履行しないため、委託元に 

損害を与えた場合は、受託事業者は委託元に対し損 害賠償を行うこと。  

(11) 私的契約児の入所に係る入所要件及び費用負担に関すること。  

 

（事業所内保育事業の共同運営に係る要件）  

第11条 事業所内保育事業において、複数の事業主により共同運営を行う場合については、業務分担及び経費負担を明確にした

契約書等を取り交わすこと。  

なお、その契約書等には、次に掲げる事項を明確にすること。 

(1) 主たる事業主となる者（業務に係る契約等の主体についても定めておくこと。）  

(2) 運営における業務分担及び責任の所在  

(3) 設置及び運営における費用負担  

(4) 従業員枠における入所割り当て及び優先順位  

(5) 運営における利用者からの苦情等の処理についての運営体制に関すること  

 

（改善命令等）  

第12条 市長は、法第34条の17第３項の規定に基づき、認可を受けた家庭的保育事業等が 条例等の関係法令に規定する基準

に適合しないと認められる場合は、その事業を行う者に 対して必要な改善を勧告し、かつ、児童福祉に有害であると認めら

れる場合は、必要な改 善を命ずることができる。  

 

（事業の停止）  

第13条 市長は、法第34条の17第４項の規定に基づき、認可を受けた家庭的保育事業等が、 条例等の関係法令に規定する基

準に適合せず、かつ、児童福祉に有害であると認められる 場合は、その事業を行う者に対して事業の制限又は停止を命ずる

ことができる。  

 

（設置認可の取り消し）  

第14条 市長は、認可を受けた家庭的保育事業等を行う者が改善命令や事業の停止命令に従 わず、違反した場合は、法第58条

第２項の規定に基づき認可の取り消しを行うことができる。  

 

附則 

１ この要綱は、平成27年５月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、平成29年２月20日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、平成30年９月１日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和元年７月８日から施行する。 

 

附則 

１ この要綱は、令和３年３月31日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
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８ 保育所における調理業務の委託について 

平成10年2月18日 

児発第86号 

各都道府県知事・各指定都市・各中核市市長宛 

厚生省児童家庭局長通知 

 

保育所における調理業務の委託について 

 

保育所における調理業務については、これまで施設の職員により行われるものとされていたが、地方分権推進委員会の第

２次勧告の指摘等を踏まえ、給食の安全・衛生や栄養等の質の確保が図られていることを前提としつつ、保育所本来の事業

の円滑な運営を阻害しない限りにおいて、下記の事項に留意の上、調理業務の委託を認めることとし、平成１０年４月１日

から適用することとしたので、適切な実施を期するよう、貴管下市区町村及び保育所に対し周知徹底及び指導方よろしくお

願いしたい。 

なお、本通知に従い調理業務の委託を行う施設のうち、全ての業務を委託する施設にあっては、児童福祉施設最低基準等

の一部を改正する省令（平成１０年厚生省令第１５号)第１条により、調理員を置かないことができるものである。 

 

記 

 

１ 調理業務の委託についての基本的な考え方 

保育所における給食については、児童の発育段階や健康状態に応じた離乳食・幼児食やアレルギー・アトピー等への配

慮など、安全・衛生面及び栄養面等での質の確保が図られるべきものであり、調理業務について保育所が責任をもって行

えるよう施設の職員により行われることが原則であり、望ましいこと。しかしながら、施設の管理者が業務上必要な注意

を果たし得るような体制及び契約内容により、施設職員による調理と同様な給食の質が確保される場合には、入所児童の

処遇の確保につながるよう十分配慮しつつ、当該業務を第三者に委託することは差し支えないものであること。 

２ 調理室について 

施設内の調理室を使用して調理させること。したがって、施設外で調理し搬入する方法は認められないものであること。 

３ 栄養面での配慮について 

調理業務の委託を行う施設にあっては、保育所や保健所・市町村等の栄養士により献立等について栄養面での指導を受

けられるような体制にあるなど栄養士による必要な配慮がなされていること。したがって、こうした体制がとられていな

い施設にあっては、調理業務の委託を行うことはできないものであること。 

４ 施設の行う業務について 

施設は次に掲げる業務を自ら実施すること。 

ア 受託事業者に対して、１の基本的な考え方の趣旨を踏まえ、保育所における給食の重要性を認識させること。 

イ 入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明示するとともに、献立表が当該基準どおり作成されているか

事前に確認すること。 

ウ 献立表に示された食事内容の調理等について、必要な事項を現場作業責任者に指示を与えること。 

エ 毎回、検食を行うこと。 

オ 受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び検便の実施状況並びに結果を確認すること。 

カ 調理業務の衛生的取扱い、購入材料その他契約の履行状況を確認すること。 

キ 随時児童の嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行うとともに、栄養基準を満たしていることを確認すること。 

ク 適正な発育や健康の保持増進の観点から、入所児童及び保護者に対する栄養指導を積極的に進めるよう努めること。 

５ 受託業者について 

受託業者は次に掲げる事項のすべてを満たすものであること。 

ア 保育所における給食の趣旨を十分認識し、適正な給食材料を使用するとともに所要の栄養量が確保される調理を行

うものであること。 

イ 調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すると認められ

るものであること。 

ウ 受託業務に関し、専門的な立場から必要な指導を行う栄養士が確保されているものであること。 

エ 調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相当の経験を有するものであること。 

オ 調理業務従事者に対して、定期的に、衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施するものであること。 

カ 調理業務従事者に対して、定期的に、健康診断及び検便を実施するものであること。 

キ 不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わないものであること。 
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６ 業務の委託契約について 

施設が調理業務を業者に委託する場合には、その契約内容、施設と受託業者との業務分担及び経費負担を明確にした契

約書を取り交すこと。 

なお、その契約書には、前記５のア、エ、オ及びカに係る事項並びに次に掲げる事項を明確にすること。 

ア 受託業者に対して、施設側から必要な資料の提出を求めることができること。 

イ 受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと保育所が認めたとき、その他受託業者が適正な給食を確保す

る上で支障となる行為を行ったときは、契約期間中であっても保育所側において契約を解除できること。 

ウ 受託業者の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難となった場合の業務の代行保証に関すること。 

エ 受託業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため保育所

に損害を与えた場合は、受託業者は保育所に対し損害賠償を行うこと。 

７ その他 

(1) 保育所全体の調理業務に対する保健衛生面・栄養面については、従来より保健所等による助言・指導をお願いして

いるところであるが、今後とも保健所や市町村の栄養士の活用等による指導が十分に行われるよう配慮すること。 

(2) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市市長は、適宜、上記２から６までの条件の遵守等につき必要な指導を行

うものとすること。  
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９ 家庭的保育事業所及び小規模保育事業所の認可における自園調理実施に対する留意点について 

 

平成 26 年 10 月 30 日 

家庭的保育及び小規模保育事業者 各位 

こども青少年局保育施策部 

保 育 企 画 課 長 

保育環境整備担当課長 

こども子育て支援制度構築担当課長 

 

家庭的保育事業所及び小規模保育事業所の認可における 

自園調理実施に対する留意点について（通知） 

 

 平素は、本市保育行政にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 平成 27年度に認可を受けて頂く家庭的保育事業所及び小規模保育事業所については、子ども・子育て

支援新制度において、原則、自園調理を行っていただく必要があります。 

 自園調理実施に係る運営及び衛生管理につきましては、以下の点に留意して、運営体制及び設備等の

整備を行うようにしてください。 

 

 

記 

 

１．自園調理実施について 

(1) 業務委託について 

 業務委託に係る契約については、「保育所における調理業務の委託について（平成 10年 2月 18

日児発第 89号）」に基づいて、業務委託契約を締結する必要があります。 

 また、業務委託実施において必要な設備もあるため、事前に委託事業者や管轄の衛生監視事務

所へ相談するようにしてください。 

(2) 給食の提供について 

 給食の提供について 

 給食未提供の日を頻繁に作らないようにしてください。土曜日においても、給食提供を

行っていただく必要があります。 

 費用徴収について 

 給食及び補食に係る費用については、運営経費及び公定価格に含まれるものとなってい

るため、粉ミルク、給食費や補食費（おやつ代）については、追加徴収することはできま

せん。 

 

２．献立の作成について 

 献立表は事前に作成し、保護者に配布するようにしてください。保護者へアレルゲンとなる食材

及び家で摂ったことのない食材が無いか情報提供を行うとともに、連携を行うようにしてください。 

 家庭的保育事業所について、献立表が作成できない場合に、どのような食材を使用するのか保護 
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者へ連絡することが必要です。 

(1) 献立のサイクルについて 

献立については、２週間以上のサイクルで作成するよう努めて下さい。 

(2) 調理済み・加工食品等について 

 調理済み・加工食品等については、アレルゲンとなる食材のチェックができない場合等がある

ため、できる限り避けるようにしてください。 

(3) 食物アレルギー除去食の対応について 

 食物アレルギーのある児童に対しては、やむを得ない理由がある場合を除き、除去食及び代替

食の対応を行ってください。 

 

１．衛生管理について 

 別紙、「家庭的保育事業及び小規模保育事業における衛生管理について（別紙１）」を参照し、衛

生管理に努めるとともに、参考様式として添付している「自主衛生管理点検表（別紙２）」の内容に

つきましては、必ず定期的に点検するようにしてください。 

 また、別添の「食中毒防止の徹底について（依頼）」を参考とし、自主衛生管理に努めて下さい。 

 

２．給食の搬入・搬出について 

 給食の搬入及び搬出を行う場合には、大量調理マニュアルに基づいた衛生管理を行い、適正な食

品の温度管理（原則として、提供まで３０分以内とし、１０℃以下又は６５℃以上の適切な温度管

理を行い配送し、配送時刻等の記録を行うこと。）を行っていただく必要があります。 

 なお、給食の搬入・搬出を検討される場合は、設備、機材、運用（搬出方法や記録など）等も含

めて計画したうえで、事前に本市に相談を行うとともに、管轄となる生活衛生監視事務所の指導を

受けていただく必要があります。 

 

３．情報提供等について 

 給食提供に係る以下の資料につきまして、ご希望があれば貸し出しいたしますので、お申し出く

ださい。 

(1) 保育所における「食」のマニュアル 

(2) 献立カード 

(3) 保育所における離乳の進め方 

(4) 離乳食献立展開例  
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１０ 家庭的保育事業及び小規模保育事業における衛生管理について 

（別紙１） 

家庭的保育事業及び小規模保育事業における衛生管理について 

 

（従業員の衛生管理） 

１ 調理前、盛り付け時等必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。 

２ 定期的な検便の実施及び始業前に手指の傷、下痢をしていないか等の確認を行い、施設長等は、常

に従業員の健康状態の把握に努めること。 

３ 調理従事者は、食肉やかきの生食は避けること。 

注）「生食用かき」の表示があるかきは、規格基準（細菌数、E.coli）が適用されることを指し、食中

毒の原因となるノロウイルスが含まれていないという保証ではありません。 

４ 原則、保育に従事する職員が、調理に従事しないこと。 

 

（食品の取扱い） 

５ 凍結されていない生鮮魚介類及び食肉類は毎日必要量のみを購入すること。 

６ 前日より調理加工は行わないこと。 

７ 調理食品を放冷する場合は、速やかに中心温度を下げる工夫をすること。また、放冷後は衛生的な

容器に入れて蓋をする等二次汚染を防止すること。 

８ 原材料、中間製品、最終製品は長時間室温に放置しないこと。 

９ 保存食として、原材料及び調理済み食品を、食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器に入れ、密封し、

２週間以上保存すること。 

 なお、原材料は洗浄・殺菌前の購入した状態で保存し、調理済み食品は配膳後の状態で保存するこ

と。 

10 食事時間内に喫食されなかった食品は廃棄すること。 

11 検食については、手作りおやつも含めて、施設長等が必ず児童の喫食前に実施し、検食簿に記録を

行うこと。 

12 食物アレルギーへの対応が困難なことから、加工食品や半調理品の使用は避けるようにしてくださ

い。なお、原材料等が確認できない場合は、使用しないでください。 

13 調乳にあたって、使用する湯は 70℃以上を保つこと。 

 

（器具の取扱い） 

14 調理器具は用途別に使い分けること。特に、まな板・包丁は下処理用（食肉、魚介類、野菜）と仕

上げ用とを区別すること。 

15 食器・調理器具は使用後洗浄殺菌消毒し、衛生害虫及びほこりが侵入しないよう衛生的に保管する

こと。なお、密閉できる容器等で保管することが望ましい。 
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様式例

記録者 ： 平成 年 月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

汚
物
の

処
理 18

　
記入要領 ○ ： 良好 △ ： 不十分 × ： 不良

施設名：

3125 26 29 302819 20 21 22 23 2415 1614 17 1841 2
点　検　項　目

日

曜日

5

施設は常に点検し、破損等はありませんか？
（あるときはすみやかに施設長等に報告しましょう。）

マスクを着用していますか

機
器
等
の
管
理

手洗設備には、石けん・爪ブラシ・ペーパータオル・消毒液など
を定期的に補充し、常に使用できる状態ですか。

調理場内にみだりに外部者を立ち入らせたり、調理作業に不
必要な物品が置かれていませんか。

施設へのネズミやハエ・ゴキブリの侵入を防止するための設備に
不備はありませんか。

施設は十分に換気が行なわれ、高温多湿が避けられています
か。

施設及びその周辺は毎日清掃し、衛生上支障がないですか。

食
　
品
　
の
　
管
　
理

保存食は原材料、調理済み食品を食品ごとに50ｇ程度ずつ
清潔な容器に密封して入れ、－20℃以下で２週間以上保存
されていますか。

手洗いを適切な時期に適切な方法で行なっていますか。

原材料の仕入れにあたっては、品質、鮮度、品温、異物の混
入等の点検（検収）を行なっていますか。

調
理
従
事
者

の
衛
生
管
理

常温保存可能な食品（乾物・調味料など）の保管場所は衛
生的で、温度・湿度は適切ですか。直射日光は当たっていま
せんか。

冷蔵庫、冷凍庫の温度管理をし、食品の相互汚染の無いよう
清潔に区分されていますか。

包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別に用意し、
混同しないように使用されていますか。

施
　
設
　
の
　
管
　
理

3 10

給　食　衛　生　管　理　点　検　表

6 277 8 9 1311 12

生ごみ及び残菜は、汚臭、汚液などが漏れないようにして速や
かに処分し、衛生の保持に努めていますか。

調理機械、調理器具、容器等は使用後よく洗浄し、消毒・
乾燥して衛生的に保管されていますか。

生鮮食品は１回に使い切る量を調理当日に仕入れしました
か。

健康診断、検便検査の結果に異常なく、下痢・発熱・手指な
どに化膿創はありませんか。

専用で清潔な外衣や三角巾を正しく着用し履物は調理室専
用のものを使用していますか。

別
紙
２

 

 

様式例

平成　　　年　　　月　　　日～　　　月　　　日　　

　　　

　　　月　　　日（　　　）　　 記録者 　　　月　　　日（　　　）　　 記録者 　　　月　　　日（　　　）　　 記録者

検食時間　　　　時　　　分 検食時間　　　　時　　　分 検食時間　　　　時　　　分

献立名 献立名 献立名

衛 異物混入 １．なし ２．あり 衛 異物混入 １．なし ２．あり 衛 異物混入 １．なし ２．あり

生 適切な加熱 １．適切 ２．不適切 生 適切な加熱 １．適切 ２．不適切 生 適切な加熱 １．適切 ２．不適切

面 異味異臭 １．なし ２．あり 面 異味異臭 １．なし ２．あり 面 異味異臭 １．なし ２．あり

主食の硬さ １．良い ２．普通 ３．悪い 主食の硬さ １．良い ２．普通 ３．悪い 主食の硬さ １．良い ２．普通 ３．悪い

食品の選択 １．良い ２．普通 ３．悪い 食品の選択 １．良い ２．普通 ３．悪い 食品の選択 １．良い ２．普通 ３．悪い

分　量 １．良い ２．普通 ３．悪い 分　量 １．良い ２．普通 ３．悪い 分　量 １．良い ２．普通 ３．悪い

味付け １．良い ２．普通 ３．悪い 味付け １．良い ２．普通 ３．悪い 味付け １．良い ２．普通 ３．悪い

盛り付け １．良い ２．普通 ３．悪い 盛り付け １．良い ２．普通 ３．悪い 盛り付け １．良い ２．普通 ３．悪い

感想・意見 感想・意見 感想・意見

給食数 給食数 給食数

食 食 食

残食数 残食数 残食数

％ ％ ％

出勤者 出勤者 出勤者

特記事項 特記事項 特記事項

※特記事項は検便、喫食調査、栄養指導、研修出席など、特に行ったことについて記入します

特定給食施設における栄養管理指針－大阪市健康福祉局　平成１８年２月－より

給　食　日　誌　（兼検食簿）

別
紙
３
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１１ 食中毒防止の徹底について 
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１２ 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 

 

雇児発第0222001号 

平成17年2月22日 

都道府県知事、指定都市市長、各中核市市長宛 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 

 

広島県福山市の特別養護老人ホームで発生したノロウイルスの集団感染を受けて、「高齢者施設における感染性胃腸炎の発

生・まん延防止策の徹底について」（平成１７年１月１０日老発第 0110001号）等の中で、速やかな市町村保健福祉部局へ

の連絡等の徹底をお願いしたところであるが、高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設及び介護

老人保健施設等（その範囲は別紙のとおり。以下「社会福祉施設等」という。）においては、感染症等の発生時における迅速

で適切な対応が特に求められる。 

今般、下記により、社会福祉施設等において衛生管理の強化を図るとともに、市町村等の社会福祉施設等主管部局への報

告を求め、併せて保健所へ報告することを求めることとしたので、管内市町村及び管内社会福祉施設等に対して、下記の留

意事項の周知徹底を図っていただくようお願いする。 

なお、本件に関しては、追って各社会福祉施設等に係る運営基準等を改正する予定であることを申し添える。また、下記

の取扱いに当たっては、公衆衛生関係法規を遵守しつつ、民生主管部局と衛生主管部局が連携して対応することが重要であ

ることから、関係部局に周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

１．社会福祉施設等においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに施設長に報告する

体制を整えるとともに、施設長は必要な指示を行うこと。 

２．社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、施設に

おいて速やかな対応を行わなければならないこと。 

また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有症者の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関

等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。 

３．社会福祉施設等においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれ

ぞれに講じた措置等を記録すること。 

４．社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食

中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を

講ずること。 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した

場合 

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要

と認めた場合 

５．４の報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、

便、吐物等の検体を確保するよう努めること。 

６．４の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）第１５条に基づく積極的疫学調査又は食品衛生法（昭和２２年法律第２

３３号）第５８条に基づく調査若しくは感染症若しくは食中毒のまん延を防止するために必要な衛生上の指導を行うとと

もに、都道府県等を通じて、その結果を厚生労働省に報告すること。 

７．４の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会福祉施設等に関する情報交換を行うこと。 

８．社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹

底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者に対し

て手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。また、年１回以上、職員を対象として衛生管理に関する研

修を行うこと。 

９．なお、医師が、感染症法、結核予防法（昭和２６年法律第９６号）又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその

疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。 

 

別紙省略 


