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資料３－１  

 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準案 

 

１ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について 

  家庭的保育事業等は、子ども・子育て支援新制度において、児童福祉法に基づく市の認可事業（地域型保育事業）として、 

新たに位置づけられることになりました。これに伴い、市では、家庭的保育事業等に係る設備及び運営に関する基準を定め 

ることとなります。 

  子ども・子育て支援新制度における家庭的保育事業等は、原則として、満３歳未満の保育を必要とする乳幼児を対象とし 

た事業であり、その定員数や保育の実施場所等により、４類型に区分されます。 

 

 

【地域型保育事業の類型】 

事 業 概 要 

１ 家庭的保育事業 

家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細やかな保育を実施する事業。 

家庭的保育者の居宅、その他様々なスペースで行う。 

定員：５人以下 

２ 小規模保育事業 

比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下で、保育を実施する事業。 

以下の３つの類型にて実施。 

・Ａ型（保育所分園に近いもの：定員６人以上１９人以下） 

・Ｂ型（保育所分園と家庭的保育の中間的なもの：定員６人以上１９人以下） 

・Ｃ型（家庭的保育に近いもの：定員６人以上１０人以下） 

３ 事業所内保育事業 
企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として実施する事業。 

地域において、保育を必要とする子にも保育を提供する。 

４ 居宅訪問型保育事業 保育を必要とする子の居宅において、１対１を基本とするきめ細やかな保育を実施する事業。 

 

２ 久喜市の基準案 

（１）職員数・資格要件 

【職員数】 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 
0～2歳児 3：１ 

（補助者を置く場合 5：2） 
従 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 

0歳児  3：1 

1・2歳児 6：1 

※上記により算定した職員数に1人追加配置する。 

※3歳児以上は認可保育所と同等の職員数とする。 

従 

国基準のとおりとする。 

Ｂ型 

0歳児  3：1 

1・2歳児 6：1 

※上記により算定した職員数に1人追加配置する。 

※3歳児以上は認可保育所と同等の職員数とする。 

従 

国基準のとおりとする。 

Ｃ型 
0～2歳児 3：1 

（補助者を置く場合、5：2） 
従 

国基準のとおりとする。 
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 内容 

国基準  本市基準案 

事業所内保育事業 

定員１９人 

以下 

0歳児  3：1 

1・2歳児 6：1 

※上記により算定した職員数に1人追加配置する。 

※3歳児以上は認可保育所と同等の職員数とする。   

従 

国基準のとおりとする。 

定員２０人 

以上 

0歳児  3：1 

1・2歳児 6：1 

※3歳児以上は認可保育所と同等の職員数とする。 

従 

国基準のとおりとする。 

居宅訪問型保育事業 0～2歳児 1：1 従 国基準のとおりとする。 

 

【資格要件：保育従事者】 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 

家庭的保育者（＋家庭的保育補助者） 

※市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士

と同等以上の知識及び経験を有する市町村長が認

める者 

従 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 

保育士 

※0～2歳児4名以上受け入れる場合、保健師又は

看護師を１人に限って保育士としてカウント可。 

従 

国基準のとおりとする。 

Ｂ型 

保育士  

保育従事者（市町村長が行う研修を修了した者） 

※保育士割合は1/2以上 

※0～2歳児4名以上受け入れる場合、保健師又は

看護師を１人に限って保育士としてカウント可。 

従 

国基準のとおりとする。 

Ｃ型 

家庭的保育者（＋家庭的保育補助者） 

※市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士

と同等以上の知識及び経験を有する市町村長が認

める者 

従 

国基準のとおりとする。 

事業所内保育事業 

定員１９人 

以下 

Ａ型・Ｂ型と同様 
従 

国基準のとおりとする。 

定員２０人 

以上 

保育士 保育所と同様 
従 

国基準のとおりとする。 

居宅訪問型保育事業 
必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上

の知識及び経験を有すると市町村が認める者 
従 

国基準のとおりとする。 
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（２）設備・面積基準 

【居室の設備・面積基準】 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 
保育を行う専用居室（１人３．３㎡：部屋自体は

９．９㎡以上が必要） 
参 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 0・1歳児  乳児室又はほふく室 

（１人３．３㎡以上） 

2歳児以上 保育室（１人１．９８㎡以上） 

参 

国基準のとおりとする。 

Ｂ型 国基準のとおりとする。 

Ｃ型 

0・1歳児  乳児室又はほふく室 

（１人３．３㎡以上） 

2歳児以上 保育室（１人３．３㎡以上） 

参 

国基準のとおりとする。 

事業所内保育事業 

定員１９人

以下 

0・1歳児  乳児室又はほふく室 

（１人３．３㎡） 

2歳児以上 保育室（１人１．９８㎡） 

参 

国基準のとおりとする。 

定員２０人

以上 

0・1歳児  乳児室（１人１．６５㎡以上）又は 

ほふく室（１人３．３㎡以上） 

2歳児以上 保育室（１人１．９８㎡以上） 

参 

乳児室は１人３．３㎡以上と

する。 

居宅訪問型保育事業 事業の特性を踏まえ、設けない。 参 国基準のとおりとする。 

 

【屋外遊戯場の設備・面積基準】 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 
同一敷地内の適当な広さの庭（付近の代替地も可） 

２歳児以上（１人３．３㎡以上） 
参 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 屋外遊戯場（付近の代替地も可） 

２歳児以上（１人３．３㎡以上） 参 

国基準のとおりとする。 

Ｂ型 国基準のとおりとする。 

Ｃ型 国基準のとおりとする。 

事業所内保育事業 

定員１９人

以下 

屋外遊戯場（付近の代替地も可） 

２歳児（１人３．３㎡） 
参 

国基準のとおりとする。 

定員２０人

以上 

国基準のとおりとする。 

居宅訪問型保育事業 事業の特性を踏まえ、設けない。 参 国基準のとおりとする。 
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（３）給食 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 

自園調理（調理業務の委託可）＊１ 

※連携施設等からの搬入可 

調理設備 

調理員（保育を行う子どもが３人以下の場合、家庭

的保育補助者で対応可）＊２ 

従 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 自園調理（調理業務の委託可）＊１ 

※連携施設等からの搬入可 

調理設備 

調理員＊２ 

従 

国基準のとおりとする。 

Ｂ型 国基準のとおりとする。 

Ｃ型 国基準のとおりとする。 

事業所内保育事業 

定員１９人

以下 

自園調理（調理業務の委託可）＊１ 

※連携施設等からの搬入可 

調理設備（１９人以下）、調理室（２０人以上） 

調理員＊２ 

従 

国基準のとおりとする。 

定員２０人

以上 

国基準のとおりとする。 

居宅訪問型保育事業 
保育者による調理及び食事の提供は行わないこと

を基本 
― ― 

＊１ 現在、自園調理を行っていない事業から移行する場合は経過措置あり。 

＊２ 調理業務の全部を委託する場合、連携施設等からの搬入を行う場合不要。 

 

（４）耐火基準等 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 建築基準法の上乗せ規制なし。 参 国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 

建築基準法の上乗せ規制あり。 

※保育所に準じた上乗せ規制（保育室等を２階以上

に設置する場合は、耐火・準耐火建築物であるこ

と。） 

（注）追加的事項 

①消火器等の消火器具②非常警報器具③保育室等

を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転

落事故防止設備 

参 Ｂ型 

Ｃ型 

事業所内保育事業 

定員１９人

以下 

建築基準法の上乗せ規制あり。 

※保育所に準じた上乗せ規制（保育室等を２階以上

に設置する場合は、耐火・準耐火建築物であるこ

と。） 

（注）追加的事項 

①消火器等の消化器具②非常警報器具③保育室等

を２階以上に設置する場合、手すり等の乳幼児の転

落事故防止設備 

参 

定員２０人

以上 

居宅訪問型保育事業 
保護者・子どもの居宅において保育を行うという特

性を踏まえて、基準の設定なし。 
― ― 
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（５）連携施設等 

 内容 

国基準 ※ 本市基準案 

家庭的保育事業 

連携施設の設定が必要＊１ 

従 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 国基準のとおりとする。 

Ｂ型 国基準のとおりとする。 

Ｃ型 国基準のとおりとする。 

事業所内保育事業 

定員１９人

以下 

国基準のとおりとする。 

定員２０人

以上 

連携施設を確保しないことができる。 国基準のとおりとする。 

居宅訪問型保育事業 連携施設の設定は一律には求めない＊２ 国基準のとおりとする。 

＊１ 更なる環境整備が必要と市町村が判断した場合、第１期の市町村事業計画の終期（平成３１年度末）までの間、一定の 

措置を講じた上で、連携施設の設定を求めないことができる（経過措置）。 

＊２ 障害や疾病のある子どもの個別ケアを行う場合には、それに関するバックアップ等の形で、必ず設定を求めていくこと 

を基本とする。 

 

<参考> 

【保育内容の支援について】 

項目 連携内容（例） 

給食に関する支援 

Ⅰ小規模保育の給食が連携施設から搬入の場合 

・献立作成 

・給食の調理・搬入 

・個別対応（離乳食対応、アレルギー児対応、体調不良児対応等） 

※連携施設からの搬入を行う場合、献立作成を含めた給食調理、搬入方法、費用負担に係る取 

り決め、契約が必要 

Ⅱ小規模保育の給食が自園調理の場合 

 ・基本的には対応不要。必要に応じて献立作成、個別対応等に関するアドバイスを行うことも 

できる。 

・ただし、小規模保育の調理員の急な病休等で小規模保育から求めがある場合には、当該教育・ 

保育施設の運営に支障のない範囲で協力する。 

嘱託医（健康診断） 

Ⅰ小規模保育で嘱託医を別途委嘱する場合 

 ・基本的には対応不要。 

Ⅱ連携施設と小規模保育で同一の嘱託医に委嘱する場合 

 ・必要に応じ、連携施設と小規模保育の合同で健康診断を行う。 

園庭開放 

小規模保育から求めがある場合、当該連携施設の運営に支障のない範囲で園庭を開放する。 

 ※小規模保育事業における屋外遊戯場があまり広くない場合、定期的な利用（例えば月数回、 

週１回など）に対応し、２歳児の運動遊びなどを通じた健康増進を支援 

合同保育 

小規模保育から求めがある場合、当該連携施設の運営に支障のない範囲で合同による保育を行う。 

 ※特に集団保育の必要性が生じてくる２歳児については、保育のグループ単位が小さくなりが 

ちなことから、定期的な合同保育の場により、集団保育の機会の確保。この集団保育が、３ 

歳児からの円滑な集団保育にもつながる。 

※このほか、発達障がいなど発達に遅れのある可能性がある子どもの早期発見、適切な保護者・ 

家庭支援について、連携施設におけるノウハウ等を活用し、連携先において適切な助言・相 

談が可能。 
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後方支援 小規模保育の保育士等の急な病休等で小規模保育から求めがある場合には、当該連携施設の運営

に支障のない範囲で協力する。 

 ※その他、小規模保育の保育従事者が研修を受講するために必要な代替職員についても同様。 

行事への参加 小規模保育からの求めがある場合、当該連携施設の運営に支障のない範囲で協力する。 

 ※行事規模が大きい方が参加する子どもにとっても望ましいのではないか。 

 

【卒園後の受け皿について】 

項目 取扱いの方法（例） 

幼稚園 

・連携施設である旨を明示 

・１号認定の利用定員の設定において、特定の小規模保育等からの優先的利用枠を設定する。こ 

の範囲を基本として、入園選考時に優先的に取り扱うことを予め当該幼稚園が明示することに 

より、透明性を確保しつつ、特定の小規模保育等からの入園希望者に応じた最終的な優先的利 

用枠を設定し、優先的に入園させる（３歳から新規に１号認定を受けて入園を希望する者と比 

較して）。 

 ※２号認定を受けて１号認定の範囲内で幼稚園を利用する場合も同様。 

保育所 

・連携施設である旨を明示 

・２号認定の利用定員の設定において、特定の小規模保育等からの優先的利用枠を設定する。こ 

の範囲を基本として、利用調整時に優先的に取り扱うことを予め市町村が明示することにより、 

透明性を確保しつつ、特定の小規模保育等からの入所希望者に応じた最終的な優先的利用枠を 

設定し、優先的に入所させる（３歳からの新規入園希望者と比較して）。 

 ※当該保育所内の３歳未満児からの持ち上がりは、当然、最優先。 

 ※０～２歳児のみを受け入れる乳児保育所に関しても、同様の連携施設の設定を可能とする。 

認定こども園 

・連携施設である旨を明示 

・１号及び２号認定の利用定員の設定において、特定の小規模保育等からの優先的利用枠を設定 

する。この範囲を基本として、入園選考又は利用調整の際に優先的に取り扱うことを予め当該 

認定こども園及び市町村が明示することにより、透明性を確保しつつ、特定の小規模保育等か 

らの入園・入所希望者に応じた最終的な優先的利用枠を設定し、優先的に入所させる（幼稚園、 

保育所と同様）。 

 ※当該認定こども園内の３歳未満児（利用定員を設けている場合）からの持ち上がりは、当然 

最優先。 

 

（６）嘱託医 

 内容 

国基準  本市基準案 

家庭的保育事業 
嘱託医（連携施設と同一の嘱託医に委嘱すること

も可）  
従 

国基準のとおりとする。 

小規模保育事業 

Ａ型 嘱託医（連携施設と同一の嘱託医に委嘱すること

も可） 従 

国基準のとおりとする。 

Ｂ型 国基準のとおりとする。 

Ｃ型 国基準のとおりとする。 

事業所内保育事業 

定員１９人

以下 

嘱託医（連携施設と同一の嘱託医に委嘱すること

も可） 
従 

国基準のとおりとする。 

定員２０人

以上 

国基準のとおりとする。 

居宅訪問型保育事業 ― ― ― 
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（７） 事業所内保育事業の利用定員の設定（地域枠の定員について） 

  <国基準> 

   下表のとおり、おおむね１０人ずつの定員区分を設け、区分ごとに地域枠の定員を１／４～１／３程度となるように固 

定化する。 

   また、定員６１人以上の事業については、地域枠の定員を２０人に固定する。 

 

定員区分 地域枠定員  本市基準案 

１人～５人 １人 

参 

国基準のとおりとする。 

６人～７人 ２人 

８人～１０人 ３人 

１１人～１５人 ４人 

１６人～２０人 ５人 

２１人～２５人 ６人 

２６人～３０人 ７人 

３１人～４０人 １０人 

４１人～５０人 １２人 

５１人～６０人 １５人 

６１人～７０人 ２０人 

７１人以上 ２０人 

 

（８）その他 

  ・ 暴力団等の参入を排除し、安心して利用できる環境を整備する必要があるため、「暴力団排除」項目を加える。 

 

３ 施行期日 

  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施行に伴う関係法 

律の整備に関する法律（平成２４年法律第６７号）の施行の日とする。 

 

４ その他 

  基準は条例で規定することを基本としていますが、一部の内容については、規則などにより規定する場合があります。 

 


