
資料３－３

施設名

法人名

代表者

事業種別

所在地

事業開始

評価 特記事項

適・否
設けられている。

適・否 基準を満たしている。

適・否

児童用椅子・机、絵
本、電子キーボード
等用具及び遊具が備
えられている。

適・否

適・否
必要数7人に対し、常
勤6人と非常勤3人の
配置計画である。

適・否
すべて配置される計
画である。

２　職員

【保育従事者は、入所児童数に対して必要数を満たしているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第29条）

□0歳児3：1、2歳児6：1のほか、プラス1名が必要数。

【必要な職員が配置されているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第29条）

□保育従事者、嘱託医及び調理員が配置されているか。

審査項目（具体的な内容）

１　設備の基準

【必要な設備が設けられているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□乳児室又はほふく室、保育室、調理設備、便所及び屋外遊戯場
が設けられているか。
□屋外遊戯場は保育所付近にある公園等でも差し支えない。

【乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室および屋外遊戯場は
必要な面積を満たしているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□乳児室又はほふく室1人あたり3.3㎡以上
□保育室又は遊戯室は2歳以上児1人あたり1.98㎡以上
□屋外遊戯場は2歳以上児1人あたり3.3㎡以上

【保育室又は遊戯室には必要な用具が備えられているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□例：児童用椅子・机、絵本、キーボード等。

【乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を２階以上に設ける場
合、必要な要件に該当しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□耐火建築物又は準耐火建築物であること。
□建築基準法における必要な屋外階段や屋内階段を設ける等
□スプリンクラー設備等が設けられていること。
□非常警報器具又は非常警報設備等が設けられていること等

家庭的保育事業等設置認可審査

パンダ保育園

株式会社　どりーむ就

小規模保育事業A型

久喜市本町三丁目１－１８

平成31年4月1日

遠藤　周子



適・否

平成27年4月より小規
模保育事業所を複数園
運営しており、代表者と
して適切である。

適・否
必要な資金を有して
いる。

適・否

契約は３年間となっ
ており、更に3年ごと
の契約の更新も見込
まれ長期的な運営が
認められる。

適・否

幼保連携型認定こど
も園菖蒲幼稚園と連
携に関する協定書締
結済

適・否
開所時間は11時間
以上となっており、適
切である。

適・否
年間指導計画、個別
の指導計画作成済

適・否
連絡帳、園だより等
で適切に行われる計
画である。

適・否
衛生管理に努めてい
る。

適・否
衛生的な管理ができ
るよう、具体的な方
策を作成している。

適・否
医薬品を常備し、与
薬依頼票も作成済

【感染症が発生又はまん延しないよう衛生的な管理に努めている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

□トイレ等で共用タオルを使用しない等感染症対応策が定められ
ているか。

【必要な医薬品を備え付け、管理しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

□応急処置用の医薬品は備え付けているか。

７　保育の内容

【保育の内容は適切か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第25条）

□厚生労働省が定める保育指針等に基づいているか。

８　保護者との連絡

【保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について、理解およ
び協力を得るよう努めているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第26条）

□毎日連絡帳等によるやりとりを行う予定であるか。
□園だより、献立等を掲示、配布等する予定であるか。

９　衛生管理等

【設備、食器等又は飲用水について、衛生的な管理に努めている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

４　土地・建物の状況

【事業に必要な土地や建物は確保されているか】
（厚生労働省通知　雇児保発1212第2号）

□賃貸借の場合、継続的・安定的な運営がなされる程度の契約期間か。
□賃料は適正な額であるか。

５　連携施設

【事業に必要な連携施設は確保されているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第6条）

□連携先、内容、受入枠は適切か。

６　保育時間

【保育時間は適切か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第24条）

□通常の保育時間は原則8時間。保護者の労働時間や家庭の事
情等を考慮し、事業を行う者がこれを決定する。

３　事業者の状況

【経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業に関する知識又は経
験を有しているか】
（児童福祉法第34条の15第3項、厚生労働省認可指針　雇児発1212第6号）

【事業開始に必要な資金は確保されているか】
（厚生労働省認可指針　雇児発1212第6号）

□施設型給付費のおおむね１ヶ月分の資金があるか。



適・否 自園調理

適・否
管理栄養士が作成す
る計画である。

適・否

アレルギー児が入所
した際は、国で定め
るガイドラインに沿っ
て対応する。

適・否
毎月作成し、配布又
は園内に掲示する計
画である。

適・否
嘱託医により、年2回
実施する計画であ
る。

適・否
毎月実施する計画で
ある。

適・否
定員19名と基準の範
囲内である。

適・否 運営規程を作成済

適・否
苦情窓口を設置する
計画となっている。

保育課においての所見

１３　その他

【事業の運営についての重要事項に関する規程を定めているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第18条）

【苦情を受付するための窓口を設置しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第21条）

　当該法人の設立する家庭的保育事業等（小規模保育事業）は、以下の理由により設置認可をする施設と
して妥当であると考えられる。
　第１に、当該法人は、平成２７年４月に２個所の小規模保育事業所を開設し、また、平成２８年度及び平成
２９年度に同事業所を１園ずつ開設し、現在４箇所の小規模保育事業所を運営してきた実績がある。
また、当該事業所において、「保護者の大切なお子様を預かり、大切にお返しする」、「すべてに安心と安全
を優先する」を保育園の指針として、さまざまな月・年間行事を通して、あそびの中から好奇心をひきだし、
個性を大切にする保育を実施してきた。
　第２に、この度の設置認可申請予定施設整備の概要、職員配置、運営規程等を確認したところ、施設・運
営基準を満たしており、適正な施設であると判断できる。
　また、施設運営の見通しについても、当該法人の決算書等を通じて、今後も施設の安定的な運営ができる
ことが判断できる。
　第３に、この度の家庭的保育事業等の認可にあたって、当該法人代表者からは、待機に困られている保
護者の方々、子ども自身、働く職員、皆様方にお会いして、ぜひお役にたちという決意も伺っている。
　この度の家庭的保育事業等（小規模保育事業）が設置認可されることにより、本市の子育て世帯への支
援の充実が図られるものと考える。

【調理は献立に基づいているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

□献立は毎月作成しているか。
□献立を保護者に配布又は園内に掲示することにより周知してい
るか。

１１　健康管理

【入所児童の健康診断を年２回行う計画となっているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第17条）

【調理を行う職員について毎月検便を行う計画となっているか】
（児童福祉施設最低基準第12条第2項）

１２　定員

【定員は６人以上１９人以下であるか】
（児童福祉法第6条の3第10項）

１０　食事

【食事は自園調理もしくは連携先からの搬入となっているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

【児童の健全な発育に必要な栄養を含有する献立となっている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

【入所児童の身体的状況や嗜好を考慮しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

□アレルギーを持つ児童を把握しているか。
□上記の児童に対しては、代替食又は除去食により対応するか。



施設名

法人名

代表者

事業種別

所在地

事業開始

評価 特記事項

適・否 設けられている。

適・否 基準を満たしている。

適・否

児童用椅子・机、絵
本、電子キーボード
等用具及び遊具が備
えられている。

適・否

適・否
必要数5人に対し、常
勤6人、非常勤1人の
配置計画である。

適・否
すべて配置される計
画である。

家庭的保育事業等設置認可審査

ひだまり保育園

特定非営利活動法人太陽の子どもたち

小規模保育事業A型

久喜市古久喜２１１番地１

平成31年4月1日

江口　亜紀

審査項目（具体的な内容）

１　設備の基準

【必要な設備が設けられているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□乳児室又はほふく室、保育室、調理設備、便所及び屋外遊戯場
が設けられているか。
□屋外遊戯場は保育所付近にある公園等でも差し支えない。

【乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室および屋外遊戯場は
必要な面積を満たしているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□乳児室又はほふく室1人あたり3.3㎡以上
□保育室又は遊戯室は2歳以上児1人あたり1.98㎡以上
□屋外遊戯場は2歳以上児1人あたり3.3㎡以上

【保育室又は遊戯室には必要な用具が備えられているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□例：児童用椅子・机、絵本、キーボード等。

【乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を２階以上に設ける場
合、必要な要件に該当しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□耐火建築物又は準耐火建築物であること。
□建築基準法における必要な屋外階段や屋内階段を設ける等
□スプリンクラー設備等が設けられていること。
□非常警報器具又は非常警報設備等が設けられていること等

２　職員

【保育従事者は、入所児童数に対して必要数を満たしているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第29条）

□0歳児3：1、2歳児6：1のほか、プラス1名が必要数。

【必要な職員が配置されているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第29条）

□保育従事者、嘱託医及び調理員が配置されているか。



適・否

平成24年4月より認
可保育所を運営して
おり、代表者として適
切である。

適・否
必要な資金を有して
いる。

適・否
土地、建物共に、自
己所有となっている。

適・否
おひさま保育園と連
携に関する協定書締
結済

適・否
開所時間は11時間
以上となっており、適
切である。

適・否
年間指導計画、個別
の指導計画作成済

適・否
連絡帳、園だより等
で適切に行われる計
画である。

適・否
衛生管理に努めてい
る。

適・否
衛生管理マニュアル
を作成済

適・否
医薬品を常備し、与
薬依頼票も作成済

３　事業者の状況

【経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業に関する知識又は経
験を有しているか】
（児童福祉法第34条の15第3項、厚生労働省認可指針　雇児発1212第6号）

【事業開始に必要な資金は確保されているか】
（厚生労働省認可指針　雇児発1212第6号）

□施設型給付費のおおむね１ヶ月分の資金があるか。

４　土地・建物の状況

【事業に必要な土地や建物は確保されているか】
（厚生労働省通知　雇児保発1212第2号）

□賃貸借の場合、継続的・安定的な運営がなされる程度の契約期間か。
□賃料は適正な額であるか。

５　連携施設

【事業に必要な連携施設は確保されているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第6条）

□連携先、内容、受入枠は適切か。

６　保育時間

【保育時間は適切か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第24条）

□通常の保育時間は原則8時間。保護者の労働時間や家庭の事
情等を考慮し、事業を行う者がこれを決定する。

７　保育の内容

【保育の内容は適切か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第25条）

□厚生労働省が定める保育指針等に基づいているか。

８　保護者との連絡

【保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について、理解およ
び協力を得るよう努めているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第26条）

□毎日連絡帳等によるやりとりを行う予定であるか。
□園だより、献立等を掲示、配布等する予定であるか。

９　衛生管理等

【設備、食器等又は飲用水について、衛生的な管理に努めている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

【感染症が発生又はまん延しないよう衛生的な管理に努めている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

□トイレ等で共用タオルを使用しない等感染症対応策が定められ
ているか。

【必要な医薬品を備え付け、管理しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

□応急処置用の医薬品は備え付けているか。



適・否 自園調理

適・否
栄養士が作成する計
画である。

適・否

アレルギー児が入所
した際は、国で定め
るガイドラインに沿っ
て対応する。

適・否
毎月作成し、配布又
は園内に掲示する計
画である。

適・否
嘱託医により、年2回
実施する計画であ
る。

適・否
毎月実施する計画で
ある。

適・否
定員18名と基準の範
囲内である。

適・否 運営規程を作成済

適・否
苦情窓口を設置する
計画となっている。

保育課においての所見

１０　食事

【食事は自園調理もしくは連携先からの搬入となっているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

【児童の健全な発育に必要な栄養を含有する献立となっている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

【入所児童の身体的状況や嗜好を考慮しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

□アレルギーを持つ児童を把握しているか。
□上記の児童に対しては、代替食又は除去食により対応するか。

　当該法人の設立する家庭的保育事業等（小規模保育事業）は、以下の理由により設置認可をする施設と
して妥当であると考えられる。
　第１に、当該法人は、認可保育所として平成２４年４月から現在まで約７年間保育所を運営してきた実績が
あり、これまで保育内容を充実させるため、子どもがイキイキと遊ぶ姿を大切にしながら、食材一つ一つを丁
寧に調理する給食、より多くの保育士研修を実施する等、保育の質の向上に努めてきた。
　第２に、この度の設置認可申請予定施設整備の概要、職員配置、運営規程等を確認したところ、施設・運
営基準を満たしており、適正な施設であると判断できる。
　また、施設運営の見通しについても、当該法人の決算書等を通じて、今後も施設の安定的な運営ができる
ことが判断できる。
　第３に、この度の家庭的保育事業等の認可にあたって、当該法人代表者からは、今までの保育にかける
情熱はそのままに、子どもたちの笑顔を大切にして、保護者も職員もみんなが笑顔になれる施設運営を
行っていきたいとの決意も伺っている。
　この度の家庭的保育事業等（小規模保育事業）が設置認可されることにより、本市の子育て世帯への支
援の充実が図られるものと考える。

１３　その他

【事業の運営についての重要事項に関する規程を定めているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第18条）

【苦情を受付するための窓口を設置しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第21条）

【調理は献立に基づいているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

□献立は毎月作成しているか。
□献立を保護者に配布又は園内に掲示することにより周知してい
るか。

１１　健康管理

【入所児童の健康診断を年２回行う計画となっているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第17条）

【調理を行う職員について毎月検便を行う計画となっているか】
（児童福祉施設最低基準第12条第2項）

１２　定員

【定員は６人以上１９人以下であるか】
（児童福祉法第6条の3第10項）



施設名

法人名

代表者名

事業種別

所在地

事業開始

評価 特記事項

適・否 設けられている。

適・否 基準を満たしている。

適・否

児童用椅子・机、絵
本、電子キーボード
等用具及び遊具が備
えられている。

適・否

適・否
必要数6人に対し、常
勤5人、非常勤2人の
配置計画である。

適・否
すべて配置される計
画である。

適・否

昭和５０年４月より幼稚
園を、平成２４年４月よ
り保育所を運営してお
り、代表者として適切で
ある。

適・否
学校法人として必要
な資金を有している。

家庭的保育事業等設置認可審査

こどもむら保育園　さくらいろ

　学校法人　柿沼学園　

小規模保育事業A型

久喜市伊坂３７３

平成31年4月1日

柿沼　平太郎

審査項目（具体的な内容）

１　設備の基準

【必要な設備が設けられているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□乳児室又はほふく室、保育室、調理設備、便所及び屋外遊戯場
が設けられているか。
□屋外遊戯場は保育所付近にある公園等でも差し支えない。

【乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室および屋外遊戯場は
必要な面積を満たしているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□乳児室又はほふく室1人あたり3.3㎡以上
□保育室又は遊戯室は2歳以上児1人あたり1.98㎡以上
□屋外遊戯場は2歳以上児1人あたり3.3㎡以上

【保育室又は遊戯室には必要な用具が備えられているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□例：児童用椅子・机、絵本、キーボード等。

【乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を２階以上に設ける場
合、必要な要件に該当しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第28条）

□耐火建築物又は準耐火建築物であること。
□建築基準法における必要な屋外階段や屋内階段を設ける等
□スプリンクラー設備等が設けられていること。
□非常警報器具又は非常警報設備等が設けられていること等

２　職員

【保育従事者は、入所児童数に対して必要数を満たしているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第29条）

□0歳児3：1、2歳児6：1のほか、プラス1名が必要数。

【必要な職員が配置されているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第29条）

□保育従事者、嘱託医及び調理員が配置されているか。

３　事業者の状況

【経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業に関する知識又は経
験を有しているか】
（児童福祉法第34条の15第3項、厚生労働省認可指針　雇児発1212第6号）

【事業開始に必要な資金は確保されているか】
（厚生労働省認可指針　雇児発1212第6号）

□施設型給付費のおおむね１ヶ月分の資金があるか。



適・否

建物は自己所有と
なっている。土地の
契約は期間が30年
間となっており、長期
的な運営が認められ
る。

適・否

認定こども園こどもむ
ら　栗橋さくら幼稚園
と連携に関する協定
書締結済

適・否
開所時間は11時間
以上となっており、適
切である。

適・否
年間指導計画、個別
の指導計画作成済

適・否
連絡帳、園だより等
で適切に行われる計
画である。

適・否
衛生管理に努めてい
る。

適・否
衛生管理マニュアル
を作成済

適・否
医薬品を常備し、与
薬依頼票も作成済

４　土地・建物の状況

【事業に必要な土地や建物は確保されているか】
（厚生労働省通知　雇児保発1212第2号）

□賃貸借の場合、継続的・安定的な運営がなされる程度の契約期間
か。

□賃料は適正な額であるか。

５　連携施設

【事業に必要な連携施設は確保されているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第6条）

□連携先、内容、受入枠は適切か。

６　保育時間

【保育時間は適切か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第24条）

□通常の保育時間は原則8時間。保護者の労働時間や家庭の事
情等を考慮し、事業を行う者がこれを決定する。

７　保育の内容

【保育の内容は適切か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第25条）

□厚生労働省が定める保育指針等に基づいているか。

８　保護者との連絡

【保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について、理解および
協力を得るよう努めているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定め
る条例第26条）

□毎日連絡帳等によるやりとりを行う計画であるか。
□園だより、献立等を掲示、配布等する計画であるか。

９　衛生管理等

【設備、食器等又は飲用水について、衛生的な管理に努めている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

【感染症が発生又はまん延しないよう衛生的な管理に努めている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

□トイレ等で共用タオルを使用しない等感染症対応策が定められ
ているか。

【必要な医薬品を備え付け、管理しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第14条）

□応急処置用の医薬品は備え付けているか。



適・否

連携施設「認定こど
も園こどもむら　栗橋
さくら幼稚園」から搬
入

適・否
栄養士が作成する計
画である。

適・否
アレルギーマニュア
ルを作成済で対応で
きる状況にある。

適・否
毎月作成し、配布又
は園内に掲示する計
画である。

適・否
嘱託医により、年2回
実施する計画であ
る。

適・否
毎月実施する計画で
ある。

適・否
定員19名と基準の範
囲内である。

適・否 運営規程を作成済

適・否
苦情窓口を設置する
計画となっている。

保育課においての所見

１０　食事

【食事は自園調理もしくは連携先からの搬入となっているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

【児童の健全な発育に必要な栄養を含有する献立となっている
か】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

【入所児童の身体的状況や嗜好を考慮しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

□アレルギーを持つ児童を把握しているか。
□上記の児童に対しては、代替食又は除去食により対応するか。

１３　その他

【事業の運営についての重要事項に関する規程を定めているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第18条）

【苦情を受付するための窓口を設置しているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第21条）

　当該法人の設立する家庭的保育事業等（小規模保育事業）は、以下の理由により設置認可をする施設と
して妥当であると考えられる。
　第１に、当該法人は、昭和５０年４月より幼稚園を、平成２４年４月より保育所を、小規模保育事業所を平
成２７年４月より運営してきた実績があり、当該法人には施設運営のためのノウハウが蓄積されている。
また、障がい児への保育や特別な配慮を要する子どもたちへの保育実績もある。
　第２に、この度の設置認可申請予定の施設整備の概要、職員配置、運営規程等を確認したところ、施設・
運営基準を満たしており、適正な施設であると判断できる。また、同一法人が同一地域に子育て関連施設を
運営しているため、当該施設においては、日常的に広い園庭、ホール、グラウンド等の施設利用が可能と
なっており、小規模保育事業所の良さである家庭的な温かさをベースに、多様な保育展開が可能となってい
る。
　さらに、施設運営の見通しについても、当該法人の決算書等を通じて、今後も施設の安定的な運営ができ
ることが判断できる。
　第３に、この度の家庭的保育事業等の認可にあたって、当該法人代表者からは、「教育・保育の最大の目
的である『生きる力を育む』ために、子どもたちが主体となって、発達に応じた多様な体験や経験ができるよ
うカリキュラムを設定したい。また、子ども達が保育者との愛着形成を基に自ら感じ、考え、挑戦し、表現する
ことができるよう、子ども達の生活に様々なしかけを準備し、未来に向けた連続性の教育・保育を実践した
い。そして、子ども達と一緒に保育者と保護者が共に育ちあえる環境を目指したい」との熱意を伺っている。
　この度の家庭的保育事業等（小規模保育事業）が設置認可されることにより、本市の子育て世帯への支援
の充実が図られるものと考える。

【調理は献立に基づいているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第15条）

□献立は毎月作成しているか。
□献立を保護者に配布又は園内に掲示することにより周知してい
るか。

１１　健康管理

【入所児童の健康診断を年２回行う計画となっているか】
（久喜市家庭的保育事業等の設備及び運営の関する基準を定める条例第17条）

【調理を行う職員について毎月検便を行う計画となっているか】
（児童福祉施設最低基準第12条第2項）

１２　定員

【定員は６人以上１９人以下であるか】
（児童福祉法第6条の3第10項）


