
議案第９号資料【保育課】 

逗子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の一部改正について 

〇改正の概要 

◇省令の改正に伴い改正するもの。 

◇地域型保育事業者に求められている連携施設の設定について、設定の猶予期間を５年間から 10年間

に改める。(附則第３項) 

◇一定の条件を満たす場合、３項目ある連携施設との連携内容を減じることができるようにする。 

【参考】連携施設との連携内容(第６条第１項) 

① 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。

【本改正の影響】変更無し

② 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。)を提供すること。

【本改正の影響】条件を追加し、設定しないことができることとした。

③ 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(事業所内保育事業の利用乳幼児

にあっては、第 42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。

【本改正の影響】市の認可状況等によって、設定しないことができることとした。

〇代替保育の提供に係る改正の概要(第６条第２項・第３項) 

【改正前】保育所等による提供を受ける旨の連携協定を締結する。 

【改正後】保育所等による提供を受けることが困難な場合、小規模保育事業者等の間で連携による代替

保育の提供が明確に行われることが担保されている場合は、連携施設を設定しないことが

できることとした。 

〇地域型保育事業の卒園後の受入れに係る改正の概要(第６条第４項・第５項) 

【改正前】保育所等と地域型保育事業の卒園後の受入れに関する連携協定を締結する。 

【改正後】市で地域型保育事業の卒園児について、利用調整上で優先的に取り扱い、認可保育所等で受

け入れられる範囲等で認可を行っている場合は、連携施設を設定しないことができること

とした。 

※その他、連携施設として企業主導型保育事業所や自治体単独運営費補助を行っている保

育施設(横浜保育室や東京都認証保育所等)を連携施設とすることができるようにした。 

〇その他の改正の概要 

◇食事の提供の特例(第 16条第２項) 

  ▽第３号の追加 

   ・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から、特定の条件を設定し
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それを満たす場合は、食事の提供を受けられるようにした。【市内対象施設無し】 

 

 ◇居宅訪問型保育事業(第 37条第 4項) 

  ▽利用できる者の条件の追加 

   ・保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を

養育することが困難な場合に利用できるようにした。【市内対象事業者無し】 

       

 ◇連携施設に関する特例(第 45条) 

  ▽保育所型事業所内保育事業者の内、市長が適当と認めるものは連携施設を設定しないことができ

ることとした。【市内対象事業者無し】 
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逗子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年逗子市条例第25号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

逗子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 

逗子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 

第１章 総則 第１章 総則 

(趣旨) (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(以下「設備運営基準」という。)に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

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                              に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

(定義) (定義) 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び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           

        )において使用する用語の例による。 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び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

「令」という。)において使用する用語の例による。 

(家庭的保育事業者等の一般原則) (家庭的保育事業者等の一般原則) 

第５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。 

第５条 １～４（略） 

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。 
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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２号、第14条第２項及び第３項、第15条第１項並びに第16

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。 

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１項第２号、第14条第２項及び第３項、第15条第１項並びに第1

6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。 

６ （略） 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第６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、次条第１項、第1

4条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並

びに第17条第１項から第３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３歳以上の児童に対して必要な教育(教育

基本法(平成18年法律第120号)第６条第１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３号において同じ。)又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保

第６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、次条第１項、第1

4条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及び第５項、第16条並

びに第17条第１項から第３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３歳以上の児童に対して必要な教育(教育

基本法(平成18年法律第120号)第６条第１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３号において同じ。)又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保
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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。 

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。 

(１) 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。 

(１) （略） 

(２) 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。                    

    )を提供すること。 

(２) 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。 

(３) 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(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第42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。 

(３) （略） 

 ２ 市長は、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２号の規定を適用しない

こととすることができる。 

(１) 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。 

(２) 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
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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１項第２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。 

(１) 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27条に規定する小規模保

育事業Ａ型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。) 

(２) 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

市が認める者 

 ４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適

用しないこととすることができる。 

(１) 市長が、法第24条第３項の規定による調整を行うに当たって、

家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優

先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続

き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

(２) 家庭的保育事業者等による第１項第３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(前号に該当する
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場合を除く。)。 

 ５ 前項(同項第２号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的

保育事業者等は、法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げる

もの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３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。 

(１) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の２第１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６条の３第1

2項に規定する業務を目的とするものに限る。) 

(２) 法第６条の３第12項及び第39条第１項に規定する業務を目的と

する施設であって、法第６条の３第９項第１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 

(食事の提供の特例) (食事の提供の特例) 

第16条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第１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。 

第16条 （略） 
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(１) 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。 

 

(２) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄

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。 

 

(３) 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。 

 

(４) 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。 

 

(５) 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、次の各号のいずれかの施設とする。 ２ 搬入施設は、次の各号のいずれかの施設とする。 

(１) 連携施設 (１)・(２) （略） 

(２) 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 
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 (３) 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、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が適当と認めるもの(家庭的保育事業

者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第２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。) 

(職員) (職員) 

第23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。 

第23条 （略） 

(１) 調理業務の全部を委託する場合  

(２) 第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合  

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修(市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。)を修了した保育士等(保育士(国家戦

略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の５第２項の国家戦略特

別区域限定保育士を含む。以下同じ。)、保健師、看護師又は幼稚園

教諭の資格を有する者)又は子育て経験があり、保育士と同等以上の

知識及び経験を有する者で、かつ市長が家庭的保育者として適当であ

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修(市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。)を修了した保育士等(保育士(国家戦

略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の５第２項の国家戦略特

別区域限定保育士を含む。以下同じ。)、保健師、看護師又は幼稚園

教諭の資格を有する者)又は子育て経験があり、保育士と同等以上の

知識及び経験を有する者で、かつ市長が家庭的保育者として適当であ
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ると認めるものであって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 ると認めるものであって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 (１) （略） 

(２) 法第18条の５各号及び法第34条の20第１項第４号のいずれにも

該当しない者 

(２) 法第18条の５各号及び法第34条の20第１項第３号のいずれにも

該当しない者 

３ 家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、３人以下

とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研

修(市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34条第

２項において同じ。)とともに保育する場合には、５人以下とする。 

３・４ （略） 

４ 家庭的保育事業に従事する職員は、２人を下回らないこととする。  

第４章 居宅訪問型保育事業 第４章 居宅訪問型保育事業 

(居宅訪問型保育事業) (居宅訪問型保育事業) 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとす

る。 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとす

る。 

(１) 障がい、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 

(１) （略） 

(２) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第５項又は

第46条第５項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育 

(２) 子ども・子育て支援法                    第34条第５項又は

第46条第５項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育 

(３) 法第24条第６項に規定する措置に対応するために行う保育 (３) （略） 

(４) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第12

9号)第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護

(４) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第12

9号)第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護
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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

と市が認める乳幼児に対する保育 

者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労そ

の他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳

幼児を養育することが困難な場合への対応等、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

と市が認める乳幼児に対する保育 

(連携施設に関する特例) (連携施設に関する特例) 

第45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６条      第１号及び第２号に係る連携協力を求め

ることを要しない。 

第45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６条第１項第１号及び第２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６条の３第12項第

２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの

(附則第３項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)

については、第６条第１項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。 

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

１ この条例は、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。 

１ この条例は、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。 

 (食事の提供の経過措置) 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に家庭的保育
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事業の認可を得た施設等については、施行日から起算して10年を経過

する日までの間は、第15条、第22条第４号(調理設備に係る部分に限

る。)及び第23条第１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、令第１

条第２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10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) (連携施設に関する経過措置) 

２ 家庭的保育事業者等   

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

59条第４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が認める場合は、第６条第１項本文の規定にかか

わらず、この条例の施行の日から起算して５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。 

３ 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

59条第４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が認める場合は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、施行日から起算して10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。 




