
「子ども・子育て新制度」シンボルマーク

子ども・子育て支援新制度に係る基準（案）への

意見募集（パブリックコメント）について

≪意見募集期間≫

文　京　区

【平成26年６月23日（月）～７月22日（火）】　

【お問い合わせ先】 

文京区男女協働子育て支援部子育て支援課 

電話：03-5803-1256 / FAX：03-5803-1345 

〒112-8555 文京区春日一丁目16番21号 シビックセンター5階 



■　概　　要

■　ご意見を募集する基準等の種類

1.　保育の必要性の認定に関する基準

2.　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

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

4.　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

　　※各基準等の内容につきましては、次ページ以降の説明資料をご参照ください。

　子ども・子育て支援法の制定に基づき、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・

子育て支援を総合的に推進するため、平成27年4月より、子ども・子育て支援新制

度の開始が予定されています。

　この「子ども・子育て支援新制度」を実施するにあたり、子育て支援事業等の認可や

運営の基準について、国が定める基準を踏まえ、区が条例等で定めることになりまし

た。

　この度、子ども・子育て支援新制度に係る区が定める基準等について、区民の皆様

から意見を募集するものです。

■　基準策定にあたっての基本的な考え方

　基準等の策定にあたっては、現在の区の事業等の基準が国の示す基準より高い場

合には、質の確保の観点から、現在の区の基準を基本とします。

　また、区の事業等が国の基準に合わせて運営が行われており、現状において運営上

の課題が認められていないもの及び新規事業については、国の基準を基本とします。

■　その他

　国が定める基準については、国の子ども・子育て会議等の検討を経て、政省令等と

して制定・公布されました。

　今回の意見募集でお示しする基準案等については、平成26年5月末時点の資料

を基準に可能な限り最新の情報を反映して策定しました。そのため、今後公布される

政省令等の内容により変更する可能性があります。

　また、各基準については、原則として条例により規定することを予定していますが、一

部の内容については、規則や要綱により規定する場合があります。



■　意見募集要領

①募集期間

平成26年６月23日（月）　~　７月22日（火）

②提出方法

・郵送または持参の場合

意見提出用紙に必要事項を記載し、下記まで郵送または持参してください。

〒112-8555　文京区春日一丁目16番21号　シビックセンター５階

文京区男女協働子育て支援部子育て支援課子育て支援推進担当宛

【窓口受付時間　８時30分～17時15分（土・日曜日、休日を除く】

・電子メールの場合

区ホームページのメールフォームより送信してください。

URL  http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kosodate_kijun-public-comment 

・ファックスの場合

意見提出用紙に必要事項を記載し、下記まで送信してください。

文京区男女協働子育て支援部子育て支援課子育て支援推進担当宛

FAX番号　03-5803-1345

③意見提出ができる方（法人その他団体を含む）

意見を提出できるのは、次のいずれかに該当する場合です。

・区内に住所を有する方

・区内に存する事務所又は事業所に勤務する方

・区内に存する学校に在学する方

・区内に活動場所が存する地域活動団体及び非営利活動団体

・区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

・意見募集の対象となっている案件に利害関係のある方

■　提出いただいたご意見の取扱い

　提出いただいたご意見は、内容ごとに整理・分類したうえで、個人情報を除き、区

ホームページ等で公開します。

　なお、個々のご意見に対して、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承くだ

さい。



■　概　要

■　保育の必要性の認定に関する基準の区の考え方

■　国の基準に関する参考資料

・【参考資料①】保育の必要性の認定について

（26年1月24日　子ども・子育て支援新制度説明会　資料１）

・【参考資料②】子ども・子育て支援法施行規則（内閣府令第44号）

　保育の必要性の認定については国が規定する事由等に基づき行われますが、実際の運用にあたっては、さら

に細分化、詳細な設定を行うなど、現行の運用状況等を踏まえつつ、市町村ごとの運用を認めるという指針が

示されています。

　また、国での検討においては現行制度下で保育所に入所できている子どもが、新制度への移行により直ちに

退所させられるようなことが生じないよう留意が必要とされています。

　　　　　　　※就労を事由とする場合の区分になります。

　保育の必要性の認定に関する基準の策定あたっては、「事由」及び「優先利用」については、国において検討

されている基準を区でも準用することとします。

　また、各市区町村が設定するとされている、保育短時間認定における就労時間に係る下限の設定は、これ

までの区の「保育に欠ける要件」と同様に「１か月当たり48時間以上」としました。

　詳細につきましては、別表「保育の必要性の認定に関する基準の区の考え方」をご参照ください。

保育の必要性の認定に関する基準（案）

　子ども・子育て支援新制度では、保護者の申請を受けた区が客観的基準に基づき、保育の必要性の認定

を行い、認定証を交付することとなります。

　保育の必要性の認定に当たっては、国は以下の３点について、認定基準を策定することとされています。

①「事由」：保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由

②「区分」：長時間認定(「長時間」)又は短時間認定(「短時間」)の区分(保育必要量)

③「優先利用」：ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等



⑥育児休業明け

⑦兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育所等の利用を希望する場

合

⑧小規模保育事業などの卒園児童

⑨その他市町村が定める事由

国の基準を準用

１か月あたり48時間以上64時間以下

国の基準を準用

国の基準を準用

１か月当たり48時間以上　

優

先

利

用

①ひとり親家庭

②生活保護世帯

③生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

④虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

⑤子どもが障害を有する場合

区

分

月212時間超292時間以下

※超えた時間は、延長保育にて対応
保育標準時間

保育短時間

就労下限時間

月212時間以下

国の基準を準用

別表「保育の必要性の認定に関する基準の区の考え方」

保

育

の

必

要

性

の

認

定

に

係

る

事

由

子ども・子育て支援法施行規則（内閣府令第44号）等による国の基準 区の考え方

　児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当

該児童を保育することができないと認められる場合　※同居の親族その他

の者が当該児童を保育することが出来る場合、その優先度を調整すること

が可能

①ひと月において、４８時間から６４時間までの範囲内で市町村が定め

る時間以上労働することを常態とすること

②妊娠中であるか又は出産後間がないこと

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有してい

ること

④同居の親族（長期間入院等している親族を含む）を常時介護又は看

護していること

⑤震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること

⑥求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っていること

⑦就学していること（職業訓練校等における職業訓練を含む）

⑧虐待やDVのおそれがあること

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が

必要であること

⑩その他のこれらに類するものとして市町村が認める事由に該当すること



■　概　要

■　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の区の考え方

■　国の基準に関する参考資料

・【参考資料③】地域型保育事業について

（26年1月24日　子ども・子育て支援新制度説明会　資料４）

・【参考資料④】家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第６１号）

　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の策定あたっては、「事業所内保育事業」の定員20人

以上の場合について、現在の区の認可保育園と同様に、乳児室面積を「３，３㎡」とすることにしました。

　その他の項目については、国の基準を区でも準用することとします。

　詳細につきましては、別表「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に対する区の考え方」をご参

照ください。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（案）

　地域型保育事業は、新制度により新たに区の認可事業として位置づけられる事業です。

　地域型保育事業は、原則満３歳未満の保育を必要とする乳幼児に対し行われる事業であり、次の４類型

があります。

＜地域型保育事業の類型＞

家庭的保育事業

（定員５人以下）

類　　型

小規模保育事業

（定員６～19人）

居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業

事業主体

区・民間

事業者等

区・民間

事業者等

区・民間

事業者等

事業主等

　家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細かな保育

を実施します。家庭的保育者の居宅その他の場所で保育を

行います。

　比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ

細かな保育を実施します。

・：型（保育所分園に近いもの）

・；型（保育所分園と家庭的保育の中間的なもの）

・＜型（家庭的保育に近いもの）

　住み慣れた居宅において、１対１を基本とするきめ細かな

保育を実施します。（ベビーシッター派遣事業）

　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

て実施します。地域において保育を必要とする子どもにも保育

を提供します。

内　　　　　容

　地域型保育事業を民間事業者等が行う際には、区の「認可」を受ける必要があります。この認可基準につい

ては、国が定める「従うべき基準」「参酌すべき基準」の区分に従い、区が条例で定めることになっています。



A型 B型 C型 定員19人以下 定員20人以上

　家庭的な雰囲気の下で、少人数を対

象にきめ細かな保育を実施

　住み慣れた居宅において、１対１を基本

とするきめ細かな保育を実施

職員数
【０～２歳児】３：１

【補助者を置く場合】５：２

【０～２歳児】３：１

【補助者を置く場合】５：２
【０～２歳児】１：１

【０歳児】３：１

【１・２歳児】６：１

※上記以外に＋１名

【０歳児】３：１

【１・２歳児】６：１
従うべき基準 国の基準に準ずる

資格要件
家庭的保育者

（＋補助者）※１
保育士※２

保育士※２

１／２以上

家庭的保育者

（＋補助者）※１
家庭的保育者※１

保育士※２

１／２以上
保育士※２ 従うべき基準 国の基準に準ずる

居室設備

面積基準

保育を行う専用居室

３．３㎡／１人

【０・１歳児】

乳児室又はほふく室

３．３㎡／１人

【２歳児】

保育室

３．３㎡／１人

（保護者・子どもの居宅において保育を行

うという事業の特性を踏まえ、基準を設けな

い）

【０・１歳児】

乳児室又はほふく室

３．３㎡／１人

【２歳児】

保育室

１，９８㎡／１人

【０・１歳児】

乳児室　１．６５㎡／１人

ほふく室　３．３㎡／１人

【２歳児】

保育室　１．９８㎡／１人

参酌基準

　事業所内保育事業の定員20人

以上の場合については、乳児室面

積の上乗せを行う。

（１．６５㎡→３，３㎡）

屋外遊技場

設備

面積基準

同一敷地内に屋外遊戯等に適した広さ

の庭

（付近の代替地も可）

【２歳児】

３．３㎡／１人

（保護者・子どもの居宅において保育を行

うという事業の特性を踏まえ、基準を設けな

い）

参酌基準 国の基準に準ずる

給食

自園調理※３

（調理業務の委託可）

（連携施設等からの搬入可）

調理設備

調理員※４

（保育を行う子どもが３人以下の場

合、補助者で対応可）

（保育者による調理及び食事の提供は行

わないことを基本とする）
従うべき基準 国の基準に準ずる

耐火基準
火災報知器・消火器の設置

消火訓練・避難訓練の定期的実施

（保護者・子どもの居宅において保育を行

うという事業の特性を踏まえ、基準を設けな

い。ただし、実際の居宅訪問時における消

火器や避難経路の確認等を促す。）

参酌基準 国の基準に準ずる

連携施設の

設定
連携施設の設置は一律に求めない※６ 従うべき基準 国の基準に準ずる

嘱託医 - 従うべき基準 国の基準に準ずる

地域枠の子

どもの受入れ
- 参酌基準 国の基準に準ずる

※１　区長が行う研修を修了した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区長が認める者（保育士、教員、助産師、保健師又は看護師の資格を有し、かつ、保育の経験を有する者） 【別表】事業者内保育事業の地域枠の子どもの受入れ

※２　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

※３　現在、自園調理を行っていない事業から移行する場合は、平成31年度末までに体制を整える前提の経過措置あり

※４　調理業務の委託、連携施設等からの搬入を行う場合不要

※５　連携施設の確保が著しく困難な場合は、平成31年度末までに連携施設の確保を行う前提の経過措置あり

※６　障害や疾病のある子どもの個別ケアを行う場合には、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、障害児入所支援施設等の連携施設の確保を求める

項目

省令（厚生労働省令第６１号）による国の基準

従うべき基準

又は

参酌基準

区の考え方
家庭的保育事業

（定員５人以下）

小規模保育事業（定員６～19人）
居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業

　比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細か

な保育を実施

-

　従業員枠の子どもに加えて、地域において保育を必要とす

る子どもを受け入れる必要がある。定員区分に応じた地域枠

を【別表】のとおり設定する。

別表「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に対する区の考え方」

認可保育所に準じた上乗せ規制（保育所を２階以上に設置する

場合は耐火建築物又は準耐火建築物）

認可保育所に準じた上乗せ規制（保育所を２階以上に設

置する場合は耐火建築物又は準耐火建築物）

連携施設の設定が必要※５

【連携内容】集団保育の機会の設定、保育内容の支援、代替保育及び卒園後の受け皿

【連携施設】保育所、幼稚園又は認定こども園

連携施設の設定が必要※５

【連携内容】

・集団保育の機会の設定、保育内容の支援及び代替保育

→定員１９人以下の場合は求める。

・卒園後の受け皿

　地域枠：設定を求める。

　従業員枠：必ずしも設定を求めない。

【連携施設】保育所、幼稚園又は認定こども園

設置する 設置する

　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

【０歳児】３：１

【１・２歳児】６：１

※上記以外に＋１名

【０・１歳児】

乳児室又はほふく室

３．３㎡／１人

【２歳児】

保育室

１，９８㎡／１人

屋外遊技場（付近の代替地も可）

【２歳児】

３．３㎡／１人

屋外遊技場（付近の代替地も可）

【２歳児】

３．３㎡／１人

自園調理※３

（調理業務の委託可）

（連携施設等からの搬入可）

調理設備

調理員※４

自園調理※３

（調理業務の委託可）

（連携施設等からの搬入可）

調理設備（定員１９人以下の場合）

調理室（定員２０人以上の場合）

調理員※４

定員区分
地域枠の
定員

定員区分
地域枠の
定員

１～５人 １人 ２６～３０人 ７人
６・７人 ２人 ３１～４０人 １０人
８～１０人 ３人 ４１～５０人 １２人
１１～１５人 ４人 ５１～６０人 １５人
１６～２０人 ５人 ６１人以上 ２０人
２１～２５人 ６人



■　概　要

■　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の区の考え方

■　国の基準に関する参考資料

・【参考資料⑤】確認制度について（「4-1.運営基準に係る論点について」参照）

（26年1月24日　子ども・子育て支援新制度説明会　資料２）

・【参考資料⑥】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

（内閣府令第３９号）

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（案）

　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の策定あたっては、全ての項目にお

いて、国の基準を区でも準用することとします。

　新制度においては、教育・保育施設や事業者について、施設型給付（認定こども園、幼稚園、保育所）

及び地域型保育給付（小規模保育、家庭的保育等）の対象となることを区が「運営に関する基準」に基づ

き確認することになります。「運営に関する基準」については、国で定める「従うべき基準」又は「参酌すべき基

準」を基に区が定めます。



■　概　要

■　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の区の考え方

■　国の基準に関する参考資料

・【参考資料⑦】放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書

（26年1月24日　子ども・子育て支援新制度説明会　資料６）

・【参考資料⑧】放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について

（平成２６年５月３０日　雇児発0530第1号）

・【参考資料⑨】放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（内閣府令第６３号）

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（案）

　文京区の放課後児童健全育成事業（育成室事業）全体については、その運営にあたり国の基準を準用

しつつ、「参酌基準」である上記①、③の一部、④、⑦については、区独自の基準を設けます。

　区立育成室においては、事業の対象者について、小学校１年生～３年生（心身に特別な配慮を要する

児童で、区長が必要と認めた児童については6年生までの延長含む）とする従来の区の方針に、変更はあ

りません。

　詳細につきましては、別表「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に対する区の考え

方」をご参照ください。

　子ども・子育て新制度において、放課後児童健全育成事業（文京区における“育成室事業”）について

は、事業者があらかじめ必要事項を区に届け出て、実施することが可能になりました。そのため、区内で実施さ

れる放課後児童健全育成事業に関する、設備及び運営に関する基準を、国の定める「従うべき基準」または

「参酌すべき基準」を基に、区が定めます。

　設備及び運営に関する基準の策定に当たって、国は、以下の項目について規定することとしており、③「職員の資格要件

及び配置人数」については「従うべき基準」、その他の事項については「参酌すべき基準（各自治体、地域の実情に応じて

異なる内容を定めることができる基準）」と区分しています。

　　①目的、最低基準の向上及び事業の一般原則

　　②非常災害対策

　　③職員の資格等要件、知識・技能の向上及び配置人数、各室の児童数等

　　④設備の基準（児童１人あたりの面積、備品の整備等）

　　⑤利用者を平等に取り扱うこと及び虐待等の禁止

　　⑥衛生管理等

　　⑦各事業所の運営規程の策定

　　⑧帳簿の整備

　　⑨秘密保持等

　　⑩苦情対応、事故対応

　　⑪開所時間及び日数

　　⑫保護者及び関係機関との連絡

　なお、現在の「文京区育成室運営条例」については、この設備及び運営に関する基準と整合を取り、改正します。



全体基準 ※区が設置する育成室

対象 小学校に就学しており、保護者が就労のため昼間家庭にいない児童 参酌 国の基準を準用

対象児童については３年生ま

でとする。ただし、心身に特別

な配慮を要する児童で、区長

が必要と認めた児童は６年生

までとする。

目的
家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造

性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ること。
参酌

専用区画
遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画（専用区画）を設けるほか、支援の提供に必要な設

備及び備品等を備えること。
参酌

面積 専用区画の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上とすること。 参酌

数
放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに二人以上とする。ただし、その一人を除き、補助員（放課後児童支援員が行う

支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。）にて代えることができる。

従うべき

基準

資格
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第63号）」に規定する資格要件を満たし、都道

府県知事が行う研修（平成32年3月31日までの修了予定を含む。）を終了していること。

従うべき

基準

支援単位 一の支援の単位はを構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする。 参酌

国の基準を準用

ただし、平成27年4月１

日以前に開始した事業

所については経過措置を

設ける。

待機児童の状況により、経過

措置等を設ける。

運営規程 規程整備 各事業所ごとに、事業運営上の重要事項に関する運営規程を定める。 参酌 国の基準を準用
原則として運営条例施行規則

等を共通規程とする。

その他の基準
各事業者の守るべき基準（非常災害対策、職員の一般的要件、知識及び技能の向上、平等原則、虐待等の禁止、衛生管

理、秘密保持、帳簿整備、苦情への対応、開所時間及び日数、保護者との連絡、関係機関との連携、事故発生時の対応）
参酌 国の基準を準用

※区が設置する育成室とは、文京区育成室運営条例に基づき運営される育成室とする。

項目

別表「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の区の考え方」

設備の基準

国の基準を準用

ただし、平成27年4月１

日以前に開始した事業

所については経過措置を

設ける。

待機児童の状況及び施設構

造等により、経過措置等を設

ける。

職員

国の基準を準用

国の基準を準用

省令（厚生労働省令第63号）による国の基準 分類
区の考え方

事業の一般原則

国の基準を準用


