
 

 

 

  「長野市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例」の制定について 

                                             

１ 条例制定の趣旨 

本条例は、第８次地方分権一括法により、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 

（保育所型・幼稚園型・地方裁量型）の認定等の事務・権限が都道府県から中核市に移譲

されることに伴い、本市が認定要件について定めるものである。 

 

２ 長野市内の教育・保育施設の設置状況（H30.12.１現在） 

区分 施設類型 施設数 定員 対象 
認可 
認定 

保

育

所 

認可保育所 

公立 保育所 37 3,251 

０～５歳 

━ 

私立 保育所 37 4,570 
長野市
認可 

家庭的保育事業等 

（地域型保育事業） 

小規模保育事業  ２ 27 

０～２歳 
長野市
認可 

家庭的保育事業 ０ ０ 

事業所内保育事業 １ 15 

居宅訪問型保育事業 ０ ０ 

認可外保育施設 

企業主導型保育事業 ８ 178 ０～５歳 

━ 事業所内保育施設 13 182 

規定なし 

その他施設 22 352 

認

定

こ

ど

も

園 

幼保連携型 
（学校かつ児童福祉施設） 

公立 幼保連携型認定こども園 １ 130 

０～５歳 

━ 

私立 幼保連携型認定こども園 ８ 1,725 
長野市
認可 

幼稚園型 
（幼稚園+保育所機能） 

私立 幼稚園型認定こども園 ３ 342 

０～５歳 

長野県 
認定 

保育所型 
（保育所+幼稚園機能） 

公立 保育所型認定こども園 １ 72 ━ 

私立 保育所型認定こども園 １ 185 
長野県
認定 

地方裁量型 
（保育所機能+幼稚園機能） 地方裁量型認定こども園 ０ ０ 

長野県 
認定 

幼稚園 

幼稚園 
（子ども・子育て支援新制度移行） 

１ 55 

３～５歳 
長野県
認可 

幼稚園 18 4,200 

※認可外保育施設の定員は届出の人数 

   施設のない居宅訪問型保育事業（認可外）届出件数 ５件 

１ 
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３ 条例の主な内容 

項目 市条例 国・県の基準 

職
員
の
配
置
等 

職員配置 ０歳児     ３人につき１人以上 

１・２歳児   ６人につき１人以上 

３歳児    20人につき１人以上 

４・５歳児  30人につき１人以上 

ただし、職員は常時２人を下回ってならない。 

国及び県の基準と同様 

学級編成 ・満３歳以上の子どもの共通利用時間（４時間程度）は

学級を編成し、各学級に１人以上の職員（学級担任）を

置かなければならない。 

・１学級のこどもの人数は 30人以下を原則とする。 

県の基準と同様 

 

国基準 

・35人以下 

職員資格 0～２歳児 保育士 

３～５歳児 幼稚園教諭又は保育士 

学級担任  原則幼稚園教諭 

国及び県の基準と同様 

施

設

整

備 

園舎 ・園舎の面積 

（満３歳未満児の保育の用に供する部分を除く。） 

１学級     180㎡ 

２学級     320㎡ 

３学級以上  １学級につき 100㎡増 

国基準と同様 

 

県基準 

・施設整備の内装等に

は、木材を利用するよう

努める。 

・食事の内容は、県産

の農畜産物等を利用し

たものとするように努め

る。 

屋外遊戯

場 

・屋外遊戯場面積（㎡） 

(1) 保育所型及び地方裁量型 

満２歳以上の子ども 1人につき 3.3㎡以上 

(2) 幼稚園型及び地方裁量型 

ア ２学級以下 

330＋30×（学級数－１）＋3.3×満２歳以上満３

歳未満の子どもの数 

イ ３学級以上 

400＋80×（学級数－３）＋3.3×満２歳以上満３

歳未満の子どもの数 

食事 ・食事の提供は園内で調理しなければならない。 

ただし、満３歳以上の子どもに対する食事の提供は、

次の要件を満たす場合に限り、園外で調理し搬入する

方法を行うことができる。 

(1) 食事の提供における責任の明確化と監督体制及び 

契約内容の確保 

(2) 栄養士による必要な配慮の実施 

(3) 業務を適切に遂行する外部搬入事業者の確保 

(4) 年齢及び発達段階や健康状態、アレルギー等への 

十分な配慮 

(5) 食育に関する計画に基づく食事の提供 

・園外で調理し搬入する場合、加熱・保存等の調理機能

を有する設備を整えるものとする。 

３ 



 

項目 市条例 国・県の基準 

施
設
整
備 

保育室等

の面積 

 

乳児室     １人につき 1.65㎡以上 

ほふく室    １人につき 3.3㎡以上 

保育室又は遊戯室 １人につき 1.98㎡以上 

国及び県の基準と同様 

教育及び保育の

内容 

・幼稚園における教育課程及び保育所における保育計

画を併せ持つ全体的な計画を作成しなければならない。

その計画に基づく指導計画を作成し、これらの計画に沿

った教育及び保育を提供しなければならない。 

国及び県の基準と同様 

小学校等との連

携 

・子どもの教育及び保育に関する情報を積極的に共有

すること等により、小学校等との連携を図らなければな

らない。 

国及び県の基準と同様 

職員の資質向上 ・職員の資質向上に必要な研修に関する計画を作成し、

計画に沿った研修機会を確保しなければならない。 

国及び県の基準と同様 

子育て支援事業

の実施 

・地域の子ども及び保護者が交流する場所の開設 

 ⇒週１日以上実施 

・子育て相談事業 

 ⇒全ての開園日に実施 

・省令で定める次の子育て支援事業のいずれかの事業

を実施 

(1) 相談、情報提供・助言・援助事業 

(2) 一時保護事業 

(3) 保護者と子育て援助団体等との連絡、調整事業 

(4) 子育て援助団体等への情報提供、助言事業 

県の基準と同様 

 

国基準 

・子育て相談、集いの

場など週３日以上開設

する体制を整えること。 

管理運営等 ・子どもの保育時間は 1日８時間を原則とする。 

・開園日数及び時間は、保護者の就労状況や地域の実

情に応じて定めなければならない。 

・園に関する情報を適切な方法により開示しなければな

らない。 

・特別な配慮が必要な子ども（児童虐待防止、障害のあ

る子ども等）の入園の選考を公平に行い、受入れについ

て市等と連携を図らなければならない。 

・防災体制、防犯体制その他子どもの健康・安全を確保

する体制を整備しなければならない。 

・事故等発生の場合の補償を円滑に行うことができるよ

う、適切な措置を講じなければならない。 

・自己評価及び外部評価等を行い、公表しなければなら

ない。 

国及び県の基準と同様 

 

４ 条例施行期日 

平成 31年４月 1日から施行する。 

４ 


