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子ども・子育て支援新制度に係る条例案の概要について（案） 

 

 

 

Ⅰ  条例の趣旨 

平成 24 年８月に制定された子ども・子育て支援の新たな仕組みに関する３つの法律（子ど

も・子育て関連３法）である「子ども・子育て支援法」、「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」及び「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一

部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき、子ども・子育て支援の新た

な制度が創設されました。 

この新たな制度のもと、教育・保育施設及び地域型保育事業の認可等に当たり、当該施設等

の必要な環境の確保を図り、もって子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な

教育並びに保育の水準の確保の保障に資するため、条例により次の基準を定めるものです。 

 

・ （仮称）長野市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準 

・ （仮称）長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

・ 長野市特定児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

・ （仮称）長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

・ （仮称）長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

 

また、当該制度のもと、関連して整備する条例等は、次のとおりです。 

・ 長野市保育所設置及び使用条例の一部を改正する条例 

・ 長野市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

・ 長野市社会福祉審議会条例 

 

Ⅱ  「従うべき基準」と「参酌すべき基準」 

府省令では、国の基準を「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に区分しています。 

条例は、それぞれの基準に基づき定める必要があります。 

この「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の定義は、次表のとおりです。 

従うべき基準 

【定義】 

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範

囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許

されないもの 

※ 「従うべき基準」を下回る内容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内で、

地域の実情に応じ「従うべき基準」を上回る内容を定めることは許容される。 

 

 

 

 

 

 

参酌すべき基準 

【定義】 

地方自治体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許

容されるもの 

 

資料２－１－１ 

第２回長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

平成26年７月15日  こども政策課作成 
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Ⅲ 条例案の概要  

１  （仮称）長野市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概  

  要 

(1) 条例の目的 

「（仮称）長野市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例」は、

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（平成 24 年法

律第 66 号。以下「認定こども園法」という。）第 13 条第１項の規定に基づき、長野市

の監督に属する幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定めることにより、

当該施設の必要な環境の確保を図り、もって子どもの身体的、精神的及び社会的な発達の

ために必要な教育並びに保育の水準の確保の保障に資することを目的とするものです。 

 

(2) 条例で基準を定める幼保連携型認定こども園 

長野市の監督に属する幼保連携型認定こども園 

 

(3) 「従うべき基準」と「参酌すべき基準」 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成 26 年

内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「主務省令」という。）では、国の基準を

「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に区分しています。 

この「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の内容は次表のとおりです。 

従うべき基準 

【内容】※認定こども園法第 13 条第２項 

①幼保連携型認定こども園における学級の編制、配置するべき園長・保育教諭・その他の職員、

その員数 

②幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積その他設備に関する事項であって、子どもの

健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの 

③幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって、子どもの適切な処遇の確保、秘密の

保持、子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの 

 

 

(4) 条例制定に係る基本的な考え方 

ア 学校かつ児童福祉施設たる「単一の施設」としての幼保連携型認定こども園にふさわ

しい「単一の基準」とします。 

イ 新たな幼保連携型認定こども園の質を確保し、向上させる観点から、現行の幼保連携

型認定こども園に適用されている基準を基礎とした上で、以下の方針で基準を策定しま

す。 

・ 幼稚園と保育所の基準の内容が異なる事項は高い水準を引き継ぎます。 

・ 幼稚園と保育所のいずれかのみに適用がある事項は、学校かつ児童福祉施設としての

性格に鑑み、両者の実務に支障のない形で引き継ぎます。 

施設名 施設の概要 

幼保連携型 

認定こども園 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに対

する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの

子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助

長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする施設 

参酌すべき基準 

【内容】※認定こども園法第 13 条第２項 

主務省令のうち「従うべき基準」以外の基準 
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・ 認定こども園に特有の事項で幼稚園・保育所の基準に定めがない事項は、現行の認定

こども園の基準を参考としつつ、基準として追加すべき内容を整理します。 

ウ  条例の制定に当たっては、主務省令で定める国の基準と異なる、又は上回る基準とす

べき地域の実情及び特性がない場合は、国の基準どおりとし、地域の実情及び特性を勘

案し、それに応じた本市独自の内容を定めることが必要な場合は、本市独自の基準を定

めることとします。 

また、国の当該基準で規定されている以外の事項については、「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施行規則（仮称）」において定められ

るとともに、国から各種通知等が発出される予定であるため、今回の条例では規定しま

せん。 

なお、主務省令の各条項についての「長野市の考え方」は、別紙（資料 2－２長野市

幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子（案））のとおり

です。 

 

(5)  施行予定期日 

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

する法律の施行の日から施行予定とします。ただし、次（６その他）に示す理由から長野

市社会福祉審議会児童福祉専門分科会では、施行日前においても、当該準備行為として認

定こども園法第 25 条のその権限に属させられた事項（同法第 17 条第３項の規定に係る

ものに限る。）について調査審議することができるとします。 

 

(6)  その他 

  新制度では、幼保連携型認定こども園の認可、閉鎖、取消し等をしようとするときは、

当該認定こども園の認可等に関する合議体を置き、当該合議体の意見聴取を義務付けてい

ます（認定こども園法第 17 条第３項、第 21 条第２項、第 22 条第２項及び第 25 条）。 

 

２ （仮称）長野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案の概要 

  (1) 条例の目的 

「（仮称）長野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」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）の規定により、家庭的保育事業等（法第 24 条第 2 項に規定する家庭的保育

事業等をいう。以下同じ。）の設備及び運営についての基準について定めることにより、利

用する乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受

けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されること目的とするも

のです。 

 

(2) 条例で基準を定める長野市家庭的保育事業等 

児童福祉法による認可を受けて、保育を必要とする満３歳未満の乳幼児の保育を行う事

業で、下表のように分類されます。 

施設名 施設の概要 

家庭的保育事業 家庭的な雰囲気の下、少人数を対象にしたきめ細やかな保育を実施

利用定員は５人以下 

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、きめ細やかな

保育を実施 

 Ａ型 保育所分園に近い類型 

利用定員は 6 人以上 19 人以下 

保育士、嘱託医及び調理員を置く。 
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Ｂ型 Ａ型とＣ型の中間的な類型 

利用定員は 6 人以上 19 人以下 

保育士、保育従事者、嘱託医及び調理員を置く。（経過措置あり） 

Ｃ型 家庭的保育を複数のグループで行う類型 

利用定員は 6 人以上 10 人以下 

家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置く。（経過措置あり） 

居宅訪問型保育事業 保護者・子どもの居宅において、１対１を基本とするきめ細やかな

保育を実施 

利用定員は１対１が基本 

事業所内保育事業  企業等が福利厚生施設として従業員の子どもに保育を実施するほ

か、地域の保育を必要とする子どもにも保育を実施 

利用定員の上限規定はなし 

 

(3) 「従うべき基準」と「参酌すべき基準」 

省令（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「省令」という。）では、国の基準を「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に区

分しています。 

この「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の内容は次表のとおりです。 

従うべき基準 

【内容】※児童福祉法第 34 条の 16 第 2 項 

①家庭的保育事業等に従事する者及びその員数 

②家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並

びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして省令で定めるもの 

 

 

(4) 条例制定に係る基本的な考え方 

ア   利用する乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、適切な職員による保育の提供

を受けることで、心身ともに健やかに育成されることに必要な基準とします。 

イ   条例の制定に当たっては、省令で定める国の基準と異なる、又は上回る基準とすべき

地域の実情及び特性がない場合は、国の基準どおりとし、地域の実情及び特性を勘案し、

それに応じた本市独自の内容を定めることが必要な場合は、本市独自の基準を定めるこ

ととします。 

なお、省令の各条項についての「長野市の考え方」は、別紙（資料 2－３ 長野市家

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骨子（案））のとおりです。 

 

(5) 施行予定期日 

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予定とします。 

 

３ 長野市特定児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の概 

 要 

  (1) 趣旨 

ア 子ども・子育て支援新制度の中で、保育所については、特定教育・保育施設として、 

①「児童福祉施設（保育所等）の設備及び運営に関する基準」を満たすことに加え、 

参酌すべき基準 

【内容】 

省令のうち「従うべき基準」以外の基準 
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②「特定教育・保育施設（保育所又は認定こども園）として運営に関する基準」を満た

すことが、求められることとされており、これらは内容も相互密接に相まっているこ

とから整合性をとる必要があります。 

  イ 平成25年６月に閣議決定された「日本再興戦略」及び「規制改革実施計画」において、

保育室などを４階以上に設置する場合の避難用の施設や設備の設置要件の見直しについ

て「同等の安全性と代替手段を前提として」検討を行うこととされたことから、「保育

所における屋外階段設置要件に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、国基準が改正さ

れることに伴い改正を行うものです。 

ウ （仮称）長野市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する条例の施行に伴い整

合性を取るものです。 

エ 平成26年２月14日付、「児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の一部を改正

する省令」（平成26年厚生省令第10号）の交付により、条例施行規則の改正を行うも

のです。 

 

(2) 概要 

  ア 「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」との整合性を図

る観点から、保育所について、施設の運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならないものを、次のとおり定めます。 

①施設の目的及び運営の方針 

②提供する保育の内容 

③職員の職種、員数及び職務の内容 

④保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

⑤保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

⑥乳児、満３歳に満たない幼児及び満３歳以上の幼児の区分ごとの利用定員 

⑦保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

⑧緊急時等における対応方法 

⑨非常災害対策 

⑩虐待の防止のための措置に関する事項 

⑪保育所の運営に関する事項 

 

 ※従来は、児童福祉施設として以下を定める必要があった。 

①入所する者の援助に関する事項 

②その他施設の管理についての重要事項 

 

イ 保育室などを４階以上に設置する場合の、避難用階段などの設置要件を見直します。 

（下線部を追加） 

＜従来＞ 

４階以上 

常用 

屋内避難階段又は特別避難階段 

屋外避難階段 

避難用 屋外避難階段 

 

＜改正後＞ 

４階以上 

常用 

屋内避難階段又は特別避難階段 

屋外避難階段 

避難用 

特別避難階段に準じた屋内避難階段（排煙設備を有するもの） 

又は特別避難階段 

屋外傾斜路 

屋外避難階段 
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ウ 「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」との整合性を図

る観点から、保育所において、以下の取扱いを実施します。 

①自ら行う業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

②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。 

   エ 厚生労働省令の施行に伴うその他の改正をします。 

オ 「児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の一部を改正する省令（平成26年厚生

労働省令第10号）」の施行により改正します。 

 

   【改正内容】 

○保健師又は看護士を１人に限って保育士と見なすことができる 

＜従 来＞ ＜改正後＞ 

乳児６人以上を入所させる保育所 乳児４人以上を入所させる保育所 

 

 (3)  条例改正に係る考え方 

    条例の改正に当たっては、省令で定める国の基準と異なる、又は上回る基準とすべき地

域の実情及び特性がない場合は、国の基準どおりとし、地域の実情及び特性を勘案し、そ

れに応じた本市独自の内容を定めることが必要な場合は、本市独自の基準を定めることと

します。 

「長野市の考え方」は、別紙（資料２－４長野市特定児童福祉施設の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例骨子（案））のとおりです。 

 

(4)  施行予定期日 

ア 上記(2) ア～エについて  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

係法令の整備に関する法律の施行の日から施行予定としま

す。 

    イ 上記(2) オについて     告示の日から施行予定とします。 

 

４ （仮称）長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要 

  (1) 条例の目的 

「（仮称）長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」は、

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」

という。）第 34 条の８の２第１項の規定に基づき、市長の監督に属する放課後児童健全

育成事業を利用している児童（以下「利用者」という。）が、明るくて、衛生的な環境に

おいて、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに

育成されることを保障するものです。 

 

(2) 条例で基準を定める放課後児童健全育成事業 

長野市の監督に属する放課後児童健全育成事業 

 

(3) 「従うべき基準」と「参酌すべき基準」 

事業名 事業の概要 

放課後児童健

全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業

の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。主に

児童館・児童センターを活用し、実施している。 
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省令（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令

第 63 号。以下「省令」という。）では、国の基準を「従うべき基準」と「参酌すべき基準」

に区分しています。 

この「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の内容は次表のとおりです。 

従うべき基準 

【内容】※放課後児童健全育成事業（児童福祉法第 34 条の 8 の 2 第 2 項） 

①放課後児童健全育成事業に「従事する者」及び「その員数」 

 

 

(4)  条例制定に係る基本的な考え方 

  条例の制定に当たっては、省令で定める国の基準と異なる、又は上回る基準とすべき地 

域の実情及び特性がない場合は、国の基準どおりとし、地域の実情及び特性を勘案し、そ 

れに応じた本市独自の内容を定めることが必要な場合は、本市独自の基準を定めることと 

します。 

また、国から各種通知等が発出される予定であるため、今回の条例では規定しません。 

なお、省令の各条項についての「長野市の考え方」は、別紙（資料 2－５ 長野市放課 

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子（案））のとおりです。 

 

(5)  施行予定期日 

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の施行

の日から施行予定とします。 

 

(6) その他 

長野市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

ア  児童福祉法の改正に基づき、対象とする児童が「小学校に就学しているおおむね 10

歳未満の児童」から「小学校に就学している児童」と改正されることに伴い、本基準条

例の制定をするとともに、条例施行規則の改正を行うものです（児童福祉法第６条第３

項の２）。 

イ 上記を踏まえ、施行予定期日は、本基準条例と同様とします。 

 

５ （仮称）長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例案の概要 

  (1) 条例の目的 

「（仮称）長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例」は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）

第 34 条第２項及び第 46 条第 2 項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業（以下「特定教育・保育施設等」という。）の運営に関する基準を定めることによ

り、特定教育・保育施設等における良質かつ適切な内容及び水準の教育及び保育の提供を

図り、もって子どもが健やかに成長するための適切な環境の確保を目的とするものです。 

 

(2) 条例で基準を定める特定教育・保育施設等 

 

長野市の確認を受ける教育・保育施設及び地域型保育事業 

参酌すべき基準 

【内容】※児童福祉法第 34 条の 8 の 2 第 2 項 

省令のうち「従うべき基準」以外の基準 
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(3) 「従うべき基準」と「参酌すべき基準」 

内閣府令（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（平成 26

年内閣府令第 39 号）。）では、国の基準を「従うべき基準」と「参酌すべき基準」に区分

しています。 

この「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の内容は次表のとおりです。 

従うべき基準 

【内容】※子ども・子育て支援法第３４条第３項及び第 46 条第３項 

① 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員 

② 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事項であって、小学校就学前子

どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関

連するものとして内閣府令で定めるもの 

 

(4) 条例制定に係る基本的な考え方 

ア 特定教育・保育施設等の提供する教育・保育が、施設型給付費又は地域型保育給費を

受け取るのにふさわしい良質かつ適切な内容及び水準を満たす基準とします。 

イ  条例の制定に当たっては、府令で定める国の基準と異なる、又は上回る基準とすべき

地域の実情及び特性がない場合は、国の基準どおりとし、地域の実情及び特性を勘案し、

それに応じた本市独自の内容を定めることが必要な場合は、本市独自の基準を定めるこ

ととします。 

また国の当該基準で規定されている以外の事項については、「子ども・子育て支援法律

施行規則」において定められるとともに、国から各種通知等が発出される予定であるた

め、今回の条例では規定しません。 

なお、内閣府令の各条項についての「長野市の考え方」は、別紙（資料２－６長野市

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を定める条例骨子（案））

のとおりです。 

 

(5)  施行予定期日 

子ども・子育て支援法の施行の日から施行予定とします。 

ただし、第 7 条及び第 40 条の規定により、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育

所に限る)及び特定地域型保育事業の利用に係る市のあっせん、調整及び要請は、この条例

の施行前においても行うことができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

施設及び事業 施設及び事業の概要 

教育・保育施

設及び地域型

保育事業 

支給認定子どもに対し、支給認定の有効期間内において、教育・保育を提供する

市町村が施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に係る施設として確認する

教育・保育施設（幼稚園、保育所及び認定こども園）及び地域型保育事業（家庭

的保育事業等） 

参酌すべき基準 

【内容】※子ども・子育て支援法第３４条第３項及び第 46 条第 3 項 

内閣府令のうち「従うべき基準」以外の基準 
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Ⅳ 主な論点 

  

 １ 条例制定等に係る基本的な考え方について（再掲） 

   条例の制定に当たっては、府省令で定める国の基準と異なる、又は上回る基準とすべき地 

域の実情及び特性がない場合は、国の基準どおりとし、地域の実情及び特性を勘案し、それ 

に応じた本市独自の内容を定めることが必要な場合は、本市独自の基準を定めることとして 

よいか。 

   なお、国基準と異なる基準とする項目については、次のとおりです（詳細については、別

紙２－２のとおり）。 

  ●幼保連携型認定こども園の学級の編制の基準について 

【国基準】 

１学級の園児数は、35 人以下を原則とする。 

【本市基準案】 

１学級の園児数は、30 人以下を原則とする。 

 

２ 幼保連携型認定こども園の認可等に関する合議体の設置について（再掲） 

ア  新制度では、幼保連携型認定こども園の認可、閉鎖、取消し等をしようとするときは、

これまでの認可基準の審査等に加え、当該認定こども園の認可等に関する合議体を置き、

当該合議体の意見聴取を義務付けています（認定こども園法第 17 条第３項、第 21 条第

２項、第 22 条第２項及び第 25 条）。 

イ これらの意見聴取について、審議先が特定されているものではありませんが、設置等の

認可に当たり、その適正性、公平性、専門性等を確保する観点から、長野市社会福祉審議

会児童福祉専門分科会で当該意見聴取を予定する保育所・家庭的保育事業等と趣旨を同一

にすると考えられます。 

ウ  上記を踏まえ、子ども・子育て支援新制度における認可等に関するものは、市民の意見

を反映し、専門的な知識を導入し、又は公正を確保するため、子どもの保護者、関係団体

及び学識経験を有する者等で構成する長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会で一体的

に審議することが望ましいと考えられることから、本条例附則において、長野市社会福祉

審議会条例の一部改正を行い、現行の児童福祉専門分科会を幼保連携型認定こども園の認

可等に関する意見聴取の場として活用することとしてよいか。 

 

 

 


