保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
１

認可外保育施設について
「認可外 保育施設 」とは 、乳児 又は幼児を保育することを目的とする施設であっ て、

児童福祉法や認定 こど も園法に基づく認可を受けていない（または認可を取り消され た）
施設を総称したも ので す。具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅 で
行うものや、少人 数の ものも含まれ、主に以下のように分類されます。
次のい ずれかを常時運営している施設
ベビーホテル

・夜８ 時以降の保育を行っている
・宿泊 を伴う保育を行っている
・利用 児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上

企業内保育施設

企業や 病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設

居宅訪問型保育

いわゆ るベビーシッター

その他の施設

上記以外の施設
※

２

フ ァミリー・サポート・センターの提供会員は、除く 。

認可外保育施設を開設するにあたって
子どもを預か るこ とは 、誰で も簡単にできそうなイメージがありますが、実際は 命を

預かる大変責任の重い仕事 です。
事業として成 り立 たせるには課 題が多く、安易に始めることはできません。
始める前に、認 可 外保育 施設に 関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

３

設置後の届出について
児童福祉法の 規定 により、認可 外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から １か

月以内に市長に対 する 届出が義務づけられています。
届出対象施設 に該 当する場合は 、越谷市長が定める設置届にご記入のうえ、必ず １か
月以内に届出をし てく ださい。
また、事業開 始後 、届出事項に 変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場 合に
も、届出が必要と なり ますので、ご留意ください。（児童福祉法第５９条の２）
なお、上記届 出を 怠ったり、虚 偽の届出をしたりした場合は、過料が課せられる 場合
があります。（児童 福 祉法第 ６２条 の４）
※

届出義務 のあ る施設（届出 対象施設）と義務のない施設（届出対象外施設） の区

分は、次のページ に掲 載しています。ただし、届出義務のない届出対象外施設で あっ
ても、越谷市の指 導監 督の対象となる場合があり、立入調査を受けることと、運 営状
況報告書を提出す るこ とは義務づけられますので、設置の連絡をお願いします。
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４

届出対象施設又は届出対象外施設の区分について
原則として、 １日 に保育する乳 幼児の数が１人以上の施設については、届出が必 要で

す。しかし、以下 のい ずれかに該当する施設は、届出の対象外です。
※ただし、届出 の対 象外の施設で あっても、届出対象施設と同様、市の指導監督の 対象
となることがあり ます 。
届出対象外施設
１

対象児童が限 定さ れるもの
①から⑥まで のよ うに、一時預かり児童を含めて、対象児童が限定されるも の。
対象児童の限 定に ついて、約款やパンフレット等の書面で確認できない場合 は、
届出 が 必 要 。 ま た 、 約 款 等 の 書面に 記載 され ていて も、実 態と して対象児 童 以
外の児 童が保育さ れて いる場合は、届出対象施設となる。
①

企 業内保育施 設で あって、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設
※令和元年(2019 年)7 月 1 日から全ての施設が届出対象となる。
また、企業主導型保育事業は開設時期に関わらず届出が必要となる。

②

店舗等 に おい て 、 商品 の 販売やサービスの提供をしている間に限り、顧客 の
乳幼児 のみを対象 に保 育を提供する施設
(例 )デパー ト 、自 動 車教習所、スポーツ施設、診療所等に設置される一 時
預かり 施設

③

親 族間の預か り合 い（設 置者の四親等内の親族を対象）

④

親 族や乳幼児 の保 護者と親しい友人・隣人等による預かり
広く 利 用者 を 募 集す る など不特定多数を対象に保育業を営んでいる者が 、
たまた ま親しい知 人や 隣人の子を預かる場合は届出対象

⑤

児童福 祉 法の 規 定 によ る 一時預かり事業の届出をしている施設であって、 当
該事業 の対象とな る乳 幼児のみの保育を行う施設
（児 童福祉法に 基づ く一時預かり事業として市の指導監督の対象となる。）

⑥

児童福 祉 法の 規 定 によ る 病児保育事業の届出をしている施設であって、当 該
事業の 対象となる 乳幼 児のみの保育を行う施設
（児 童福祉法に 基づ く病児保育事業として市の指導監督の対象となる。）

２

半年を限度と して 臨時に設置された施設
(例)ス キー 場や 、バーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設 等

３

幼稚園の設置 者が 幼稚園と併せて設置している施設（同一敷地内等）
（幼稚園の所轄 庁に よる幼稚園の指導監督の一環として指導の対象となる。）

５

運営状況の定期報告
全ての認可外 保育 施設（届出 対象外施設も含む。）は、毎年、運営状況報告をする 必要

があります。
また、重篤な 事故 等が生じた場 合や、２４時間かつ週のうち概ね５日以上入所し てい
るような長期滞在 児が いる場合にも報告が必要となります。
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６

サービス内容の掲示等について
届出対象とな る認 可外保育施設 を設置した場合は、利用者に対する情報提供とし て、

サービス内容の掲 示、 利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容 等
を記載した書面の 交付 を行わなければなりません。(児童福祉法第５９条の２の２〜 ４)
⑴

サービス内 容の 掲示(児 童福 祉法第５９条の２の２)
利用者の見 やす い場所に提供 する保育サービスの内容等を掲示することが必要 です 。
なお、居宅 訪問 型保育につい ては、書面の提示などにより周知を行ってくださ い。
(掲示内容)
・設置者の 氏名 又は名称及び 施設の管理者の氏名
・建物その 他の 設備の規模及 び構造
・施設の名 称及 び所在地
・事業を開 始し た年月日
・開所して いる 時間
・提供する サー ビスの内容及 び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき 額に
関する 事項 並び にこ れらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変
更のう ち直近のも のの 内容及びその理由
・利用定員
・保育士そ の他 の職員の配置 数又はその予定
・保育する 乳幼 児に関して契 約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携する 医療 機関の名称、 所在地及び提携内容
・緊急時に おけ る対応方法
・非常災害 対策
・虐待防止 のた めの措置に関 する事項

⑵

利用者に対 する 契約内容等の 説明(児童福祉法第５９条の２の３)
利用者に対 し、 サービスを利 用するための契約の内容及びその履行に関する事 項に
ついて説明するよ う努 めなければなりません。

⑶

契約時の書 面交 付(児童 福祉 法第５９条の２の４)
利用契約が 成立 した時は、そ の利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交 付す
ることが必要です 。
(書面交付内 容)
・設置者の 氏名 及び住所又は 名称及び所在地
・当該サー ビス の提供につき 利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名 称及 び所在地
・施設の管 理者 の氏名及び住 所
・当該利用 者に 対し提供する サービスの内容
・保育する 乳幼 児に関して契 約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携して いる 医療機関の名 称、所在地及び提携内容
・利用者か らの 苦情を受け付 ける担当職員の氏名及び連絡先

※

届出対象外 施設 には、児 童福 祉法上、サービス内容の掲示等の義務はありません が、
届出対象外施設で あっ ても、利用料金や保育サービスの内容等をあらかじめ利用 者に
説明し、理解を得 た上 でサービスの提供を行うことが望ましいでしょう。
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７

設備・運営等に係る基準
児童の安全確 保等 の観点から、 児童の処遇等の保育内容、保育者数、施設設備等 につ

いて、「認可 外保育 施 設指導 監督基 準」に適合しているとともに、建築基準法、消防 法、
食品衛生法、労働 基準 法等関係法令を遵守していることが必要です。
なお、事業開 始に あたっては別 途、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準 法等
に基づく届出等が 必要 な場合がありますので、あらかじめ関係機関にお問い合わせく だ
さい。
○

建築 基準法関 係
（建築住 宅課

電話 963-9235）

既存の建 物を 認可外保育施 設として使用する場合は、用途等に応じて求めら れる
基準へ 適合させる ため に改修が必要になる場合があります。また、面積等によっ て
用途変 更の手続き が別 途必要になります。そのほか、新築する場合には建築確認 申
請等が 必要になり ます ので、必要な手続きについて、あらかじめ確認してくださ い。
※
○

建築士 等の 専門家にも併 せてご相談されることをおすすめします。
消防 法関係
（消防本 部 予防課

電 話 974-0103

又は所轄の各消防署）

認可外保 育施 設を新たに開 設される場合は、その面積や建物収容人数等によって 、
消防法令に基づく所要の消防用設備等の設置や防火対象物使用開始届出書等の届
出が必 要になるこ とが あります。建物全体への消防用設備等の設置が必要な場合 も
ありま すので、計 画段 階で必ず確認してください。
○

食品 衛生法関 係
（保健所 生 活衛生 課(食 品衛生担当)

電話 973-7533）

認可外保 育施 設で給食を提 供する場合、提供形態や提供数によって保健所へ の届
出等が 必要になる こと があります。そのほか、必要となる手続きについてあらか じ
め確認 してくださ い。
○

労働 基準法関 係
（春日部 労働 基準監督署 賃金･労働条件･安全衛生
電話 048-735-5227
労働保険加入手続･労災保険給付 電話 048-735-5228）
認可外保 育施 設で労働者を 雇用する場合、労働基準監督署への届出等が必要 にな
ること があります 。そ のほか、必要となる手続きについてあらかじめ確認してく だ
さい。

８

越谷市長の行う指導監督の趣旨
越谷市長は、 保育 を目的とする 施設の運営（児童の処遇等の保育内容、保育者数 、施

設設備等）に対し て、 その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある 場
合は改善を求める など 、指導監督を行っています。
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９

指導監督の法的根拠
認可外保育施 設（ 届出対 象外施 設も含む。）であっても、児童福祉法に基づき市長 が必

要と認める事項を 報告 することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくことと な
っています。（児童 福 祉法第 ５９条 第１項）
この場合、正 当な 理由がないの に報告をしないことや虚偽の報告をすること、立 入調
査を拒むこと、忌 避す ること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった 場
合は、罰則の適用 もあ ります。（児 童福祉法第６２条第７号）

10

具体的な指導監督の内容
上記の根拠に 基づ き、
「 認可外保育施設指導監督基準」に沿って、指導監督を行い 、児

童の安全確保等の 観点 から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童 の
安全確保等の観点 から 看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従 わ
ない場合はその旨 の公 表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとな っ
ております。（児童 福 祉法第 ５９条 第３項〜第５項）
また、事業停 止や 施設閉 鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。
（児童福 祉法
第６１条の４）

11

市民への情報提供
届出対象施設 につ いては、施設 の基本情報（施設の名称や所在地、設置者名、利 用定

員等）ととも に、立 入調 査結果についても越谷市公式ホームページにおいて公表します 。
また、
「改善勧 告に従わないこ と」、
「事業停止命令」及び「事業閉鎖命令」について は、
届出対象施設であ るか 否かに関わらず、公表の対象とします。

12

幼児教育を目的とする施設の取扱い
幼 稚園 以 外 で 幼 児 教 育 や 教 育 的 カ リキ ュ ラムを 目的 と す る施 設 (居宅 訪問 型 保育 を 除

く)について は、保 育 の実態 がある かどうかで、判断します。
保育の実態に つい ては、プログ ラム内容、活動頻度、サービス提供時間の長さ、 対象
年齢などの運営状 況に より判断しますが、次のいずれかに該当する場合は、保育の実 態
があるものと判断 し、 届出対象施設として取り扱い、市の指導監督の対象となります 。
①

保護者 と離 れて、１日４ 時間以上、週５日以上かつ年間３９週以上教育を 実施

②

保護者 と離 れて、年間７ ８０時間以上教育を実施

上記の時間に 満た ない場合であ っても、施設側の自主的な判断により、保育の実 態が
あるものとして認 可外 保育施設の設置連絡が提出された場合には、届出対象外施設と し
て取り扱います。 その 場合は、市の指導監督の対象となりますので、ご注意ください 。
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◎施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分にご配慮して
いただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた
場合は、これに従って、改善措置をとるようにしてください。
お問 い合わせ
越谷市 子ども家庭部 子ども育成課 総務管理担 当
電話：９６３−９１９７（直 通）
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