
保育所等における保育⼠配置に係る特例について

１ 国の動き

近年、待機児童対策として、全国的に保育の受け⽫拡⼤を⼤幅に進めている状況下で、保育

の担い手の確保が喫緊の課題となっている。

国は、保育における労働⼒需要に対応するよう、保育の質を落とさずに、保育⼠が⾏う業務

について要件を⼀定程度柔軟化することにより、保育の担い⼿の裾野を広げるとともに、保育

⼠の勤務環境の改善（就業継続⽀援）につなげるため、設備運営基準の⼀部改正を⾏い、当分

の間、保育⼠配置について特例的運⽤を可能とした。（家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の⼀部を改正する省令について（平成28年４⽉ 1⽇施⾏））

それを受けて県の対応は以下のとおりである。

２ 県の対応

都道府県等は主務省令等に基づき、保育所、幼保連携型認定こども園並びに幼保連携型以外

の認定こども園の設備及び運営に関する基準を条例で定めている。

このたび、主務省令等が改正され、各施設に配置すべき保育⼠等の数に関する特例が「当分

の間」として設けられたことから、主務省令等の改正内容に準じて、保育所、幼保連携型認定

こども園並びに幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に関する基準条例が改正された。

(1)改正された条例等について

・児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施⾏規則

・幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例

・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

(2)条例の改正概要について

要件緩和に伴う条例改正の考え⽅は、どの施設においてもおおむね共通のため、保育所

を例とする。

① 朝夕等の保育士配置の要件弾力化

保育所においては、配置基準により算出される保育士の数が 1人となる場合であっ

ても、保育士を2⼈以上配置することが児童福祉施設基準条例で求められていると

ころであるが、乳児⼜は幼児の年齢別の配置基準を超えて保育⼠を配置している時

間帯に限って、2人配置する保育士のうち1人を、知事が保育⼠と同等の知識及び

経験を有すると認める者(※)をもって代えることができることとする。

② 幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭の活用

配置基準上必要となる保育士の数の算定について、必要保育士数の 3分の 1を超え

ない範囲で小学校教諭、幼稚園教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を保育士

とみなすことができることとする。（幼稚園教諭は３〜５歳児を中⼼に保育するこ

とが望ましく、幼稚園教諭等が保育にあたる際は子育て支援員研修の受講を促すこ

ととする。）

③ 研修代替要員等の加配人員における保育士資格要件の弾力化

保育所においては、11 時間開所で保育士 1 ⼈あたり最⻑８時間労働としているこ

と等により、本条例上必要となる保育⼠に追加して雇い⼊れることが必要となる保
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育士について、知事が保育⼠と同等の知識及び経験を有すると認める者(※)をもっ

て代えることができることとする。

３ 飯田市への影響

○保育所や幼保連携型認定こども園等の教育・保育施設については、県の条例により規定さ

れている。

○⻑野県は、保育所の職員配置に係る特例における「知事が保育⼠と同等の知識及び経験を

有する者」を、当分の間「市⻑が保育⼠と同等の知識及び経験を有すると認める者」とし

て取り扱うこととした。

４ 飯田市としての対応

○市⻑が認める者の要件の扱いについて

【要件】国の通知では、

ｱ) 保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある者（常勤で 1年相当程度）

ｲ) 家庭的保育者(※)

ｳ) ⼦育て⽀援員研修のうち地域型保育コースを修了した者

等が想定されるとされている。（地方自治法に基づく技術的な助言）

※家庭的保育者とは、

・飯⽥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

市⻑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

ると市⻑が認める者であって、次の各号に該当するものとする。

(1)保育を⾏っている乳幼児の保育に専念できる者

(2)児童福祉法第18条の５各号及び第34条の20第１項第４号のいずれにも該当

しない者

(1)当市としての考え方（資料２-１参照）

① 朝⼣等の保育⼠配置の要件弾⼒化

・基本的には保育士１人対応可能となる場合の短い時間に限定され、補助者としての

意味合いが強いことから、問題ないと判断する。さらに、「市⻑が認める者」の要

件により、配置職員の質を担保する。

② 幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭の活用

・いずれも免許ある有資格者であり、一定の質は担保されると判断する。

③ 研修代替要員等の加配⼈員における保育⼠資格要件の弾⼒化

・対応が想定される対象範囲：研修代替要員、年休代替要員など。

・保育資格を有しない者が、年休代替として保育を⾏う場合があり得るなど、保育の

質に直接的に関わる可能性があるが、「市⻑が認める者」の要件により、配置職員

の質は担保されると判断する。

(2)保育⼠と同等の知識及び経験を有すると市⻑が認めた者の要件を、次のとおり規定した

い。

① 保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある者（常勤で 1年相当程度）

② 家庭的保育者

③ ⼦育て⽀援員研修のうち地域型保育コースを修了した者



５ 飯⽥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

国における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正においては、同基準の

第 29 条第２項及び第 44 条第２項に規定する小規模保育事業所 A 型及び保育所型事業所内保

育事業所における保育⼠配置について、保育所・認定こども園等と同様の特例を設けることと

した。

このことを受け、「飯⽥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

⼀部改正を⾏うこととしたい。改正の内容としては、附則に次の 4 条を加える。

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例）

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第 27

条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑

み、当分の間、第 30 条第２項各号又は第 45 条第２項各号に定める数の合計数が１とな

る時は、第 30 条第２項又は第 45 条第２項に規定する保育士の数は１人以上とすること

ができる。ただし、配置される保育士の数が１人となる時は、当該保育士に加えて、保

育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。

第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、第 30 条第２項又は第 45 条第２項に規定する保育

士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。）

を有する者を、保育士とみなすことができる。

第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規模

保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この条において「小規模保育事

業所Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規

模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を

超えるときは、第 30 条第２項又は第 45 条第２項に規定する保育士の数の算定について

は、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要

となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差

し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

第９条 前２条の規定を適用する時は、保育士（法第 18 条の 18 第１項の登録を受けた者

をいい、第 30 条第３項若しくは第 45 条第３項又は前２条の規定により保育士とみなさ

れる者を除く。）を、保育士の数（前２条の規定の適用がないとした場合の第 30 条第２

項又は第 45 条第２項により算定されるものをいう。）の３分の２以上、置かなければな

らない。

【参考：家庭的保育事業等（地域型保育）の類型】いずれも原則０〜2 歳（未満児）

類型 内容

家庭的保育 利⽤定員を 5 ⼈以下とし、保育者の居宅等の場所で、家庭的な雰囲気

のもと、きめ細かな保育を⾏います。（従事する職員は家庭的保育者で

可）

小規模保育 利⽤定員を６⼈以上 19 人以下とし、家庭的保育に近い雰囲気のもと、

きめ細かな保育を⾏います。

・A型（保育所分園に近いもの；従事する職員は有資格者）

・B型（A型と C型の中間的なもの；従事する職員の1/2 が有資格者）

・C型（家庭的保育に近いもの；従事する職員は家庭的保育者で可）

※C型は利⽤定員 6 人以上 10人以下

居宅訪問型保育 保育を必要とする⼦どもの居宅において、１対１で保育を実施します。



※居宅訪問型保育事業者の保育提供対象者

①障がい、疾病等で集団保育が著しく困難な場合

②他の特定教育・保育施設や地域型保育事業での利⽤定員の減少な

どにより、継続的に当該事業を利⽤する場合

③市があっせん又は要請したが、他の特定教育・保育施設や地域型

保育事業を利⽤することが困難な場合

④⺟⼦家庭等で、保護者が夜間や深夜の勤務に従事するなどで、必

要性が高いと市が認める場合

（従事する職員は家庭的保育者で可）

事業所内保育 企業が従業員の仕事と育児の両⽴⽀援策として実施します。従業員の

子どものほか、地域において保育を必要とする子どもを一緒に保育し

ます。

・保育所型事業所内保育［利⽤定員が 20 人以上］（従事する職員は有

資格者）

・⼩規模型事業所内保育［利⽤定員が 19 人以下］（従事する職員の 1/2

が有資格者）



① 朝⼣等の保育⼠配置の要件弾⼒化

現⾏ 改正後 参考 飯田市の考え方 具体的な取扱い

・小規模保育事業

所Ａ型

・保育所型事業所

内保育事業所

朝夕などの、児童が少ない時

間帯であっても、1 施設に保

育士は最低２人必要。

当分の間、保育士 2人のうち、

1 人に限り保育士資格を有し

ない者（飯⽥市⻑が保育⼠と

同等の知識及び経験を有する

者と認める者。）の配置を認め

る。

・乳児 3人につき1人

・１〜２歳 6 人につき 1人

・３歳 20 人につき 1

人

・4歳以上 30 人につき1人

基本的には、保育士 1人対応

可能となる場合の短い時間帯

に限定され、補助者としての

意味合いが強いことから問題

ないと判断する。さらに「市

⻑が認める者」の要件により

配置職員の質を担保する。

（要件）次のいずれかに該当

する者とする。

・保育所等で保育業務に従事

した期間が十分ある者

・家庭的保育者

・子育て支援員研修等の必要

な研修を修了した者

② 幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭の活用

現⾏ 改正後 参考 飯田市の考え方 具体的な取扱い

・小規模保育事業

所Ａ型

・保育所型事業所

内保育事業所

幼稚園教諭、小学校教諭、養

護教諭の配置は認められてい

ない。

当分の間、幼稚園教諭、小学

校教諭、養護教諭も、保育士

とみなして配置を認める（た

だし、基準上の配置保育士の

1/3 を超えない範囲とする）。

・幼稚園教諭：主に 3〜５歳

・小学校教諭：主に 5歳

・養護教諭：年齢要件なし

・子育て支援員研修等の受講

の促し

いずれも免許のある有資格者

であり、一定の質は担保され

ると判断する。

（運用）子育て支援員研修等

の受講を促す。

未受講の場合は、

・幼稚園教諭：主に３〜5 歳

・小学校教諭：主に 5歳

への保育従事とする。

③ 研修代替要員等の加配⼈員における保育⼠資格要件の弾⼒化

現⾏ 改正後 参考 飯田市の考え方 具体的な取扱い

・小規模保育事業

所Ａ型

・保育所型事業所

内保育事業所

認可基準上必要な保育士数の

ほか、勤務シフト等の体制を

柔軟にするために必要な人員

等についても、保育士で満た

す必要がある。

当分の間、認可基準以外の人

員について、保育士資格を有

しない者の活用を認める（た

だし、基準上の配置保育士の

1/3 を超えない範囲とする）。

左記の対応が想定される対象

範囲（研修代替要員、年休代

替要員、休憩保育士など）

保育士資格を有しない者が、

年休代替職員として保育を⾏

う場合があり得るなど、保育

の質に直接的に関わる可能性

があるが、「市⻑が認める者」

の要件により配置職員の質は

担保されると判断する。

（要件）次のいずれかに該当

する者とする。

・保育所等で保育業務に従事

した期間が十分ある者

・家庭的保育者

・子育て支援員研修等の必要

な研修を修了した者

国の特例の具体的な内容と飯⽥市の考え⽅・取扱い

待機児童を解消し、受け皿拡大が⼀段落するまでの緊急的・時限的なものとして整理し、改正された国の基準 飯田市の考え方や具体的な取扱いについて
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