資料７
家庭的保育事業等の連携施設の確保及び運用等に関するガイドライン
策定日：令和２年４月１日
改正日：令和３年６月１５日
船橋市子育て支援部
１

策定の目的
このガイドラインは、家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下

同じ。）が、船橋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（平成２６
年船橋市条例第３３号。以下「条例」という。）第７条第１項に規定する連携協力を行う施
設（以下「連携施設」という。
）を確保するにあたり、保育所、幼稚園及び認定こども園の
設置者と円滑に協議を行えるよう、連携施設に関する要件及び連携協力の内容等に関する
船橋市の考え方を示すことにより、家庭的保育事業者等による適切な連携施設の確保並び
に各連携施設による卒園児の受け入れに関する統一的な運用を図ることを目的として策定
する。
２

連携施設の設定
家庭的保育事業者等は、本ガイドラインにより、家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事
業を除く。以下同じ）を実施する場所（以下「事業実施場所」という）の立地や近隣施設の
配置状況等を勘案しながら、連携を希望する施設と自ら協議や調整を行い、
『保育内容の支
援』、『代替保育の提供』
、
『卒園児の優先的受入れ』に係る連携施設を確保する。
家庭的保育事業者等が、自ら積極的に連携協力の確保に向けた取組みを行ったにもかか
わらず、なお、連携施設の確保が困難な場合は、市は、当該家庭的保育事業者等の求めに
応じて、本ガイドラインに基づき、近隣の保育所等の調整を行う。
なお、連携協力の内容に応じて、複数の連携施設を確保することや、連携施設が複数の
家庭的保育事業等に対して連携協力を行うことも可能とする。

３

連携施設の要件及び連携協力の具体的内容等
連携施設は、家庭的保育事業等やその在園児が実際に支援を受けられるものでなければ

ならない。そのため、連携協力の内容に応じて、次の（１）～（３）に掲げる要件を満たす
ことを基本とする。
また、既に確保した連携施設についても、複数年継続して支援を受けられていないなど、
連携施設としての実行性が伴っていない場合には、本ガイドラインに基づき、新たな連携
施設を適切に確保するものとする。
（１）保育内容の支援（条例第７条第１項第１号）
ア 連携施設の所在地
保育内容の支援のうち、合同保育や園庭開放など、園児が施設間の移動を伴う際は、園
児が日常的に移動可能な距離に連携施設を確保することを基本とするが、近隣に連携協力
を得られる施設がないなど、事業実施場所から離れた位置に連携施設を確保せざるを得な
い場合には、連携施設によるバス送迎を行うなど、具体的な対策を講じること。

イ 保育内容の支援に係る連携協力の具体的内容
保育内容の支援に係る連携協力の具体的な内容等は下表のとおりとし、下表の項目中、
少なくとも１項目以上設定すること。
＜具体的な内容等＞
項目
相談・助言

内容等
日常の保育業務、個々の在園児に対する保育内容のほか、保護者
や家庭への支援等について、連携施設へ相談を行い、助言を受ける。
また、連携施設の職員による巡回支援なども相談・助言の一例と
して考えられる。

合同保育（行事への
参加）

連携施設における定期的（目安として年６回程度）な合同保育（行
事への参加も含む）により、３歳児に近い２歳児などに対し、集団
保育の機会を確保する。
連携施設で受け入れる予定の家庭的保育事業等の卒園予定児に
対して、卒園後に連携施設での生活へ早期に順応できるよう、あら
かじめ連携施設の保育に参加する機会を提供することなども、合同
保育の一例として考えられる。

園庭開放

家庭的保育事業等の園庭に比べ、広い連携施設の園庭等を定期的
に利用（週１回～月数回）することで、運動遊びを通じた園児の健
康の増進を図る。

給食

家庭的保育事業等が自園調理を行う場合は、献立の作成に関する
助言等の支援を受ける。自園調理を行わない場合は、連携施設で調
理した給食を搬入する。
搬入に当たっては、配送時に専用ボックス等を使用するなど衛生
面に配慮するとともに、離乳食やアレルギー児、体調不良児等への
対応を適切に行う。

健康診断

連携施設と同一の嘱託医に委嘱する場合、必要に応じ連携施設と
合同で健康診断を行う。
（健康診断は少なくとも年２回実施するこ
と。
）

ウ 保育内容の支援に係る連携にあたっての留意事項
保育内容の支援に係る連携にあたっては、下表の項目ごとに掲げる内容に留意すること。
＜連携にあたっての留意事項＞
項目
保育内容の支援を
行う際の損害対応

内容
保育内容の支援を行っている際に発生した損害・事故について
は、あらかじめ協定書において、それぞれの責任区分を明確に規定
しておくものとし、当該損害等に備えて、双方が必要に応じて、保

険（損害の被害者・加害者のいずれも補償する内容）に加入するこ
と。
費用負担

費用負担については、実費の算定が可能なものは、実費弁済を基
本とし、そうでないものは、双方協議の上、合理的な額を設定する
こととし、いずれの場合もあらかじめ協定書において明確に定めて
おくこと。
また、費用の額は、連携の内容ごとに１回あたり、園児１人あた
り等の単価を定めることも、一定期間における定額を定めることも
可能である。
ただし、定額とする場合は、連携の実態が伴わない費用負担とな
らないよう、確実に支援を受けられるようにすることが望ましい。

（２）代替保育の提供（条例第７条第１項第２号）
ア 連携施設の所在地
代替保育の提供にあたっては、連携施設において代替保育が提供される場合と、連携施
設から職員の派遣を受け、事業実施場所において代替保育が提供される場合があり、いず
れによるかは、当事者間の協議により決めるものとする。
ただし、いずれの場合であっても、保護者及び在園児、あるいは連携施設から派遣され
る職員（以下「代替要員」という。
）が適切に移動できる範囲内に連携施設を確保する必要
があるため、次の①又は②の要件を満たすことを基本とする。
①連携施設において代替保育が提供される場合
代替保育に係る連携施設は、家庭的保育事業等の在園児の保護者が通常利用すると考
えられる交通手段（連携施設が車での送迎を不可とする場合は車を除く）で２０分以内
に移動できる範囲で確保することを基本とする。
近隣に連携協力を得られる施設がないなど、事業実施場所からそれ以上離れた位置に
連携施設を確保せざるを得ない場合には、保護者の送迎に係る負担を考慮し、連携施設
によるバス送迎を行うなど、具体的対策を講じること。
②事業実施場所において代替保育が提供される場合
代替保育が必要となった際に、代替要員が事業実施場所に速やかに移動できる範囲内
（概ね移動時間が１時間程度の範囲内）に連携施設が立地していること。
イ 代替保育の提供に係る連携協力の具体的内容
代替保育の提供に係る連携協力の具体的な内容等は、下表のとおりとする。
＜具体的な内容等＞
項目
代替保育が必要な

内容等
代替保育は、例として、次の場合に必要となることが考えられる

場合

が、どのような場合に代替保育を実施するかについて、あらかじめ
当事者間で協定書に定めておくことが望ましい。
代替保育の提供を受ける必要があることが事前に判明している場
合（例：保育者の研修受講等による欠員など）は、協定書で定めると
ころにより事前に連携施設へ相談すること。
≪代替保育が必要となる場合の例≫
・保育者の病気、休暇又は研修受講等により保育の提供が一時的に
困難になる場合
・災害等により事業実施場所において保育の受入れ体制が整えられ
ない場合

連携施設が代替保

代替保育を受け入れることにより連携施設側で安全な保育や施設

育の提供を拒むこ 運営に支障が生じる恐れがあるなど、受入れ体制が整えられない場
とが出来る場合

合には、連携施設において受入れを拒むことができることとする。
ただし、やむをえない合理的な理由がある場合に限るものとし、
具体的な内容は、あらかじめ当事者間で協定書に定めておくことが
望ましい。
≪連携施設が受入れを拒む場合の例≫
・代替保育を受け入れる際に必要となる保育士が連携施設側で配
置できない場合
・代替保育を提供するための代替要員を派遣することにより、連
携施設側の本来の業務に支障が生ずる場合
・連携施設及び家庭的保育事業等の双方又は一方において感染症
等が発生し、広がる恐れがある場合
・通常の保育を超える特別な支援を必要とする園児がおり、当該
園児の保育のために適切な人員を配置できない場合
・連携施設で代替保育を行うことについて家庭的保育事業等の在
園児の保護者の同意が得られない場合
・家庭的保育事業等の在園児の保護者の連絡先やアレルギー情報
など、代替保育に必要な情報の提供を受けられない場合
・家庭的保育事業者等に連携施設としての機能提供に係る費用負
担の滞納がある場合

ウ 代替保育の提供に係る連携にあたっての留意事項
代替保育の提供に係る連携にあたっては、下表の項目ごとに掲げる内容に留意すること。
＜連携にあたっての留意事項＞
項目
代替保育時の損害
対応

内容
代替保育を行っている際に発生した損害・事故については、あらか
じめ協定書において、それぞれの責任区分を明確に規定しておくも

のとし、当該損害に備えて、双方が必要に応じて保険（損害の被害
者・加害者のいずれも補償する内容）に加入すること。
≪損害の例≫
・家庭的保育事業等の在園児の怪我、病気罹患、誤飲等の事故
・家庭的保育事業等の在園児による連携施設の在園児、施設、設備等
への加害による損害
・移動中に発生した損害
費用負担

費用負担については、実費弁済を基本とし、あらかじめ協定書にお
いて、費用の額を明確に定めておくこと。
なお、代替保育は、発生頻度や回数、代替保育を受ける人数などを
あらかじめ正確に見込むことが困難であり、費用を定額とした場合、
連携の実態が伴わない費用負担となる恐れがあることから、費用の
額は、
「代替保育を提供する園児１人あたり」や「派遣する代替要員
１人あたり」等の単価を定めることが望ましい。
代替保育に係る費用は、基本的に家庭的保育事業者等が負担すべ
きものであることに留意すること。

エ 連携施設の確保の例外について
条例第７条第２項及び第３項に基づき、代替保育の提供に係る連携協力を行う者を確保
する場合も、連携施設を確保する場合と同様に上記ア、イ及びウの要件等を満たすこと。
（３）卒園児の受け入れ（条例第７条第１項第３号）
ア 連携施設の所在地
連携施設は、原則として、市内の施設とすること。
ただし、幼稚園又は認定こども園（１号定員において卒園児を受け入れるものに限る）
については、市外の施設であっても当該施設及び施設が所在する市と受入れに係る合意が
図れている場合は、卒園児の受け入れに係る連携施設とすることができる。
なお、卒園児の受け入れに係る連携施設は、家庭的保育事業等を卒園した後の進級先と
して、保護者が現実的に選択できるものでなければならないことから、事業実施場所から、
保護者が通常利用すると考えられる交通手段（連携施設が車での送迎を不可とする場合は
車を除く）により、１０分以内で移動できる範囲で確保することを基本とする。
近隣に連携協力を得られる施設がないなど、事業実施場所から、それ以上離れた位置に
連携施設を確保せざるを得ない場合には、卒園児の保護者の送迎に係る負担が極端に重く
ならないよう、「船橋市こども送迎センター事業（幼稚園等通園型）実施要綱」を参考に、
連携施設への通園をサポートする事業を実施するなど、卒園児の保護者が３歳以上の預け
先として現実的に選択できるような何らかの具体的対策を講じること。
イ 卒園児の受入れに係る連携協力の具体的内容
卒園児の受入れに係る連携協力を行う連携施設は、優先的利用枠（家庭的保育事業等の

卒園児の保護者が希望した場合に、毎年、他の児童よりも当該卒園児を優先的に受け入れ
ることとする受入れ枠とする。以下同じ。
）を設定するものとし、その場合の具体的な内容
等は下記のとおりとする。
なお、家庭的保育事業者等は、連携施設において、家庭的保育事業等の２歳児定員と同
数かそれ以上の優先的利用枠を確保するものとするが、必ずしも連携施設は１か所に限定
する必要はなく、複数の連携施設を確保することにより、必要な優先的利用枠を確保する
ことも可能とする。
＜具体的な内容等＞
項目
連携施設の運営内容

内容等
連携施設は、原則として、１日あたり少なくとも１０時間以上
かつ年間概ね２３０日の教育または保育の提供が可能であるこ
とを基本とする（「船橋市こども送迎センター事業（幼稚園等通園
型）実施要綱」に基づく、こども送迎センター事業を実施する場
合はこの限りではない）
。

優先的利用枠の利用

優先的利用枠の利用対象となる児童の決定方法及びその決定

対 象 と な る 児 童 の 決 時期は、次の表１のとおりとする。
定方法及び決定時期

表１
連携施設
の

決定方法

決定時期

種別
保育所

市が定める基準日に

市が定める時期

家庭的保育事業等によ
る保育の提供を受けて
いる児童について、船橋
市が定める利用調整基
準により、船橋市が決定
する。
認 定 こ ど ⑴２号定員で設定される優先的利用枠
も園

市が定める基準日に

市が定める時期

家庭的保育事業等によ
る保育の提供を受けて
いる児童について、船橋
市が定める利用調整基
準により、船橋市が決定
する。
⑵１号定員で設定される優先的利用枠
連携施設が定める基

連携施設が定める時

準日に家庭的保育事業 期

等による保育の提供を

ただし、利用対象とし

受けている児童につい て決定されなかった児
て、連携施設が定める公 童の保護者が、他の施設
平な選考基準に基づき、 の利用の申し込みを行
連携施設が決定する。

う際に支障のない時期
とするよう配慮するこ
と。

幼稚園

連携施設が定める基

連携施設が定める時

準日に家庭的保育事業 期
等による保育の提供を

ただし、利用対象とし

受けている児童につい て決定されなかった児
て、連携施設が定める公 童の保護者が、他の施設
平な選考基準に基づき、 の利用の申し込みを行
連携施設が決定する。

う際に支障のない時期
とするよう配慮するこ
と。

優先的利用枠の人数

原則として、優先的利用枠は、毎年、家庭的保育事業等の卒
園児を確実に受入れることができる人数とし、連携施設は、卒
園児の保護者が希望した場合、確実に受入れられるよう、毎
年、受入れ体制を整えるものとする。
優先的利用枠は、協定書にて「毎年、最低〇名」
「毎年、〇名
以上」と最低人数を定めた上で、年によって優先的に受け入れ
る上限の人数を変更することも可能とする。この場合、連携施
設は、毎年、適切な時期に翌年４月の入園に係る優先的利用枠
の人数を決定し、家庭的保育事業者等に報告するものとする。

優先的利用枠を設定
する期間

優先的利用枠の設定は、長期に渡り継続する必要があることか
ら、単年度のみの協定や、人数の減少、設定の解除などが容易に
行えるような協定は適切ではない。

ウ 卒園児の受入れ枠に係る連携にあたっての留意事項
卒園児の受入れ枠に係る連携にあたっては、下表の項目ごとに掲げる内容に留意するこ
と。
＜連携にあたっての留意事項＞
項目
優先的利用枠の考え
方

内容
連携施設は、原則として、優先的利用枠の範囲で家庭的保育事
業等の卒園児を受け入れなければならないが、当該卒園児が職員
の加配や看護師の配置など、集団保育を実施するにあたり、何等
かの特別な支援を必要とする児童である場合については、連携施

設で受入れが可能な場合に行うものとする。
なお、上記理由により、保育所及び認定こども園の２号定員で
設定された優先的利用枠において、当該卒園児の受入れが困難な
場合は、当該卒園児の保護者の同意の下、当該優先的利用枠によ
らず、通常の保育所等の利用申込みにおいて利用を調整するもの
とする。
費用負担

卒園児の受入れに係る連携協力については、原則、費用負担は
生じない。

エ 連携施設の確保の例外について
条例第７条第４項及び第５項に基づき、卒園児の受入れに係る連携協力を行う者を確保
する場合も、連携施設を確保する場合と同様に上記ア、イ及びウの要件等を満たすこと。
この場合、イ＜具体的な内容等＞の表中については、幼稚園に関する規定を準用するも
のとする。
４

協定書の締結と市への届出
家庭的保育事業者等は、当該連携施設（３（２）エ及び（３）エに記載のある「連携協力

を行う者」を含む。以下、５，６，７において同じ）を運営する者との間で、書面による協
定を締結することとし、当該協定書の写しを添えて、市に届け出ること。なお、家庭的保育
事業等と連携施設が同一の運営事業者である場合は、協定の締結は不要であるが、連携内
容に関する届出を市に行うこととする。
５

家庭的保育事業者等による利用申込者への説明
家庭的保育事業者等は、船橋市特定教育・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（平成２６年船橋市条例第３２号）第３８条第１項の規定により、
保育の提供の開始に際して、あらかじめ、利用申込者に対して、連携施設の種類、名称、連
携協力の概要などについて、それら重要事項を記した文書（以下「重要事項説明書」とい
う。）を交付して説明し、同意を得ることとされているが、連携施設で設定する連携内容に
係る注意事項などについても、できるだけ具体的に記載し、説明を行うこととする。
なお、既に運営を開始している家庭的保育事業等が、新たに連携施設や連携協力の内容
を設定した場合には、速やかに在園児の保護者に対して、新たな連携施設の情報及び連携
協力の内容等について、同様に説明することとする。
＜重要事項説明書に記載することが求められる項目及び内容の例＞
・連携施設の種類、名称、連携協力の内容
・連携施設に提供する場合がある個人情報の内容

・連携施設に設定された優先的利用枠の利用を希望する場合の申込みの方法及び注意事項
・連携施設に設定された優先的利用枠の利用対象となる児童の決定方法、決定時期及び注
意事項

６

既に連携施設を確保している家庭的保育事業等
本ガイドラインの策定前に既に連携施設を確保している家庭的保育事業等については、
本ガイドラインを参考に、締結している連携協定等について、適宜、必要な見直しを行う
よう努めるものとする。

７

利用対象年齢に制限のある保育所への準用
利用対象年齢に制限のある保育所についても、当該保育所を卒園後に必要な教育・保育

が引き続き提供されるよう、家庭的保育事業等における卒園児の受け入れに係る連携施設
と同様に卒園児の優先的な受け入れを行う施設の確保が求められることから、本ガイドラ
インの「３（３）卒園児の受け入れ」に関する内容を準用し、卒園児の受け入れに関する協
力施設を適切に確保するよう努めるものとする。

保育内容の支援に係る連携協力に関する協定書（例）に関する説明、注意事項等
本ひな型は、ガイドラインに基づき作成した例となります。実際に締結する協定書の内容、規定ぶりにつ
いては、締結する当事者間で、ガイドラインと本ひな形を参考に協議の上、決定してください。
保育内容の支援に係る連携協力に関する協定書（例）
○○○○（以下「甲」という。）と●●●●（以下「乙」という。）は、甲が運
営する○○○園及び乙が運営する●●●園との間において、船橋市家庭的保育事業
等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第１項第１号に掲げる事項に係
る連携協力について、次のとおり協定を締結するものとする。

（対象となる施設及び事業の概要）
第１条 対象となる施設及び事業は以下のとおりとする。
甲の運営する施設（以下「甲施設」という。）
１ 名称
○○○園
２ 所在地
船橋市○○町○丁目○番○号
３ 施設類型
例）保育所
乙の運営する事業（以下「乙事業」という。）
１ 名称
●●●園
２ 所在地
船橋市●●町●丁目●番●号
３ 事業類型
例）小規模保育事業Ａ型

（保育内容の支援）
第２条 甲施設は、乙事業または乙事業の利用児童に対して、次の各号に掲げる内
容について、当該各号に定めるところにより支援を行う。
⑴

相談及び助言

甲施設は、乙事業における日常の保育業務、個々の利用児童

【説明、注意事項等】
冒頭部分
本ひな型は、条例第７条第
１項第１号の『保育内容の
支援』に係る連携協力に関
する協定を締結すること
を想定したものです。その
ため、それを明確にするに
あたり、「条例第７条第１
項第１号に掲げる事項に
係る連携協力」とあえて明
記しています。同条第１項
第２号の「代替保育の提
供」、第３号の「卒園児の
受入れ」に係る連携協力な
ど複数の連携項目を合わ
せて一つの協定書で締結
することも可能ですが、そ
の場合は、「条例第７条第
１項第１号から第３号に
掲げる事項に係る連携協
力について」など、締結す
る内容に応じて規定して
ください。

第２条
ガイドライン（１）イを
参考に、具体的な内容を甲
乙間にて事前に取り決め、
各号を規定してください。

に対する保育内容のほか、保護者や家庭への支援等について、乙事業からの相
談に応じ、また、必要に応じて助言を行う。
⑵ 合同保育 甲施設は、乙事業の利用児童に対し、集団保育の機会を提供する
ため、〔 定期的に・毎月●回程度等の頻度を規定 〕、甲施設の利用児童と合
同の保育（行事への参加を含む）を行う。
⑶ 園庭開放 甲施設は、乙事業に対して、〔 定期的に・月●回 等の頻度を規
定 〕、甲施設の屋外遊技場を解放し、屋外活動の機会を提供する。
⑷ 給食提供の支援 甲施設は、乙事業の利用児童への給食提供の支援として、
〔 献立作成・調理・搬入 等の支援の内容を規定 〕を行う。
⑸ 健康診断の実施 甲施設は、年●回甲施設の嘱託医により健康診断を乙事業
と合同で実施する。

（連携に係る経費の支払い）
第３条 乙事業は、前条に掲げる支援に係る経費を負担するものとし、次の各号に
掲げる支援に応じ、当該各号に掲げる額を甲施設に支払うものとする。
⑴ 前条第◆号による支援 年〇〇〇〇円
⑵ 前条第◇号による支援 月〇〇〇〇円
⑶ 前条第△号による支援 １回あたり〇〇〇〇円
⑷ 前条第■号による支援 利用児童１人あたり〇〇〇〇円
２ 乙事業は、前項に基づき甲施設から経費の請求があったときは、請求があった
日から起算して１５日以内に支払うものとする。

第３条
連携経費の額は、支援の
内容ごとに１回あたり、園
児１人あたり等の単価を
定めることも可能です。
一定期間の定額を定め
る場合は、連携の実態が伴
わない費用負担となるこ
とのないよう、一定の頻度
で確実に支援を受けられ
る場合に設定するのが望
ましいです。

（第三者委託の禁止）
第４条 甲は、第２条に掲げる支援（第４号及び第５号を除く）を行う業務を甲施
設以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

（事故への対応）
第５条 第２条に掲げる支援を行う業務において、甲施設又は乙事業の利用児童に
事故等があったときは、原則として、それぞれの利用児童が在籍する施設におい
て責任を負うものとする。
２ 乙事業の利用児童が、甲施設から第２条に掲げる支援を受けるために移動する
際は、安全に移動するために十分に監督できる職員を乙事業が配置することとし、
当該移動中に生じた事故等に関しては、原則として、乙事業において責任を負う
ものとする。

（効力の期間）
第６条 本協定の効力は、締結した日より１年間とし、甲乙いずれかから特段の申
し出がない場合を除き、更に１年間自動更新し、以後も同様とする。
２ 甲乙いずれかの都合により、やむを得ず本協定を変更または解除する場合は、
乙事業に在籍する児童及びその保護者に最大限配慮して、適用の時期その他の対
応について、甲乙協議の上、決定するものとする。

（協議）
第７条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、
甲乙協議のうえ定めるものとする。

（信義誠実の原則）
第８条 甲と乙は、この協定の履行に際しては、信義誠実の原則に基づいて履行す
るものとする。

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保
有する。

令和＊＊年＊＊月＊＊日

甲

乙

◇◇市△△町□丁目□番□号
（法人名）○○○○
（代表者職氏名） ○○ ○○

印

◆◆市▲▲町■丁目■番■号
（法人名）●●●●
（代表者職氏名） ●● ●●

印

第４条
第２条各号の支援のち、
第４号及び第５号の支援
を設定しない場合は、左記
（ ）を削除してくださ
い。
第５条
左記にかかわらず、保育
内容の支援を受ける際や
児童の移動中に発生した
事故等に備えて、あらかじ
め、甲乙協議の上で、でき
るだけ責任の区分を明確
化し、必要に応じて内容を
規定してください。

第６条
連携施設の設定は、家庭
的保育事業等の認可の要
件となっているため、短期
間で効力を失うものは適
当ではありません。実際の
効力の期間や更新に関す
る扱いは、甲乙間にて取り
決め、一方的に変更や解除
ができるような表現は避
け、やむを得ず変更等が必
要な場合にも、影響が最小
限となるよう、適用時期等
について、甲乙が協議でき
る内容とすることが求め
られます。

代替保育の提供に係る連携協力に関する協定書（例）に関する説明、注意事項等
本ひな型は、ガイドラインに基づき作成した例となります。実際に締結する協定書の内容、規定ぶりにつ
いては、締結する当事者間で、ガイドラインと本ひな形を参考に協議の上、決定してください。
代替保育の提供に係る連携協力に関する協定書（例）
○○○○（以下「甲」という。）と●●●●（以下「乙」という。）は、甲が運
営する○○○園及び乙が運営する●●●園との間において、船橋市家庭的保育事業
等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第１項第２号に掲げる事項に係
る連携協力について、次のとおり協定を締結するものとする。

（対象となる施設及び事業の概要）
第１条 対象となる施設及び事業は以下のとおりとする。
甲の運営する施設（以下「甲施設」という。）
１ 名称
○○○園
２ 所在地
船橋市○○町○丁目○番○号
３ 施設類型
例）保育所
乙の運営する事業（以下「乙事業」という。）
１ 名称
●●●園
２ 所在地
船橋市●●町●丁目●番●号
３ 事業類型
例）小規模保育事業Ａ型

（代替保育の提供）
第２条 代替保育の提供の方法により、次のいずかのように規定
＜連携施設において代替保育を提供することとする場合＞
第２条 甲施設は、乙事業が職員の病気、休暇、研修等により保育を提供するこ

【説明、注意事項等】
冒頭部分
本ひな型は、条例第７条第
１項第２号の『代替保育の
提供』に係る連携協力に関
する協定を締結すること
を想定したものです。その
ため、それを明確にするに
あたり、「条例第７条第１
項第２号に掲げる事項に
係る連携協力」とあえて明
記しています。同条第１項
第１号の「保育内容の支
援」、第３号の「卒園児の
受入れ」に係る連携協力な
ど複数の連携項目を合わ
せて一つの協定書で締結
することも可能ですが、そ
の場合は、「条例第７条第
１項第１号から第３号に
掲げる事項に係る連携協
力について」など、締結す
る内容に応じて規定して
ください。

第２条
代替保育の提供に係る
支援については、支援を受
ける場所により、左記を参
考に規定してください。

とができない場合に、乙事業の利用児童を甲施設で受け入れ、乙事業に代わっ
て保育を提供するものとする。
＜乙事業の事業実施場所において代替保育を提供することとする場合＞
第２条 甲施設は、乙事業が職員の病気、休暇、研修等により保育を提供するこ
とができない場合に、乙事業が保育を提供するために必要な代替職員を派遣す
るものとする。
＜連携施設または乙事業の事業実施場所のどちらかで代替保育を提供すること
とする場合＞
第２条 甲施設は、乙事業が職員の病気、休暇、研修等により保育を提供するこ
とができない場合に、次の各号いずれかの方法により、乙事業に代わって保育
を提供するものとする。
⑴

乙事業の利用児童を甲施設で受け入れ、乙事業に代わって保育を提供す

る。
⑵ 乙事業が保育を提供するために必要な代替職員を派遣する。

（代替保育の提供を拒む場合）
第３条 前条にかかわらず、次の各号に該当する場合は、甲施設は、代替保育の提
供を拒むことができるものとする。

第３条
ガイドライン（２）イ＜
具体的な内容及び水準等

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

＞の表中「連携施設が代替
保育の提供を拒むことが
出来る場合」を参考に、具
体的な内容を甲乙間にて
事前に取り決め、各号を規
定してください。

（第三者委託の禁止）
第４条 甲は、第２条に掲げる業務を甲施設以外の第三者に委託し、又は請け負わ
せてはならない。

（事故等への対応）
第５条 第２条の規定に基づく代替保育の提供により、乙事業の利用児童に事故等
があったときは、次の各号に該当する場合を除き、原則として、乙事業が責任を
負うものとする。
⑴ 代替保育を提供する甲施設の職員による故意または重大な過失によるもの
⑵ 甲施設及び乙事業以外の第三者の責に帰す事由によるもの
⑶ 震災または風水害その他避けることのできない災害等によるもの

（連携に係る経費の支払い）
第６条 代替保育の提供の方法により、次のいずかのように規定
＜連携施設において代替保育を提供することとする場合＞
第６条 乙事業は、第２条に基づき代替保育の提供を受けた場合、利用児童１人
につき、日額〇〇〇〇円を甲施設に支払うものとする。
２ 乙事業は、前項に基づき甲施設から経費の請求があったときは、請求があっ
た日から起算して１５日以内に支払うものとする。
＜乙事業の事業実施場所において代替保育を提供することとする場合＞
第６条 乙事業は、第２条に基づき代替保育の提供を受けた場合、甲施設から派
遣を受けた代替職員１人につき、日額〇〇〇〇円を甲施設に支払うものとす
る。
２ 乙事業は、前項に基づき甲施設から経費の請求があったときは、請求があっ
た日から起算して１５日以内に支払うものとする。

（効力の期間）
第７条 本協定の効力は、締結した日より１年間とし、甲乙いずれかから特段の申
し出がない場合を除き、更に１年間自動更新し、以後も同様とする。
２ 甲乙いずれかの都合により、やむを得ず本協定を変更または解除する場合は、
乙事業に在籍する児童及びその保護者に最大限配慮して、適用の時期その他の対
応について、甲乙協議の上、決定するものとする。

（協議）
第８条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、
甲乙協議のうえ定めるものとする。

（信義誠実の原則）
第９条 甲と乙は、この協定の履行に際しては、信義誠実の原則に基づいて履行す
るものとする。

第５条
代替保育の提供におい
て事故等が発生した場合
に備えて、あらかじめ、甲
乙間にて責任区分を明確
化し、具体的内容を規定し
てください。

第６条
代替保育の提供に係る
経費負担については、実費
弁済を基本に、児童１人に
つき、又は代替職員１人に
つき、日又は時間等を単位
とした単価を定めてくだ
さい。
代替保育は、発生頻度や
回数、代替保育を受ける人
数などをあらかじめ正確
に見込むことが困難であ
り、月額や年額など、費用
を定額とすることは、連携
の実態が伴わない費用負
担となる恐れがあるため
避けてください。

第７条
連携施設の設定は、家庭
的保育事業等の認可の要
件となっているため、短期
間で効力を失うものは適
当ではありません。実際の
効力の期間や更新に関す
る扱いは、甲乙間にて取り
決め、一方的に変更や解除
ができるような表現は避
け、やむを得ず変更等が必
要な場合にも、影響が最小
限となるよう、適用時期等
について、甲乙が協議でき
る内容とすることが求め
られます。

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保
有する。

令和＊＊年＊＊月＊＊日

甲

乙

◇◇市△△町□丁目□番□号
（法人名）○○○○
（代表者職氏名） ○○ ○○

印

◆◆市▲▲町■丁目■番■号
（法人名）●●●●
（代表者職氏名） ●● ●●

印

卒園児の優先的受入れに係る連携協力に関する協定書（例）に関する説明、注意事項等
本ひな型は、ガイドラインに基づき作成した例となります。実際に締結する協定書の内容、規定ぶりにつ
いては、締結する当事者間で、ガイドラインと本ひな型を参考に協議の上、決定してください。
卒園児の優先的受入れに係る連携協力に関する協定書（例）

【説明、注意事項等】

○○○○（以下「甲」という。）と●●●●（以下「乙」という。）は、甲が運
営する○○○保育園及び乙が運営する●●●保育園との間において、船橋市家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第１項第３号に掲げる
事項に係る連携協力について、次のとおり協定を締結するものとする。

冒頭部分
本ひな型は、条例第７条
第１項第３号の『卒園児の
優先的受入れ』に係る連携
協力に関する協定を締結
することを想定したもの
です。そのため、それを明
確にするにあたり、「条例
第７条第１項第３号に掲
げる事項に係る連携協力」
とあえて明記しています。
同条第１項第１号の「保育
内容の支援」、第２号の「代
替保育の提供」に係る連携
協力など複数の連携項目
を合わせて一つの協定書
で締結することも可能で
すが、その場合は、「条例
第７条第１項第１号から
第３号に掲げる事項に係
る連携協力について」な
ど、締結する内容に応じて
規定してください。

（対象となる施設及び事業の概要）
第１条 対象となる施設及び事業は以下のとおりとする。
甲の運営する施設（以下「甲施設」という。）
１ 名称
○○○園
２ 所在地
船橋市○○町○丁目○番○号
３ 施設類型
例）保育所
乙の運営する事業（以下「乙事業」という。）
１ 名称
●●●園
２ 所在地
船橋市●●町●丁目●番●号
３ 事業類型
例）小規模保育事業

（卒園児の優先的利用枠）
第２条 甲施設の施設類型により、次のいずれかのように規定
＜幼稚園の場合＞
第２条 甲は、乙事業の卒園児（●月●日現在において乙事業に在籍する児童で、
翌３月末日に卒園を予定する児童をいう。以下同じ。)が、甲施設を就学前ま
で利用することができる枠（以下「優先的利用枠」という。）を毎年度（最低
●名分 or ●名分以上）確保する。
２ 甲は、毎年●月末までに前項で定めた優先的利用枠の人数もしくはそれ以上
の受入れ可能人数を乙へ報告する。
３ 乙は、毎年●月末までに甲施設への入園を希望する卒園児の数を調査し、甲
へ報告する。
４ 甲は、前項の報告に対し、翌年度４月の受け入れに係る優先的利用枠の人数
を確定し、その後の人数の変更は、原則として行わないものとする。ただし、
乙から報告を受けた以上に、甲施設が受け入れ可能と判断した場合は、この限
りでない。
５ 甲は、乙事業の卒園児の保護者が優先的利用枠に基づき、甲施設への入園を
希望した場合には、あらかじめ明示した選考基準により、利用を決定し、●月
末日までに保護者に通知する。
＜保育所の場合＞
第２条 甲は、乙事業の卒園児（船橋市が定める基準日に乙事業に在籍する児童
で、翌３月末日に卒園を予定する児童をいう。以下同じ。)が、甲施設におい
て、優先的に保育を利用することができる枠（以下「優先的利用枠」という。）
を毎年度（最低●名分 or ●名分以上）確保する。
２ 甲及び乙は、乙事業の卒園児の保護者が、前項の優先的利用枠の利用を希望
した場合の利用の調整を船橋市に一任する。

第２条
優先的利用枠を設定す
る甲施設の種別に応じて、
左記を参考に規定してく
ださい。
なお、いずれの施設の場
合でも、「優先的利用枠」
は、「最低●名分」あるい
は、「●名分以上」のよう
に最低人数を規定してく
ださい。（確定的に「●名
分」と規定することも可能
です。ただし、甲施設が、
保育所または認定こども
園であり、２号定員で優先
的利用枠を設定する場合、
確定的に規定した人数よ
り多く優先受入れをした
いといったときには、市が
利用を調整するにあたり、
協定の変更を求める場合
があります。
最大●名分、●名分以下
といったように、最大人数
を規定して、確実に確保さ
れる最低人数が判然とし
ない表現は避けてくださ
い。
＜不適切な例＞
「原則３人以上確保する。
ただし、毎年の在園児の入
所状況により、３人を下回
る場合がある。」

＜認定こども園（１号定員）の場合＞
第２条 甲は、乙事業の卒園児（●月●日現在において乙事業に在籍する児童で、
翌３月末日に卒園を予定する児童をいう。以下同じ。)が、甲施設を就学前ま
で利用することができる枠（以下「優先的利用枠」という。）を１号定員にお
いて、毎年度（最低●名分 or ●名分以上）確保する。
２ 甲は、毎年●月末までに前項で定めた優先的利用枠の人数もしくはそれ以上
の受入れ可能人数を乙へ報告する。
３ 乙は、毎年●月末までに甲施設への入園を希望する卒園児の数を調査し、甲
へ報告する。
４ 甲は、前項の報告に対し、翌年度４月の受け入れに係る優先的利用枠の人数
を確定し、その後の人数の変更は、原則として行わないものとする。ただし、
乙から報告を受けた以上に、甲施設が受け入れ可能と判断した場合は、この限
りでない。
５ 甲は、乙事業の卒園児の保護者が優先的利用枠に基づき、甲施設への入園を

認定こども園で優先的
利用枠を設定する場合は、
１号定員で設定するのか、
２号定員で設定するのか
を明確にし、それぞれの内
容で規定する必要があり
ます。

希望した場合には、あらかじめ明示した選考基準により、利用を決定し、●月
末日までに保護者に通知する。

＜認定こども園（２号定員）の場合＞
第２条 甲は、乙事業の卒園児（船橋市が定める基準日に乙事業に在籍する児童
で、翌３月末日に卒園を予定する児童をいう。以下同じ。)が、甲施設におい
て、優先的に保育を利用することができる枠（以下「優先的利用枠」という。）
を２号定員において、毎年度（最低●名分 or ●名分以上）確保する。
２ 甲及び乙は、乙事業の卒園児の保護者が、前項の優先的利用枠の利用を希望
した場合の利用の調整を船橋市に一任する。
（甲及び乙の責務）
第３条 甲は、乙事業の卒園児の保護者が希望した場合には、前条第１項で定める
優先的利用枠の人数の卒園児を甲施設で確実に受入れできるよう、毎年度受入れ
体制を整えるものとする。
２ 乙は、乙事業の利用を希望する保護者に対し、あらかじめ、本協定に基づく甲
施設の優先的利用枠の人数及び優先的利用枠の利用に関して必要な事項につい
て、船橋市特定教育・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（平成２６年船橋市条例第３２号）第３８条第１項の重要事項を記した
文書により説明し、同意を得るものとする。

（情報の提供等）
第４条 乙は、優先的利用枠の利用が決定した乙事業の卒園児を甲施設が円滑に受
入れできるよう努めるものとし、甲施設の求めに応じて、当該卒園児の保育に必
要な情報（当該卒園児の保護者に事前に同意を得たものに限る。）を提供するも
のとする。

（効力の期間）
第５条 本協定の効力は、締結した日より１年間とし、甲乙いずれかから特段の申
し出がない場合を除き、更に１年間自動更新し、以後も同様とする。
２ 甲乙いずれかの都合により、やむを得ず本協定を変更または解除する場合は、
乙事業に在籍する児童及びその保護者に最大限配慮して、適用の時期その他の対
応について、甲乙協議の上、決定するものとする。

（信義誠実の原則）
第６条 甲と乙は、この協定の履行に際しては、信義誠実の原則に基づいて履行す

第３条第２項
優先的利用枠を設ける
側である甲施設として、あ
らかじめ、乙事業に入園を
希望する保護者に対して
周知しておきたい事項な
どがあれば、それを乙に伝
え、乙が甲に代わり、乙事
業の入園希望者に対して、
重要事項説明書を通じて
説明し、同意をとることを
想定しています。
具体的な説明内容等に
ついては、当事者間で協議
して決定してください。

第５条
ガイドライン４⑶のと
おり、優先的利用枠の設定
は、長期的な継続性が求め
られることから、一方的に
変更や解除ができるよう
な表現は避け、やむを得ず
変更等が必要な場合にも、
第２項にあるとおり、影響
が最小限となるよう、適用
時期等について、甲乙が協
議できる内容とすること
が求められます。

るものとする。

（協議）
第７条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、
甲乙協議のうえ定めるものとする。

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。

令和＊＊年＊＊月＊＊日
甲

乙

◇◇市△△町□丁目□番□号
（法人名）○○○○
（代表者職氏名） ○○ ○○

印

◆◆市▲▲町■丁目■番■号
（法人名）●●●●
（代表者職氏名） ●● ●●

印

