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認可外保育施設の立入調査
について

東京都福祉保健局指導監査部

指導第二課保育施設検査担当



都内の保育サービス利用児童の状況
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区 分 R2.4 H31.4 H30.4 H29.4

各
年
４
月
１
日
現
在
の

利
用
児
童
数

認可保育所 283,014 269,627 254,484 239,709

認証保育所 14,734 16,218 17,890 19,169

認定こども園 6,804 6,269 5,822 5,331

家庭的保育事業 1,496 1,640 1,669 1,902

小規模保育事業 7,545 7,619 7,338 6,132

事業所内保育事業 736 752 684 420

居宅訪問型保育事業 186 160 126 75

定期利用保育事業 1,077 1,201 1,285 955

企業主導型保育事業 772 727 348 69

区市町村単独保育施策 4,194 4,963 4,121 3,946

計 320,558 309,176293,767277,708

参考
就学前児童人口（各年１/１現在） 632,104 641,341 641,920 640,273

利用率（％） 50.7％ 48.2％ 45.8％ 43.4%

（単位：人）

報道発表資料 令和2年7月29日福祉保健局「都内の保育サービスの状況について」を元に作成



保育所等の設置状況
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報道発表資料 令和2年7月29日福祉保健局「都内の保育サービスの状況について」より

◆保育所等の設置状況

(参考）保育所等利用待機児童数

Ｒ2.4.1現在 2,343人（対前年増減△1,347人）



認可外保育施設の現況

区 分 令和2年 平成31年 平成30年 平成29年 平成28年

ベビーホテル 416 532 550 536 497

事業所内保育施設 481 426 298 199 186

院内保育施設 148 170 171 173 168

その他の認可外保
育施設

195 171 152 129 125

合 計 1,240 1,299 1,171 1,037 976
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各年４月１日現在の届出施設数（東京都受付）
企業主導型保育事業開始

※八王子市は中核市のため、件数なし

※世田谷区及び江戸川区は令和2年4月1日から児童相談所設置市のため、令和2年は件数なし



5

立入調査の目的

児童福祉法に基づく、認可外保育施設に
対する指導監督の一環

児童を保育するのにふさわしい内容や

環境を確保しているかを確認

指導監督基準及び評価基準に定められた調査項目全
般にわたって、施設職員へのヒアリングや備付書類の
確認等により、基準への適合状況を確認する。
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認可外保育施設の立入調査の根拠①-1

児童福祉法第59条 第１項
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認める

ときは、（略）第36条から第44条まで（第39条の２を除
く。）に規定する業務を目的とする施設であって（略）認可
を受けていないもの（略）については、その施設の設置者若
しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は
当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち
入り、その施設の設備若しくは運営につい
て必要な調査若しくは質問をさせることがで
きる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯
させなければならない。
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認可外保育施設の立入調査の根拠①-2

児童福祉法第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円
以下の罰金に処する。

第１～６号（略）

第７号

正当の理由がないのに、第59条第1項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による
立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定
による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし
た者



認可外保育施設の立入調査の根拠②

認可外保育施設に対する指導監督の実施について
（平成13年３月29日付雇児発第177号、[最終改正]令和２年５月８日付子発0508第１号

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別紙「認可外保育施設指導監督の指針」抜粋）

【この指針の目的及び趣旨】

この指針は、児童福祉法（以下「法」という。）等に基づき、認可外保育施設につ

いて、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを
確認し、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖
命令等を行う際の手順、留意点等を定めるものであること。

なお、本指針は、児童の安全確保等の観点から、劣悪な施設を排除するためのもの
であり、別添の認可外保育施設指導監督基準（以下「指導監督基準」という。）を
満たす認可外保育施設についても児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和
23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設設備運営基準」という。）及び家庭的保
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「家庭
的保育事業等設備運営基準」という。）を満たすことが望ましいものであること。
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認可外保育施設の立入調査の根拠③

認可外保育施設に対する指導監督要綱
（昭和57年6月15日56福児母第990号）

〔調査の実施〕

第８条 知事は、原則として毎年度１回以上、別に定め
る計画に基づき、その職員をして定期的に認可外保育施設及び必
要があると認めるときはその事務所に立ち入り、その設備及び運営につ
いて、設置者又は管理者に対して必要な調査又は質問（以下「立入調
査」という。）を行わせる。
また、必要に応じて、保育従事者、事務職員及び利用児童の保護者等

から事情を聴取する。

８ 第１項の規定による立入調査のほか、知事は、必要があると認める
ときは、その職員をして、随時に認可外保育施設及びその事務所に対

し特別に立入調査（特別立入調査）を行わせる。



参考：

認可外保育施設指導監督基準

→東京都福祉保健局ホームページ

（https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html）

＞東京都福祉保健局

＞子供家庭

＞保育サービス

＞認可外保育施設について

＞認可外保育施設に対する指導監督要綱

●認可外保育施設に対する指導監督要綱

●別表1 認可外保育施設指導監督基準

●別表2 評価基準

●細目
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都の「認可外保育施設に
対する指導監督要綱」の
別表として都HPに掲載

※法令改正等により適宜改正あり

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/youkou.files/youkou.doc
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/youkou.files/beppyouone.doc
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/youkou.files/beppyoutwo.doc
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/youkou.files/29saimoku.doc


保育施設に対する指導監督の組織
（東京都福祉保健局の場合）

指導監査部指導第二課
保育施設検査担当
（☎03-5320-4055）

少子社会対策部保育支援課
民間保育援助担当
（☎03-5320-4131）

●認可保育所、幼保連携型認定こども園
に対する実地検査

●東京都認証保育所に対する立入調査

●認可外保育施設に対する

立入調査

● 設置予定者に対する事前指導

● 開設、変更、廃止、各届出受理

● 運営状況報告の徴収、事故報告等受付

● 研修の実施（東京都福祉保健財団に委託）

● 認可外保育施設の基準を満たす旨の
証明書の交付

● 巡回指導（巡回指導チームの統括）

連 携

民間保育援助担当は認可外保育施設の担当です。
認可保育所、認証保育所の担当とは異なります。
上記のほか、認可外保育施設の事業停止命令、
施設閉鎖命令等の処分事務も担当します。

立入調査等と

改善状況の確認
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立入調査の流れ【一般的な流れ】

① 【都】設置届・運営状況報告等により施設の状況把握

② 【都】立入対象施設を選定、実施通知を送付

③ 【都】立入調査の実施

⑤ 【設置者】改善状況報告書の提出

（原則３０日以内）

④ 【都】調査結果を通知

⑥ 【都】改善状況報告書の確認･再指導等

次回調査
への反映



死亡事故等の重大事故が発生した場合

児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそ
れが認められる場合（こうしたおそれにつき、通報
・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発
生する可能性が高いと判断した場合等を含む。）

利用者等から苦情や相談が寄せられている場合等で
児童の処遇上の観点から施設に問題があると認めら
れる場合 等
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立入調査【随時対応の場合】

立入調査実施
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立入調査の流れ【随時対応】
①【都】立入調査の実施

③【設置者】改善状況報告書の提出

④【都】改善状況報告書の確認

⑤【都】改善勧告

⑦【都】公表

⑥【都】改善状況報告書の確認

⑧【都】業務停止命令

又は施設閉鎖命令

②【都】調査結果を通知

改善されない場合

・著しく不適正な保育内容
や保育環境である場合

・著しく利用児童の安全性
に問題がある場合 等

勧告に従わない場合

・弁明の機会の付与

・都児童福祉審議会へ意見聴取
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令和２年度保育施設指導検査等実施方針

一般指導検査（立入調査）の重点項目①

（１）運営関係

ア 職員の確保及び処遇

（ア）職員配置基準に定める職員の員数及び資格を満たしているか。

（イ）職員の状況を把握するため、雇用契約書、出退勤記録等が適正

に整備されているか。

（ウ）職員の健康診断や労働条件に係る運用が適正に行われているか。

（エ）職員の資質向上のための取組を適切に行っているか。

イ 安全対策の徹底

（ア）在籍児童に見合う基準面積が確保されているか。

（イ）消防計画に基づく避難訓練、救命救急訓練等の安全対策を

実施しているか。
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（２）保育内容関係
ア 保育所保育指針の徹底
（ア） 子供の人権に配慮した適切な保育が行われているか。

（イ） 保育所保育指針に基づく全体的な計画及び指導計画の作成等
がなされているか。

イ 児童一人ひとりに応じた保育の徹底
（ア） 児童の健康状態の把握が適正になされているか。
（イ） アレルギー児等の児童の状況に応じた食事の提供が適正に行

われているか。
ウ 安全対策の徹底
（ア）乳幼児突然死症候群の予防及び睡眠中の事故防止対策は徹底

されているか。

（イ）食事中、プール活動・水遊び中及び園外保育時等の事故防止

に配慮しているか。

（ウ）上記ア及びイにかかる事故発生時の対応等が適切に行われて

いるか。

（エ）食中毒・感染症（特にインフルエンザ、腸管出血性大腸菌

O157、ノロウイルス）予防対策が徹底されているか。

令和２年度保育施設指導検査等実施方針

一般指導検査（立入調査）の重点項目②



立入調査を実施する施設の選定
【選定方法】

◆過去の立入調査において、

指摘事項の改善が図られていない施設

◆苦情、通報等が多く寄せられている施設

又はその内容から運営状況の確認を要する施設

◆新規に開設された施設

◆相当の期間にわたって、立入調査を実施していない施設

◆その他立入調査の実施が必要と判断される施設（２４時間開所施設等）
17



最近の保育施設等に対する立入調査等の状況①

種 別
対象数
（a）

立入調査等数

(b)

うち文書
指摘施設数
（C）

実施率
(b／a）

文書指摘率
（C／b）

認 可 保 育 所 2,969 237 118 8.0% 49.8%

認 証 保 育 所 578 99 52 17.1% 52.5%

認可外保育施設 1,340 299 185 22.3% 61.9%

幼保連携型認定こども園 30 7 6 23.3% 85.7%

計 4,917 642 361 13.1% 56.2%
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【令和元年度立入調査（実地検査）実施状況】

保育所・保育施設等について、全体の13.1％に当たる６４２施設に対して、立入調査
等を行った。

対象数について、認可保育所は、島しょ部に所在する施設を除き、八王子市内の公立施設を含みます。認証保育所は、八王子市内の保育所を
含みます。

対象数及び実地検査数について、認証保育所では、平成31年4月2日以降に認証を行い、実地検査を実施した施設を含みます。認可外保育施
設では、平成31年4月2日以降に届出された施設で、実地検査を実施した施設を含みます。



平成２8年度 平成２9年度 平成30年度 令和元年度

対 象 数 1,017 1,089 1,183 1,340

立 入 調 査 数 180 211 225 299

実 施 率 17.7% 19.4％ 19.0％ 22.3％

19

最近の保育施設等に対する立入調査等の状況②

【認可外保育施設に対する立入調査の推移】



【認可外保育施設】
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最近の保育施設等に対する立入調査等の状況③

令和元年度文書指摘内訳
(上位３項目）

緊急通報訓練の実施 68施設

有資格者の適正な配置 61施設

救命講習の受講 60施設

指摘あり
１８５施設

立入調査
実 施

299施設
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令和元年度立入調査における主な指摘事項①
認可外保育施設の文書指摘の具体事項例

指 摘 事 項 件数

緊急通報訓練が１年以内に１回も実施されていないので是正すること。 68 

保育従事者のうち必要な有資格者が配置されていないので是正すること。 61

救命講習を過去３年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。 60

入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであるため是正すること。 49

入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があるので是正すること。 47

労働基準法等により備え付けが義務付けされている帳簿を適切に整備すること。 45

その他 ：乳幼児の避難に適した設備等（不備）、入所時及び入所後の児童の健康診断（未

実施）、保育室に専用の手洗い設備（未設置） 等
490

合 計（述べ） 820

※件数は暫定値になります。
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指 導 事 項 件数

入所時または入所後の児童の健康診断が、一部実施されていないので是正するこ
と。

125 

サービス利用者に発交付する書面の内容が不十分なので是正すること。 90
利用者の見やすい場所における施設及びサービスに関する掲示の内容が不十分な
ので是正すること。

71

保育従事者の外部研修等への参加が全くない、または施設内研修等の機会を設け
るなど保育従事者の質の向上に努めていないので是正すること。

48

避難・消火訓練が毎月実施されていないので是正すること。 42
保育室その他児童の出入り場所において危険防止に対する十分な配慮をしていな
いので是正すること。

38

その他 ：職員の健康診断（不足等）、保護者との連絡状況（連絡帳の記載内容不足等）、

検便（回数不足等）、避難・消火訓練（記録不十分等）、感染症予防への対応 等
175

合 計 589

令和元年度立入調査における主な指摘事項②
認可外保育施設の口頭指導の具体的事項例

※件数は暫定値になります。



指導監督基準項目

３（２） 消防計画

避難消火訓練記録

７（４） 職員健康診断記録

検便結果記録

８（１） 履歴書

資格証明書（保育士証等）

労働者名簿（採用年月日がわかるもの)

雇用契約書（就業規則）

勤務表（ローテーション表）

出勤簿（タイムカード）（勤務実績がわかるもの）

賃金台帳

８（３） 施設平面図

９（１） 施設・サービス内容の掲示
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立入調査時の主な確認書類①

◆運営管理

日頃から、備えられているか、
点検してください。



指導監督基準項目

５（１）イ デイリープログラム

評価基準５（１）
ｂ（ａ）

保育日誌

５（３）ア 連絡帳（３歳未満児）

５（３）イ 緊急連絡表

６（２）イ 献立表

７（３） 児童健康診断記録

８（２） 児童票（氏名、生年月日、健康状態、在籍記録等）

児童に関する契約書
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立入調査時の主な確認書類②

◆保育内容

日頃から、備えられているか、
点検してください。
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（かがみ文イメージ） （報告様式イメージ）

●事項別改善状況（又は方策）について、
具体的に記入してください。

●改善の状況がわかる資料を添付してく
ださい。

●改善の時期の欄は、改善した日又は改
善予定の時期について、記入してくださ
い。

改善状況報告について 判定区分（C・B）ごとに
用紙が異なります。
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立入調査結果の公表について（紹介①-1）
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立入調査結果の公表について（紹介①-２）
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立入調査結果の公表について（紹介②）



常時複数の保育従事職員が配置されているか①

≪保育に従事する者の数≫

（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設）

職員配置基準

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歳児以上 30人につき１人以上

※必要数の算出は年齢別に小数点１桁（小数点２桁以下切り捨て）目までを算出し、

その合計の端数（小数点１桁）を四捨五入する。計算結果が１の場合であっても

複数配置が必要。
※ 施設の開所から又は閉所まで３０分以内の時間帯において乳幼児数が１人の場合は、保育従事者が１人であっても指摘はし

ない。

29



30

≪保育に従事する者の数≫

（１日に保育する乳幼児の数が常時５人以下の施設）

職員配置基準

原則として、

施設内の開所時間について常時２人以上

ただし、保育士、看護師（保健師・助産師を含む。）

又は家庭的保育研修修了者である場合は、

乳幼児の数が３人以下までは１人の配置可

常時複数の保育従事職員が配置されているか②



（乳幼児６人以上の施設）保育従事者の1/3以上は有資格者か

≪有資格者の考え方≫

有資格者は、保育士又は看護師(助産師・保健師を含
む。)の資格を有する者をいう。

◆有資格者の数が保育従事者の必要数の３分の１以上いるか。

ａ 月極契約入所児童数に対する数

ｂ 月極契約入所児童数に時間預かりの数を加えた入所児童数に対する数

※ 有資格者の算出に当たっては、小数点１桁を四捨五入

都における有資格者の取扱において、

准看護師は、有資格者としてみなしていない。
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非常災害に対する措置として、具体的な計画＝消防
計画の作成が必要【全施設】

※消防法上、収容人員（防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数を

いう。建物全体で判断する。）が30人以上の施設については、作成及び
届出の義務がある。

※届出した消防計画の内容に変更の必要がある場合は、変更届
の提出を行うものとする。

32

消防計画が適正に作成され届出が行われているか



労働基準法で義務付けられている帳簿等が備えられているか

◆労働基準法その他の法令に基づき、各事業場ごとに

備え付けが義務づけられている帳簿等があるか。

□労働者名簿（労働基準法第107条）

□賃金台帳（労働基準法第108条）

□雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関

する重要な書類の保存義務（労働基準法第109条）

その他、都の指導監督要綱により、職員に関する書類の整備が必要なもの

職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類（写）、履歴、採用年月
日等が確認できる書類、各職員の勤務の時間毎の割り振り（シフト､ローテ
ーション）が確認できる書類及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）の
備えも必要です。
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施設及びサービスに関する内容が掲示されているか①

以下の事項について、施設のサービスを利用しようとする者が
見やすい場所に掲示されているか。

□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が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理由

□入所定員
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□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

□提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

□非常災害対策 □緊急時等における対応方法

□虐待の防止のための措置に関する事項

□職員に対する研修の受講状況

※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設の場合は、「設置者及び職員に対する

研修の受講状況」

35

施設及びサービスに関する内容が掲示されているか②

認可外保育施設に対する指導監督要綱改正により、下線部分の掲示項目が
評価基準に追加されました。



職員の健康診断の実施状況

≪健康診断≫

◆ 職員の健康診断を採用時及び１年に１回実施

しているか。

≪検便≫

◆ 調理、調乳に携わる職員には、月１回検便を

実施しているか。

施設の管理者は、予め職員の検便の結果を確認したうえで、調理・調

乳業務に従事させることが重要
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入所時及び入所後の定期的な健康診断は行われているか

≪児童の健康診断≫

継続して保育している児童の健康診断を入所時（利
用開始日）及び１年に２回、学校保健安全法に規定す
る健康診断に準じて実施

◆入所時（利用開始日）及び１年に２回の健康診断が実施

されているか。

（定期的な健康診断は、おおむね６月毎に実施）
※定期的な健康診断について、施設において直接実施できない場合は、保

護者から健康診断書又は母子健康手帳の写し（おおむね６月以内の乳幼

児健診の記録）の提出を受けると。
※入所時（利用開始日）の健診については、保護者からの健康診断の結果（４か月以内に受診しているも

のに限る。）の提出がある場合等は、これにより入所時の健康診断がなされたものとみなす。
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児童の権利擁護、虐待の防止

都内保育所において、園児に対する虐待や不適切
な保育事例が発生。

保育所として、児童の権利擁護に取り組んでいく
ことが重要。

児童一人一人の人格を尊重した保育を実施するた
め、日頃から、職員間での共通理解を図っておく
こと。

保育所保育指針を参考に、計画的に保育の環境を
構成し、工夫して保育を行うこと。
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児童の権利擁護に配慮した保育

暴力的な言葉を使用しない（呼びすて、怒鳴る等）

体罰を行わない

無視（ネグレクト）をしない

行動制限をしない（閉じ込める等）

差別的な待遇をしない

わいせつな行為をしない

強制をしない（食事を無理に食べさせる等）
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保育内容の確認の視点（例）

 限られたおもちゃで特定の狭いスペースにおいて遊ば
せるなど、児童の自由な遊びを制限していないか。

 「壁ぺったん」の声掛けで長時間待機させる、一斉行
動を多用するなど、児童の行動を制限していないか。

 おむつ交換、着替え、おもらし対応の際、プライバシ
ーに配慮しているか。幼児（特に年長児）のトイレに
は扉があるか。保育室内の場合、衝立等があるか。な
るべく全裸にせず上下別に行っているか。

 午睡明けは一斉に起こさず、児童の生活リズムを考慮
して起きる時間に幅を持たせているか。

 嫌いなものを無理やり食べさせていないか。



児童の状況に応じた食事の提供①

適切な献立内容・調理方法に沿った食事を提
供すること。

乳児及び１歳以上３歳未満児の給食は、食材料の
選定、調理方法等に配慮する。

体調不良、食物アレルギー、障害等のある児童に
ついては、一人一人の心身の状況に応じた献立を
作成する。

児童の状況に応じて配慮すること。

かかりつけ医、嘱託医等の指示や連携の下、保護
者とも協力して適切に対応する。

41



児童の状況に応じた食事の提供②

保育所等における誤食の原因

 間違えて配膳してしまった 43.6%

 他の園児に配膳された食物を食べてしまった 15.6%

 保護者からの情報が足りなかった 13.9%

 調理の段階で原因食材が混入してしまった 13.9%

 園児についての食物アレルギーに関する情報が
職員間で共有されていなかった 11.8%

42

東京都健康安全研究センター（平成２７年３月）『アレルギー疾患に関する施設調査
（平成２６年度）報告書』 複数回答可



児童の状況に応じた食事の提供③

食物アレルギー対応における人的エラーを減らす方法の例

 材料等の置き場所、調理する場所が紛らわしくないように
する。

 アレルギー児の食事を調理する担当者を明確にする。

 材料を入れる容器、食事を提供する容器、トレイの色や形
を変える。

 調理、配膳、食事の提供までの間に2重、3重のチェック体
制をとる。

 食事中は職員が側から離れないようにする。人手が手薄な
土曜日には特に注意する。

43

『保育園等における食物アレルギー対策～ヒヤリハット事例より～（平成29年12月作成 多摩立川
保健所生活環境安全課食品衛担当 ）』も活用のこと。



SIDS（乳幼児突然死症候群）

何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る、原因の分

からない病気で、窒息などの事故とは異なる。日本人の発症
頻度はおおよそ出生6,000人から7,000人に１人と推定され
生後２か月から６か月に多く、稀には１歳以上で発症するこ
とがある。

SIDSは、うつぶせ、あおむけのどちらでも発症するが、寝
かせる際にうつぶせに寝かせた時の方がSIDSの発症率が高い
ということが研究者の調査からわかっており、顔が見えるあ
おむけに寝かせることが重要。

平成26年度の世論調査では、乳幼児突然死症候群について、知らなか

ったと答えた者の割合は16.4％。（就学前の子どもがいる保護者のうち）

44

乳幼児突然死症候群の予防①

・内閣府大臣官房政府広報室（平成２６年７月）『母子保健に関する世論調査』



乳幼児突然死症候群の予防②

◆保育施設等における睡眠中の死亡（H27年～H29）

①睡眠中に死亡した児童 ２５名

年齢内訳：０歳15名、１歳９名、２歳１名（０～２歳計２５名）

②入園から睡眠中の事故発生までの日数

１ ～７日目 4名

８ ～14日目 4名

15～20日目 0名

21～30日目 3名

31～60日目 2名

61日目以降 12名（不明3名含む）
45

平成３０年７月「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告」から作成

30日目までの

死亡事故44％

睡眠中の見守りの重要性

①特に低年齢児に注意

②預かり間もない児童にも注意



国内で、平成31年1月1日から令和元年12月31日の
期間内に教育・保育施設等から報告のあった死亡

事故は６件。

睡眠中の死亡事故が４件であった。

（うち２件がうつぶせ寝）
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乳幼児突然死症候群の予防③

・内閣府子ども・子育て本部（令和２年６月２６日）『「令和元年教育・保育施設等における事故報告
集計」の公表及び事故防止対策について』より



乳幼児突然死症候群の予防④

47

乳幼児突然死症候群(SIDS)は12月以降の冬期に発症しやすい傾向が
あることから、厚生労働省は、毎年11月を乳幼児突然死症候群(SIDS)

の対策強化月間と定め、SIDSに対する社会的関心を喚起するため、発
症率を低くするポイントなどの重点的な普及啓発活動を実施している。
（※対策強化月間は平成11年度から実施）

保育施設内におけるSIDS予防策の徹底、職員間の一層の意識向上を
図ること、入所の際は、こうしたＳＩＤＳに関する情報を保護者に提供する
ことが求められている。

・ SIDS の発症リスクを低くするための以下３つのポイントについて、
ポスターやリーフレットの活用による全国的な啓発活動を実施

①１歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせる

②できるだけ母乳で育てる

③保護者等はたばこをやめる

★保育施設等における睡眠中の死亡
事故は、１歳以上児でも発生している。
★リーフレットの啓発内容は、保護者等
の世間一般向けと捉え、集団保育の場
では、1歳以上児でも寝かせ方の配慮
が必要であることに留意する。



 照明は、睡眠時の乳幼児の顔色が観察できるくらいの明
るさを保つ。

 乳幼児のそばを離れない。機器の使用の有無にかかわら
ず、必ず職員がそばで見守る。

 乳児を寝かせる時は、仰向け寝を徹底する。

 保護者との緊密なコミュニケーションを取る。

・家庭での児童の様子、睡眠時の癖、体調等を保護者から聞き取る。

預かり始めの時期や体調不良明けは特に注意する。

48

乳幼児突然死症候群の予防⑤

1歳以上でも、例えば、児童の家庭での生活や就寝時間、発達の状況など

一人一人の状況を把握できるまでの間は、必ず仰向けに寝かせる等、児童
の安全確認をきめ細かく行うこと。

（医学的な理由で医師からうつぶせ
寝をすすめられている場合以外）



午睡時チェックをきめ細やかに行い、記録する。

０歳児は５分に１回、１～２歳児は１０分に１回が

望ましい間隔。

預かりはじめの時期は特に注意してチェックする。

体調不良等いつもと違う様子の際は特に注意して

チェックする。

人任せにしないよう、チェックする担当者を明確に

する。

チェック項目（児童の寝つきや睡眠中の姿勢、顔色、

呼吸の状態、体温）

乳幼児の体に触れて確認する。
49

乳幼児突然死症候群の予防⑥



乳幼児突然死症候群の予防⑦

その他の睡眠中の事故
 睡眠中に児童が死亡する原因には、乳幼児突然死症候群と
いう病気のほか、窒息などによる事故がある。

乳幼児突然死症候群の予防策は、窒息などその他の睡眠中
の事故防止にもつながる。

何よりも、1 人にしないこと、

寝かせ方に配慮を行うこと、

安全な睡眠環境を整えることが必要。

異変の早期発見、発見後直ちに応急処置を行うためにも、見守りが重要！
50

【窒息リスク除去方法】

①やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用しない。② ヒモ、またはヒモ状のもの（例：よだれかけのヒモ、ふとん
カバーの内側のヒモ、ベッドまわりのコード等）を置かない。③口の中に異物がないか確認する。④ ミルクや
食べたもの等の嘔吐物がないか確認する。⑤児童の数、職員の数に合わせ、定期的に児童の呼吸・体位、睡
眠状態を点検すること等により、呼吸停止等の異常が発生した場合の早期発見、重大事故の予防のための
工夫をする。



プール活動・水遊び時の事故予防①

プール活動、水遊びを行う場合は、監視体制の空白
が生じないように専ら監視を行う者とプール指導等
を行う者を分けて配置し、また、その役割分担を明
確にする。

事故を未然に防止するため、プール活動に関わる職
員に対して、児童のプール活動・水遊びの監視を行
う際に見落としがちなリスクや注意すべきポイント
(※）について事前教育を十分に行う。

（※）は次ページ
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認可外保育施設に対する指導監督要綱改正により、評価基準に追加されました。



プール活動・水遊び時の事故予防②
※プール活動・水遊びの際に注意すべきポイント
令和２年６月厚生労働省「教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について（通知）」

□監視者は監視に専念、監視エリア全域をくまなく監視する。

□規則的に目線を動かし、動かない児童や不自然な動きをし

ている児童がいないか、常に監視する。

□十分な監視体制の確保ができない場合については、プール活

動の中止も選択肢とする。

□時間的余裕をもってプール活動を行う。

52

『プール活動・水遊びに関するチェックリスト』※（「園長用」と「監視を担当する職員・ス
タッフ用」の２種類あり。）も適宜活用のこと。

※当該チェックリストは都のHPに掲載しています。本資料６８ページ掲載画面から「事業者の方へ（通知・事務
連絡・お知らせ）」を開き、「プール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について」よりご確認ください。



日常の安全確保

53

児童の食事に関する情報や当日の子どもの健康状態を把握し、
誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去する。また、食物
アレルギーのある子どもについては生活管理指導表等に基づい
て対応する。

【参考】「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(施設・事業者向け)  

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h280331/guideline-1.pdf

〇誤嚥、窒息につながりやすい食べ物の調理について記載

〇給食での使用を避ける食材として、プチトマト、ぶどう、さくらんぼ、白玉団子等を記載

◆窒息の可能性のある玩具、小物等が不用意に保育環境下に置
かれていないかなどについて、保育室内及び園庭の点検を定
期的に実施する。

園外保育時には複数の保育従事者が対応する。
※１日に保育する乳幼児の数が常時５人以下の施設であって、保育士、看護師、家庭的保育者研修終了

者が従事している時間帯に乳幼児の数が３人以下の場合は除く。

※バス等により児童の送迎を行う場合も、緊急時の対応に備え、運転手の他に１名以上職員が同乗する

ことが望ましい。

このページの３項目は、認可外保育施設に対する指導

監督要綱改正により、評価基準に追加されました。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h280331/guideline-1.pdf


事故防止及び安全対策に取り組む

54

事故情報の収集と要因分析

注意喚起

知識・情報の共有

類似の事故発生を防止するための取組実行！

ヒヤリ・ハット事例の収集も
重大な事故が生じた場合
は、速やかに東京都へ報
告してください。

※認可外保育施設に対す
る指導監督要綱改正によ
り、評価基準に追加され
ました。



救急対応策の徹底

●常時、複数職員配置が徹底されていますか？
・緊急時に適切に対応するためにも、常時職員を複数配置しておくことが重要です。

・１日に保育する乳幼児が常時５人以下の施設で、有資格者が１人で保育している場合、緊急

時に近隣の応援体制が得られるようにお願いしておく等、体制づくりが必要です。

●迅速な対応の手順を把握していますか？
・緊急対応のマニュアルの作成・見直しを行いましょう。

・緊急連絡先を整備しておきましょう。（保護者、消防・病院等の連絡先等）

●緊急時の役割分担は明確になっていますか？
応急処置、救急蘇生、救急車の出動の要請、医療機関への同行、事故の記録と保護者及び嘱

託医や関係機関等への連絡等といった具体的な行為に関する分担と、指示系統を明確にしてお

きましょう。

●全職員が救急蘇生法や応急処置について熟知していますか？
定期的に救急対応訓練を行いましょう。全ての職員が対応できるようにましょう。
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・統 計 資 料

・事 例 紹 介
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教育・保育施設等における事故報告集計①

57

※認定こども園・幼稚園・認可保育所等とは、放課後児童クラブ以外の施設・事業

◆事故報告概要（H31.1.1~R元.12.31）

・内閣府子ども・子育て本部（令和２年６月２６日）『「令和元年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表及び事故防止
対策について』より



教育・保育施設等における事故報告集計②

58

◆死亡事故の発生時の状況（H31.1.1~R元.12.31）

・内閣府子ども・子育て本部（令和２年６月２６日）『「令和元年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表及び事故防止
対策について』より



教育・保育施設等における事故報告集計③

◆国に報告された死亡事故の報告件数（H16.4~R1.12）の合計

59

（注）：幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、病児保育事業は、平成27年4月以降か
ら 調査開始

◆認可外保育施設における死亡事故のうち睡眠中に亡くなった児童数

・内閣府子ども・子育て本部（令和２年６月２６日）『「令和元年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表及び事故防止対策につい
て』の公表データを元に作成

幼保連携型
認定こども

園

認可
保育所

小規模
保育事
業

一時預
かり事
業

家庭的
保育事
業

病児
保育事
業

認可外
保育施設

合 計

２件
（注）

６３件 １件
注）

１件
（注）

２件
（注）

１件
（注）

１４０件 ２１０件

認可外報告
件数全体①

①のうち
睡眠中の死亡

睡眠中のうち
うつぶせ寝

H25 15名 12名 ７名

H26 12名 9名 ４名

H27 10名 9名 ６名

H28 7名 7名 ２名

H29 4名 4名 1名

H30 ６名 ６名 ２名

R1 ３名 ３名 ２名



睡眠中の事故防止について
睡眠中に児童が死亡する原因には、乳幼児突然死症候群とい

う病気のほか、窒息などによる事故がある。乳幼児突然死症
候群の予防策は、窒息やその他の睡眠中の事故防止にもつなが
る。

「東京都教育・保育施設等における重大事故の再発
防止のための事後的検証委員会報告書」

• 事業所内保育施設で午睡中にうつぶせ寝で寝かされた１歳児の死亡事故から私た
ちが学ぶ、１歳児の保育と低年齢児に対する丁寧な保育の大切さについて（平成
29年3月8日）

• 個人で長く運営し、繰り返し改善指導が行われていた24時間運営のベビーホテル
（認可外保育施設）で夜間の時間帯に発生した睡眠中の死亡事故（平成30年3月28

日）

• 個人で長く運営し、繰り返し改善指導が行われていた認可外保育施設で発生した
午睡時の死亡事故について（令和２年３月２６日）



（判例紹介）独立行政法人国民生活センター 2018年８月公表分より

認可外保育施設に預けられた乳児（生後4カ月）がう
つ伏せ寝の体位で急死

乳児の両親が保育従事者や運営会社、経営者、また市
に対して損害賠償を請求した事例の控訴審判決

 裁判所は、乳児の死因はSIDS（乳幼児突然死症候群）によるものではなく、

うつ伏せ寝による窒息死であると判断して保育従事者の過失を認
定し、施設経営者らの共同不法行為責任を認めた。

本件施設経営者らは、保育従事者の使用者として民法
715条に基づく損害賠償責任を負う。
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認可外保育施設での乳児の窒息死亡事故における施設等の責任①



【事案概要】

●11月初め頃のお試し保育を経て、2009年11月10日からAとBを預け始めた。

●X2は、2009年11月17日午前8時30分頃、AとBを本件施設に預けた。

●当日、本件施設で預かっていた乳幼児数は17名であり、同日の保育従事者はY6とY7のみであった。

●両名はいずれも保育士資格ないし看護師資格を有しておらず、Y6は本件施設での勤務が1カ月余、Y7は6カ

月弱であった。

●Y6は、午前10時30分頃から、ベビールーム内にいたAが泣いていたため、姉のBのいる保育ルームに連れて

きて、床の上に寝かせていた。Y7は、午前10時30分頃から午後0時30分頃まで、本件施設の調理室内で、

昼食作りとこれを乳幼児に順次食べさせる作業をしていた。Y7は、午前11時50分から午後0時頃、Aが保育

ルームの床の上でうつ伏せ寝の体位で甲高い声で泣いていたことから、Aを保育ルームからベビールームに

連れて行き、ベビーベッドに仰向けに寝かせた。その後、Y6は、ベビーベッド上でうつ伏せ寝の体位のま

ま呼吸をしていないAを発見し、抱き上げて、Y7を呼び、同人とともに、Aを叩いたり、水をかけたり、人

工呼吸をしたりし、Y7は、Aの「鼻水みたいな鼻血みたいな」ものをふき取るなどし、午後1時3分に119番

通報をした。Aは駆け付けた救急車により病院に搬送されたが、午後2時13分に死亡した（本件事故）。
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認可外保育施設での乳児の窒息死亡事故における施設等の責任②
◆独立行政法人国民生活センター2018年８月公表情報（判例）より(抜粋）

原告 X1・X2（被害者Aの両親）

被告・被控訴人 会社Y1（会社Y3から営業譲渡を受けた認可外保育施設の設置運営株式会社）、Y2（会社Y1   

の代表取締役）、会社Y3（同施設を設置し会社Y1に営業譲渡した有限会社）、Y4（会社Y3 

代表取締役で同施設の実質的経営者）、Y5（保育施設の園長）、Y6・7（保育従事者）

関係者 A（Xらの子で本件事故により死亡した乳児）、B（Xらの子でAの姉）、C医師（窒息死とす
る鑑定書および意見書の作成者で証人）



１．認定事実等によれば、以下のとおり、Aの死因は、鼻口閉塞による窒息死であると推認できる。

ア．Aは、ベビールームに運ばれた後、仰向けに寝かされたが、寝返りによりうつ伏せになった。その後Aに対す

る呼吸確認等のチェックはなされていなかった。

イ．Aの発見時の体位はうつ伏せであった。

ウ．Aが寝ていたベビーベッドに敷かれたマットレスは、Aの頭部・顔面の重さに匹敵する重量約2.4kgのバーベル用プレート

を置くと、約2.5cmの凹みが生じるものであった。

エ．Aは、血液混じりの分泌物等を鼻や口から出しており、三重構造で厚さ6cmのマットレスにおいて、一層目の綿製カバー

表面の約6cm×約5.5cmの血痕様の染みが、二層目の防水シートを突き抜けて、三層目のマットレス表面にまで染み込み、

三層目の染みも約4cm×約2cmの大きさに及んでいる。この点について、C医師は、原審尋問において、「上記分泌物は、

4カ月の乳児から出た分量としては多いと考えられ、一部吐物も混ざっている可能性があって、さらさらの液体ではなく

粘性度がある程度あることからすれば、上からぐっと押しつけたと考えた方が、このような分泌物等が下まで染み込んだ

状況を説明しやすく、どちらかといえばフェイスダウン（柔らかな寝具の上にうつ伏せで顔面を真下にした状態）であっ

たと考えられる」と証言している。以上からすると、Aは、フェイスダウンの状態にあったと推認することができる。

オ．Aは、本件事故当時、生後4カ月で、うつ伏せ寝の体位により鼻口部が閉塞されて低酸素状態になるまでの間に、顔面を

横にするなどの危険回避行動をとることができるほどの学習能力がなかった。

２．Y6およびY7は、Aの呼吸確認等をすることなく放置し、仰向けに戻さなくても大丈夫であると軽信し、こ

れにより、Aを鼻口閉塞により窒息死させたものと認められる。乳幼児は、うつ伏せ寝の体位により窒息死

する危険があるから、保育従事者は、就寝中の乳幼児をうつ伏せ寝の体位のまま放置することなく、常に監

視し、うつ伏せ寝の体位であることを発見したときは、仰向けに戻さなければならない注意義務があるのに

Aをうつ伏せ寝の体位のまま放置し、鼻口閉塞により窒息死させたといえる。Y6およびY7には前記注意義

務違反がある。その余のYら本件施設経営者らは、保育従事者の使用者として民法715条に基づく損害賠償

責任を負う。
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認可外保育施設での乳児の窒息死亡事故における施設等の責任③

◆独立行政法人国民生活センター2018年８月公表情報（判例）より(抜粋）



認可外保育施設での乳児の窒息死亡事故における施設等の責任④
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◆独立行政法人国民生活センター2018年８月公表情報（判例）検索はこちらから



プール活動中の事故事例
社会福祉法人が運営する認可保育所のプールに

おいて、職員がプールの滑り台の撤去中に目を離
した隙に３歳クラスの児童がプールに浮かんでい
るのが発見される。

意識不明の重体で病院に搬送されたが、翌日に
死亡。
・事故発生時 ３～５歳児計２０人がプールに入っていた。

・事故発生時に配置されていた保育士は２名、当該保育士２名ともが児童の

プール活動中に滑り台の撤去を始める。

・職員の背中側でプールの中で浮いていたことに、他の児童の「あっ」とい

う声で気付く。

出典：平成30年5月「特定教育・保育施設等重大事故検証報告書（平成29年8月緑区私立認可保育

所）」（さいたま市社会福祉審議会特定教育・保育施設等重大事故検証専門分科会）
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参 考 資 料
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事故防止のためのミニポスター紹介

67

内閣府のHPからダウンロー

ド可能です。施設内の見やす
い場所に掲示する等して、是
非活用ください。



事業者の方へ（通知・事務連絡・お知らせ）
東京都福祉保健局ホームページより

68

感染症対策、事故予防、事故情報等の各
種情報提供を行っています。

事故防止及び事故発生時の対応のための
ガイドラインも掲載中です。

是非、ご活用ください。
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【参考】
事故情報等の確認ができます

内閣府 特定教育・保育施設等事故情報データベース
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html

独立行政法人日本スポーツ振興センター 学校事故事例検索データベース

https://www.jpnsport.go.jp/

消費者庁 事故情報データバンクシステム

http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/

消費者庁 子どもを事故から守る！事故防止ポータル

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/
http://www.jpnsport.go.jp/
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/


（最後に）
認可外保育施設の指導監督は・・・
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☆子どものため ・・・ 安全の確保・

保育の質の向上

☆保護者のため ・・・ 安心のため

☆園及び職員のため ・・・ リスクマネジメント

今後とも御協力をお願い申し上げます


