令和2年度

幼保連携型認定こども園
指導監査の着眼点

（運営編）

横 浜 市
こども青少年局監査課

指摘区分について【参考】
・監査において適正ではない点や不備な点が認められた場合には、改善の指導を行います。
・改善の指導は、次のとおり標準的な区分を設定して行っています。

文書指摘事項

関係法令又は通知等の違反が認められる場合は、当該事項について、原則として、改善のための必要な措置
（以下「改善措置」という。）をとるべき旨を文書により指導（文書指摘）します。
また、改善措置の具体的な内容について、期限を定めて改善報告書の提出を求めます。

口頭指摘事項

違反の程度が軽微である場合又は違反について文書指摘の指導を行わずとも改善が見込まれる場合には、
当該事項について、口頭により自主的な是正又は改善を指導（口頭指摘）します。
なお、口頭指摘を行う場合は、法人等と指導の内容に関する認識を共有するため、原則として口頭指摘とし
た内容を文書により交付します。

助言事項

法令又は通知等の違反は認められないが、法人等の運営に資するものと考えられる事項については、
当該事項について、口頭により助言を行います。
助言事項についても、原則として文書を交付します。

◆特に文書指摘事項については、その改善状況又は改善の予定等を含め、理事会等への報告を行ってください。
◆根拠法令について、指摘事項の根拠となる法令又は本市条例、要綱、通知等の名称等を掲載します。関連する法令等が多数ある場合
は、主なものを掲載します。

根拠法令について
● 横浜市条例・要綱等

正式名称

省 略 標 記

公布年月日

最近改正

幼保連携型認定こども園基
準条例

横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備
条例第46号
及び運営の基準に関する条例

平成26年9月25日

令和1年10月4日

認可基準条例

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 条例第60号

平成24年12月28日

令和1年10月4日

確認基準条例

横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
条例第48号
営の基準に関する条例

平成26年9月25日

令和1年10月1日

自助共助推進条例

横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例 条例第30号

平成25年6月5日

震災対策条例

横浜市震災対策条例

条例第４号

平成25年2月28日

平成30年3月5日

建築基準条例

横浜市建築基準条例

条例第20号

昭和35年10月10日

令和2年4月1日

食品衛生基準条例

横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基
条例第64号
準に関する条例

平成17年6月24日

平成27年2月25日

幼保連携型認定こども園設
置認可要綱

横浜市幼保連携型認定こども園設置認可・確認等要綱

こ保整第1659号

平成27年3月31日

令和1年12月27日

土曜共同保育要綱

土曜日共同保育に関する実施要綱

こ保運第2747号

平成29年3月17日

平成30年2月1日

市向上支援費等取扱要綱

横浜市における保育・教育に係る向上支援費等取扱要綱

こ保運第１号

平成27年4月1日

平成31年4月1日

市延長保育要綱

横浜市延長保育事業実施要綱

こ保運第１号

平成27年4月1日

令和元年10月１日

市障害児等の保育・教育要
綱

横浜市障害児等の保育・教育実施要綱

こ保運第3729号

平成27年4月1日

令和2年4月1日

市防災計画「震災対策編」

横浜市防災計画「震災対策編」

令和2年1月

市防災計画「風水害等対策編」 横浜市防災計画「風水害等対策編」
休園日等に係るガイドライン

令和2年1月

横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の
こ保運第2654号
休園日等に係るガイドライン
公定価格における「土曜日に閉所する場合の減算調整」の
こ保運第4134号
見直しに伴う対応について
「朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に
こ保運第2157号
係る特例」実施について
保育施設における児童の安全対策等の徹底について

こ保運第1052号

平成19年3月30日
令和2年3月16日
令和元年9月27日
平成26年6月26日

特定教育・保育施設等における事故報告書の様式変更に
こ保運第3607号
ついて

令和2年3月26日

感染症等発生時の報告について

令和元年9月30日

こ保人第730号

横浜市「視聴覚検診」の対象年齢引き下げ（３歳児への移
ここ第1936号
行）について
緊急事態宣言の発出に伴う保育等の対応（給付費・委託等
こ保運第994号
及び職員の給与）について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について

こ保人第44号

平成27 年3月30 日

令和元年6月26日
令和2年5月15日
令和2年4月10日

● 関係法令等
正 式 名 称

省 略 標 記
児童福祉法
認定こども園法
認定こども園法施行規則

省 略 標 記

公布年月日

最近改正

法律第164号

昭和22年12月12日

令和元年6月26日

法律第77号

平成18年6月15日

平成30年6月27日

内閣府・文部科学省・
厚生労働省令第2号

平成18年9月7日

令和1年9月20日

消防法

法律第186号

昭和23年7月24日

平成30年6月27日

消防法施行令

政令第37号

昭和36年3月25日

令和元年12月13日

消防法施行規則

自治省令第6号

昭和36年4月1日

令和2年4月1日

水防法

法律第193号

昭和24年6月4日

平成29年5月19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
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

正 式 名 称

公布年月日

最近改正

土砂災害防止法

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
法律第57号
関する法律

平成12年5月8日

平成29年5月19日

労基法

労働基準法

法律第49号

昭和22年4月7日

平成30年12月14日

労基法施行規則

労働基準法施行規則

省令第23号

昭和22年9月1日

令和元年12月13日

最低賃金法

法律第137号

昭和34年4月15日

労働安全衛生法

法律第57号

昭和47年6月8日

令和元年6月14日

労働安全衛生規則

労働省令第32号

昭和47年9月30日

令和元年12月13日

学校保健安全法

法律第56号

昭和33年4月10日

平成27年6月24日

学校保健安全法施行規則

文部省令第18号

昭和33年6月13日

令和元年7月1日

公布年月日

最近改正

● 通知等
省 略 標 記

正 式 名 称

内閣府・文部科学省・
平成29年3月31日
厚生労働省告示第1号

教育・保育要領

幼保連携型認定こども園教育・保育要領

労働時間使用者措置ガイドライン

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン

平成29年1月20日

感染症対策ガイドライン

保育所における感染症対策ガイドライン

平成21年8月

平成30年3月

アレルギー対応ガイドライン

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

平成23年3月

平成31年4月

児童福祉施設等における児童の安全の確保について

雇児総発第402号

平成13年6月15日

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について 雇児総発0915第１号ほか 平成28年9月15日
事故防止及び事故発生時の 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対
対応のためのガイドライン
応のためのガイドライン
社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及
雇児発第488号ほか
び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について
法定代理受領に係る施設型給付費等の額の支給認定保
護者への通知について（周知）

平成16年消防庁告示第９号

平成28年3月
平成13年7月23日

平成30年3月30日

内閣府子ども・子育て本部参
事官（子ども・子育て支援担 平成28年4月14日
当）ほか 事務連絡

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備又は特殊消
防用設備等の点検内容に応じて行う点検の期間、点検の
消防庁告示第９号
方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める
件
児童福祉施設等における利用者の安全確保及び非常災
雇児総発0909第2号
害時の体制整備の強化・徹底について

平成16年5月31日

平成31年4月18日

平成28年9月9日

特定教育・保育施設における事故の報告等について

府子本第912号ほか

苦情解決指針

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情
解決の仕組みの指針について

障第452号、社援第1352号、
平成12年6月7日
老発第514号、児発第575号

平成29年3月7日

大量調理マニュアル

大量調理施設衛生管理マニュアル

衛食第85号別添

平成29年6月16日

食事の提供援助及び指導
食事計画について
食事の外部搬入等について

平成29年11月10日

平成9年3月24日

児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導 子発0331第１号、障発
令和2年3月31日
について
033１第８号
児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計
令和2年3月31日
子母発0331第1号
画について
幼保連携型認定こども園における食事の外部搬入等につ 府子本第448号、27文科初第
平成28年1月18日
1183号、雇児発0118第３号
いて
新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を
行う場合の公定価格等の取扱いについて
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点に
ついて

府子本第646号、２初幼教第
令和2年6月17日
11号、子保発0617第1号
厚生労働省健康局結核感染
令和2年3月6日
症課ほか 事務連絡
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幼保連携型認定こども園指導監査の着眼点（運営編）
項目

◆：令和２年度指導監査重点事項

着眼点

根拠法令

Ⅰ 園の概況
１ 施設・設備の管理等

◆ (1) 開園時間

開園時間が適切かつ本市の規定する休園日以外に休園日を設けて
いないか。また、開所時間中は常時職員が配置されているか。配置
されていない場合は、確実に連絡が取れる連絡先を保護者等に明
示しているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第10条
・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第11条
・教育・保育要領第１章第２－１
・公定価格における「土曜日に閉所する場合の減
算調整」の見直しに伴う対応について（市通知）
・休園日等に係るガイドライン

所有または使用している不動産について、登記または賃貸借契約を ・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第14条、
行っているか。
第15条、第16条
幼保連携型認定こども園に必要な設備を設けているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第７条、第８
条、第14条、第15条
・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第４条

保育室等の面積が最低基準を満たすとともに、認可内容に変更が
生じた場合、適切な手続きを行っているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第７条、第８条
・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第４条、
第20条、第21条

満3歳以上の園児は、1学級35人以下となっているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第５条

児童の受け入れについて、利用児童数は適切か。

・確認基準条例第22条
・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第２条

(２) 設備の基準

(３) 学級編成

（４）土曜日共同保 土曜日共同保育を実施している場合、必要な手続きを行っている
か。
育

・土曜共同保育要綱第３条、第５条、第８条

Ⅱ 職員の配置等
１ 職員配置
園長、保育教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師び調理員を配置 ・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第10条
し、市基準の職員数が確保されているか。
・幼保連携型認定こども園基準条例第６条、附則９
・幼保連携型認定こども園設置認可要綱第10条
・学校保健安全法第23条
・市向上支援費等取扱要綱第６条
・市延長保育要綱第７条
・「朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育
士配置に係る特例」実施について（市通知）
・教育・保育要領第２章第４-1（１）

◆ (１) 職員配置

２ 職員の処遇
職員の資格証明書、履歴書、労働者名簿、労働条件通知書、 ・確認基準条例第34条
・労基法第15条、第107条、第108条、第109条
(１) 職員関係帳簿 賃金台帳等を整備しているか。
・労基法施行規則第５条、第53条、第54条
・労働時間使用者措置ガイドライン

の整備等
労使協定の締結や届出が必要な規則・規程等について、適切に作
(２) 就業規則、給 成の上、労働基準監督署に届け出ているか。
与規程、育児・介
護休業規程、協定

◆ (３) 職員等給与

（４）有給休暇

職員の給与は、給与規程等に基づき、勤務実態に即して、適正な給 ・労基法第２条、第24条、第28条、第37条
与水準で支給されているか。
・労基法施行規則第８条
・最低賃金法第３条、第４条
・社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福
祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹
底について（国通知）
有給休暇の取得など、労働関係の法令を遵守しているか。

・労基法第39条

職員の健康診断が適正に行われているか。

・認定こども園法第27条
・労働安全衛生法第66条
・労働安全衛生規則第43条、第44条

職員の資質向上のため、研修受講の機会を計画的に確保している
か。

・幼保連携型認定こども園基準条例第14条
・確認基準条例第21条

(５) 職員の健康診
断

(６) 職員研修

・労基法第36条、第89条
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幼保連携型認定こども園指導監査の着眼点（運営編）
項目

着眼点

◆：令和２年度指導監査重点事項
根拠法令

３ 園児への対応・秘密保持
国籍、信条、社会的身分等により差別的取り扱いをしていないか。ま
た、園児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他
当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。
(１)差別・虐待等の
（法第33条の10各号（禁止行為）：暴行、わいせつな行為、ネグレク
禁止
ト、暴言、拒絶的な対応、心理的外傷を与える言動等）

(２) 秘密保持

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ
う、必要な措置が講じられているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第14条
・確認基準条例第３条、第24条、第25条
・児童福祉法第33条の10
・教育・保育要領第１章第２-２（３）
・幼保連携型認定こども園基準条例第14条
・確認基準条例第26条
・幼保連携型認定こども園基準条例第14条
・確認基準条例第27条

Ⅲ 園運営
１ 運営規程等
◆ (１) 運営規程

施設の運営についての重要事項に関する規定（運営規程）を定めて ・確認基準条例第20条
いるか。

あらかじめ保護者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用 ・確認基準条例第５条、第23条
(2) 重要事項の説 者の負担等の重要事項を記した文書（重要事項説明書）を交付して
◆
明等
説明し、同意を得ているか。また、施設内に掲示又は閲覧できるよう
にしているか。
利用申込みが利用定員を超える場合、選考の方法をあらかじめ明 ・確認基準条例第６条
◆ (3) 応諾義務
示した上で、選考をおこなっているか。
特定教育・保育の質向上のための費用（人件費など）を設定した場
合、あらかじめ保護者に金額、理由等を文書で説明し、文書で同意
(４) 利用者負担額 を得ているか。
◆
等
特定教育・保育費用以外の施設が提供する便宜に係る費用は、あら
かじめ、保護者に使途、金額、理由等を文書で説明し、同意を得てい
るか。
特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合に、教育・
◆ (５) 法定代理受領 保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係
る施設型給付費の額を通知しているか。

・確認基準条例第13条

・確認基準条例第13条

・確認基準条例第14条
・法定代理受領に係る施設型給付費等の額の支
給認定保護者への通知について（周知）

２ 非常災害対策
（１） 防火管理

防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出、消防設備点検な ・消防法第４条、第５条、第８条、第17条の３の３
ど、防火管理上、必要な手続きがなされているか。
・消防法施行令第１条の２、第３条の２
・消防法施行規則第31条の６
・平成16年消防庁告示第９号

火災、地震及び風水害などの非常災害時の具体的な対応について ・認定こども園法第27条
マニュアルを作成し、職員と共有が図られているか。
・児童福祉施設等における利用者の安全確保及び
◆ (２) 非常災害対応
非常災害時の体制整備の強化・徹底について
・教育・保育要領第３章第４-２（１）
避難訓練及び消火訓練を毎月実施しているか。

・消防法第８条
・消防法施行規則第３条
・認定こども園法第27条
(3) 避難訓練及び
・自助共助推進条例第13条
消火訓練
・震災対策条例第８条
・市防災計画「震災対策編」
・教育・保育要領第３章第４
(施設が「浸水想定区域」内又は「土砂災害警戒区域」内に立地し、 ・水防法第15条の３
・土砂災害防止法第８条の２
要配慮者利用施設となっている場合）
(4) 浸水及び土砂 避難確保計画を策定し、区役所に届け出るとともに、計画に基づい ・市防災計画「風水害等対策編」
◆
災害対策
・認定こども園法第27条
た訓練を実施しているか。
・教育・保育要領第３章第４－２（１）（２）
外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練が実施されて ・認定こども園法第27条
いるか。
・児童福祉施設等における児童の安全の確保につ
いて
◆ （５） 不審者対策
・社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保
について
・教育・保育要領第３章第３－２（３）

３ 事故防止及び安全対策
施設の設備は、事故の防止や、火災や地震の発生時に備えたもの
となっているか。
(1) 設備の安全対
策
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・認定こども園法第27条
・幼保連携型認定こども園基準条例第14条
・消防法第８条の３
・消防法施行令第４条の３、第10条
・建築基準条例第６条
・自助共助推進条例第７条
・事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド
ライン
・教育・保育要領第３章第３－２（２）（３）、第４－１
（２）

幼保連携型認定こども園指導監査の着眼点（運営編）
項目

◆：令和２年度指導監査重点事項

着眼点

根拠法令

事故の発生又はその再発を防止するため、事故が発生した場合の
対応、報告方法等が記載された事故防止のためのマニュアルが整
(２) 事故防止のた
備されており、職員間で共通理解が図られているか。
◆
めの措置

・確認基準条例第32条
・認定こども園法第27条
・事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド
ライン
・教育・保育要領第３章第３－２
事故が発生した場合、速やかに区役所、家族等に連絡し、必要な措 ・確認基準条例第32条、第34条
置を講じているか。また、事故の状況を記録、報告して、原因分析を ・特定教育・保育施設における事故の報告等につ
行い、職員に周知徹底する体制を整備しているか。
いて（国通知）
(３) 事故発生時の
◆
・特定教育・保育施設等における事故報告書の様
対応
式変更について（市通知）
・教育・保育要領第３章第３－２

◆

(４) 食物アレル
ギー対応

アレルギー疾患を有する子どもの対応について、保護者や医師と連 ・教育・保育要領第３章第１－３（３）、第２－６
携した必要な措置が講じられているか。
・アレルギー対応ガイドライン
・事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド
ライン
マニュアルの整備等、適切な対応が図られ、全ての職員にその対応 ・確認基準条例第32条
策が徹底されているか。また、事故発生時に関係機関への報告や再 ・教育・保育要領第３章第１－３（３）、第２－６
発防止に向けた具体的対策を講じているか。
・アレルギー対応ガイドライン
・事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド
ライン

４ 衛生管理
感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないようにマニュアルの
（１) 感染症及び 整備など、必要な措置を講じているか。また、職員会議や研修で職
◆ 食中毒への衛生管 員に周知され、共通理解が図られているか。
理
器具は、作業終了後、洗浄または清掃を行い、必要に応じて消毒
(２) 飲用水等の衛 し、及び乾燥させているか。
施設で使用する水は、飲用適の水であるか。
生管理

・認定こども園法第27条
・教育・保育要領第３章第１－３、第３－１
・感染症対策ガイドライン
・感染症等発生時の報告について（市通知）
・食品衛生基準条例 別表第１（第２条）
・大量調理マニュアル

５ 苦情への対応
苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情解決の仕組みが整備さ ・幼保連携型認定こども園基準条例第14条
れ、周知されているか。また、保護者からの苦情や要望を記録し、第 ・確認基準条例第30条、第34条
◆ (１) 苦情への対応 三者委員に報告するなど、苦情解決の仕組みに基づき、迅速かつ ・苦情解決指針
適切に対応しているか。

６ 業務の質の評価
園を利用する保護者その他園の関係者による評価又は外部の者に ・確認基準条例第16条
(１) 関係者評価及 よる評価を受けるように努めているか。
・認定こども園法第23条
び第三者評価
・認定こども園法施行規則第24条、第25条

Ⅳ 園児の処遇
１ 健康診断等の実施

(1) 健康診断

年２回の定期健康診断を学校保健安全法に準じて実施しているか。 ・認定こども園法第27条
・認定こども園法施行規則第27条
・学校保健安全法第13条
・教育・保育要領第3章第1－１、２
・学校保健安全法施行規則第５条、第６条
・横浜市「視聴覚検診」の対象年齢引き下げ（３歳
児への移行）について（市通知）

Ⅴ 教育・保育の内容（幼保連携型認定こども園教育・保育要領関係）
全ての職員による適切な役割分担と協力体制が整えられているか。また、多くの ・確認基準条例第21条
◆ 職員が替わる場合に、職員と園児、保護者との信頼関係の構築が図られている ・教育・保育要領第１章第２－１（４）、第１章第３ー
４（３）、第２章第４－１
か。
◆

睡眠中の事故防止について、適切な時間間隔で一人ひとりの呼吸確認を行うな ・教育・保育要領第２章第４－１（１）、第３章第３－
２（２）
ど、事故防止対策が採られているか。

◆ 様々な年齢の園児の発達の特性を踏まえた環境構成を工夫しているか。

・事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド
・確認基準条例第３条
・教育・保育要領第１章第３－３

満３歳未満の園児の保健的環境の維持及び安全が確保されているか。

・確認基準条例第３条
・教育・保育要領第２章第４－１、第３章第３

園児の人権や園児一人ひとりの個人差等に配慮した適切な指導を行っている
か。

・確認基準条例第３条
・教育・保育要領第１章第２－２（２）（３）
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幼保連携型認定こども園指導監査の着眼点（運営編）

◆：令和２年度指導監査重点事項

項目
着眼点
根拠法令
教育及び保育の内容並びに子育ての支援に関する全体的な計画が適切に作成
◆
・教育・保育要領第１章第２－１（１）（２）（３）（４）
されているか。
◆ 長期、短期の指導計画が作成されているか。

・教育・保育要領第１章第２－２（３）

障害のある園児について、個々の園児の障害の状態などに応じた指導内容や指 ・市障害児等の保育・教育要綱１５条
・教育・保育要領第１章第２－３（１）
導方法の工夫を計画的、組織的に行っているか。
満３歳未満の園児について、個別的な計画を作成しているか。

・教育・保育要領第１章第３－４（２）

長時間にわたる教育及び保育について、指導計画に位置付けているか。

・教育・保育要領第１章第３－４（５）

学校保健計画を作成し、園児の健康の保持及び増進に努めているか。

・学校保健安全法第５条
・教育・保育要領第３章第１－２（１）

教育・保育の提供に関する記録が整備されているか。また、完結の日から５年間
・確認基準条例第12条、第34条
保存しているか。
園児の保護者や地域の子育て家庭の保護者に子育ての支援を行っているか。

・認定こども園法第２条
・幼保連携型認定こども園基準条例第１１条
・教育・保育要領第４章

在籍する園児の園児指導要録を作成しているか。また、園児の就学に際し、抄本
・認定こども園法施行規則第30条
または写しを小学校へ送付しているか。
保育教諭は指導計画等を通して自己評価をしているか。設置者は教育及び保育
◆ 等の状況、その他の運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表して
いるか。

・確認基準条例第16条
・認定こども園法23条
・認定こども園法施行規則23条
・教育・保育要領第１章第２－１（１）（４）、２（２）（４）

Ⅵ 給食・食事
・幼保連携型認定こども園基準条例第14条 （認可
基準条例第１4条の準用）

給食・食事は適切に提供されているか。

施設内で調理しているか。また、調理業務を外部委託している場合、施設の管理 ・幼保連携型認定こども園基準条例第14条 （認可
者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容により、施設職員 基準条例第１4条の準用）
・食事の外部搬入等について
による調理と同様な給食の質が確保されているか。
満３歳以上児の園児に対する食事の提供について、当該施設外で調理し、搬入
する方法により行う場合、施設の管理者が、衛生面、栄養面等の業務上必要な ・幼保連携型認定こども園基準条例第14条 （認可
基準条例第１4条の準用）
注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されて ・食事の外部搬入等について
いるか。
・幼保連携型認定こども園基準条例第14条 （認可

園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、園児の健 基準条例第１4条の準用）
◆
・食事の提供援助及び指導
全な発育に必要な栄養量を含有するものであるか。
・食事計画について

食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び
◆ 嗜好を考慮したものになっているか。
また、調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第14条 （認可
基準条例第１4条の準用）
・食事の提供援助及び指導
・食事計画について

◆ 園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めているか。

・幼保連携型認定こども園基準条例第14条 （認可
基準条例第１4条の準用）
・教育・保育要領第３章第２
・食事の提供援助及び指導
・食事計画について

原材料及び調理済み食品を食品ごとに50gずつ清潔な容器（ビニール袋等）に入 ・食品衛生基準条例 別表第１（第２条）
・大量調理マニュアル
れ、密封し、－20℃以下で２週間以上保存しているか。
害虫の生息調査または駆除作業はを年２回以上実施し、記録しているか。

・食品衛生基準条例 別表第１（第２条）
・大量調理マニュアル

職員の健康診断に当たっては、特に園児の食事を調理する者につき、綿密な注 ・大量調理マニュアル
・食事計画について
意が払われているか。
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幼保連携型認定こども園指導監査の着眼点（運営編）
項目

着眼点

◆：令和２年度指導監査重点事項
根拠法令

Ⅶ 新型コロナウイルスに係る対応について
・緊急事態宣言の発出に伴う保育等の対応（給付
費・委託等及び職員の給与）について（市通知）
・新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨
時休園等を行う場合の公定価格等の取扱いにつ
(1) 新型コロナウイルスに係る対応について、法令や通知等に基づき適切な対応 いて（国通知）
・新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応
をしているか。
について（市通知）
・社会福祉施設等における感染拡大防止のための
留意点について（国事務連絡）
・感染症対策ガイドライン
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