
 

 

 

 

 

葛飾区 

特定地域型保育事業指導検査基準 
 

（令和３年４月１日） 



評価区分 指導形態 内容

C 文書指摘

　福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違反の場合を除く。）
は、原則として、「文書指摘」とする。
　ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭指
導」とすることができる。

B 口頭指導

　福祉関係法令以外の関係法令又はその他の通達等に違反する場合は、原則とし
て、「口頭指導」とする。
　ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っ
ている場合は「文書指摘」とする。
　なお、福祉関係法令又は福祉関係通達等に違反する場合であっても、軽微な違反
に限り、「口頭指導」とすることができる。

A 助言指導
法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行
う。

指　導　検　査　評　価　基　準　



根拠法令一覧（運営）

用語 法律等名称 備考

法 児童福祉法

支援法 子ども・子育て支援法

省令 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

府令 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準

平成26年内閣府令第39号

施行規則 児童福祉法施行規則

区家条例 葛飾区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年条例第23号

区特条例 葛飾区特定教育・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年条例第22号

内閣府告
示第49号

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保
育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等

平成27年3月31日内閣府告示第49号

留意事項 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項につ
いて

平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児
発0823第１号

労基法 労働基準法

労安法 労働安全衛生法

水防法 水防法 昭和24年6月4日法律第193号「水防法」
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

利用定員の遵守 利用定員は遵守されているか。 府令第48条、区特条例第2条、
区家条例第3・6〜12条 定員超過のため設備・面積が基準を下回っている Ｃ

認可・確認内容との
整合性 確認・認可の内容と現状が一致しているか。 支援法第44条1項・第47条、

施行規則第36条の36 確認及び認可内容変更を届け出ていない Ｃ

人種、信条等により差別的な扱いをしたり、信条等を強制し
ていないか。

府令第24条準用、省令第11
条、区特条例第2条、区家条例
第3条

差別的扱いをしたり、信条等を強制している Ｃ

利用者の立場に立った福祉サービスを提供するよう努めて
いるか。

府令第17条準用、区特条例第
2条

利用者の立場に立った福祉サービスの提供に努めてい
ない Ｃ

重要事項について、掲示をしているか。 府令第23条準用、区特条例第
2条 重要事項の掲示をしていない Ｃ

利用者の人権の擁
護、虐待の防止

利用者の人権擁護、虐待防止等のため、必要な体制を整備
しているか。

府令第25・26条準用・46条、
省令第12・13・18条、区特条
例第2条、区家条例第3条

虐待防止等のための体制を整備していない Ｃ

個人情報保護 個人情報の保護について適切な措置を講じているか。 府令第27条3項準用、区特条
例第2条 個人情報保護について適切な措置を講じていない Ｂ

秘密保持
秘密保持について適切な措置を講じているか。秘密保持に
ついて、職員の在職中のほか、退職後も秘密を保持するよう
規定しているか。

府令第27条1・2項準用、省令
第20条、区特条例第2条、区家
条例第3条

職員に対して、秘密保持に関する適切な措置を講じて
いない Ｃ

苦情を受け付けるための窓口を設置しているか。 苦情受付窓口を設置していない Ｃ

苦情解決の仕組みが利用者に周知されているか。苦情受付
担当、解決責任者のほか、第三者委員の連絡先が重要事項
説明に記載されているか。園内に掲示がされているか

苦情解決の仕組みが利用者への周知が行われていな
い Ｃ

サービスの質の評価
等

サービスの質向上のための取組をしているか（自己評価、第
三者評価や利用者アンケートなどを実施し、結果を公表して
いるか）

府令第45条、省令第5条第3・
4項、区特条例第2条、区家条
例第3条

サービス向上の取組を行っていない Ｃ

職員、設備及び会計等に関する諸記録を整備しているか。
（利用乳幼児の処遇状況は、保育で指導をおこなう。）

府令第49条1項、省令第19
条、区特条例第2条、区家条例
第3条 記録を整備していない Ｃ

諸記録の保存期間は適正か。 府令第49条2項、区特条例第
2条 完結の日から5年間保存していない。 Ｃ

特定地域型保育事業指導検査基準（運営）

 児童の入
所状況

 基本方針
及び組織

福祉サービスの基本
的理念

記録の整備

府令第30条準用、省令第21
条、区特条例第2条、区家条例
第3条

苦情解決
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（運営）

運営規定に必須規定事項11項目を含め、適切に定めている
か。秘密保持(府令第27条)と苦情対応(府令第30条)は規定
が必須であり、個人情報保護は重要事項のため、いずれも運
営規程に含むものとする。
※家庭的保育事業（以下「家庭的」という）の利用定員は、性
質上、総定員の設定のみとする。
※事業所内保育事業（以下「事業所内」という）の地域利用
枠及び小規模保育事業（以下「小規模」という）の利用定員
は、年齢別の設定とする。

府令第27・30条準用・46条、
省令第18・20・21条、区特条
例第2条、区家条例第3条

運営規程の内容が不十分である Ｃ

開所時間は8時間以上になっているか。家庭的は8時間以
上、小規模・事業所内（地域利用枠）は原則11時間以上とす
る。

省令第24条、区家条例第3条
家庭的：開所時間が8時を欠く。
小規模・事業所内：開所時間が11時間を欠く Ｂ

分掌事務 各職員の職務分掌を明確にしているか。 府令第47条1項、区特条例第
2条 職員の職部分掌を明確にしていない Ｂ

職員会議 職員会議の開催方法が適切か。また、会議録を作成している
か。

府令第49条1項、区特条例第
2条、保育所保育指針

職員会議の開催方法が不適切、又は議事録を作成して
いない Ｂ

職員配置

小規模・事業所内：保育士(保育従事者）、嘱託医、調理員を
適正に配置しているか。（連携施設との協定を結んでいる場
合は、調理員は不要）
家庭的：補助者、調理員、嘱託医を適正に配置しているか
（連携施設との協定を結んでいる場合は、嘱託医・調理員は
不要）

府令第47条、省令第23・29・
31・44・47条、区特条例第2
条、区家条例第3条、支援法第
第29条、内閣府告示第49号、
留意事項

基準を満たす職員を雇用していない。又は、必要な連携
協定を結んでいない Ｃ

開所時間

家庭的は8時間、小規模・事業所内は11時間の開所時間を
確保しているか。施設の都合で保育時間を短くしていないか
（子どもが全員降園した場合は連絡要員を配置することで閉
所は可能）。

省令第24条、区家条例第3条 施設の都合で保育時間を短縮している Ｃ

資格を要する職種において有資格者が勤務しているか。 有資格者が勤務していない Ｃ

資格を有しない者が紛らわしい名称を使用していないか。 紛らわしい名称を使用している Ｃ

資格を要する職種の職員において、資格証明を整備している
か。

府令第49条1項、区特条例第
2条 資格証明を整備していない Ｃ

履歴書、労働者名簿等、勤務関連帳簿を整備しているか。 府令第49条1項、労基法、区特
条例第2条 勤務関連帳簿を整備していない Ｂ

職員の状況

省令第8条、区家条例第3条職員の資格保有

基本方針及
び組織

関連帳簿の整備

保育所運営規定
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（運営）

職員給与の
状況 本俸・諸手当 本俸・諸手当は規定どおり支給されているか。 給与規定、労基法 規程どおり支給されていない Ｂ

健康管理 健康診断 職員の雇入れ時健康診断、定期健康診断を適切に実施して
いるか。

省令第17条4項、労安法、区家
条例第３条 健診を実施していない、又は時期・内容が不適切である Ｃ

研修計画を適切に立て、研修の機会を確保しているか。 研修を実施していない Ｃ

研修の成果を活用しているか。 研修結果を活用していない Ｂ

管理者はその職務を果たしているか。 管理者の職務を果たしていない Ｂ

管理者は他施設等の職員を兼務していないか。 他施設等の職員を兼務している Ｃ

防火対策 カーテン・絨毯等は防炎性能を有しているか。（家庭的保育
は保育室等が3階から）

省令第28・32・33条7項・43条8
項・48条、区家条例第3・6条 カーテン等が必要な機能を有していない Ｃ

避難確保計画を作成し、区へ報告しているか。 水防法第15条の3第1項、第2
項 避難確保計画を作成・報告していない Ｃ

避難確保計画に基づく避難訓練を実施しているか。 避難確保計画に基づいた訓練をしていない Ｃ

区へ訓練結果の報告をしているか。 訓練結果を報告していない Ｃ

非常口・避難経路が設置され、非常時に通行可能となってい
るか。 非常口等を設置していない、又は通行に支障がある Ｃ

消防用設備等の点検及び報告をしているか。 設備等の点検を実施していない、又は結果を報告して
いない Ｂ

避難・消火に関する訓練を毎月実施しているか。 避難又は消火の訓練を実施していない Ｃ

訓練結果の記録を整備しているか。 訓練結果を整備していない Ｂ

安全対策 安全対策について、必要な措置を講じているか。（不審者対
策は安全対策の範囲であり、避難訓練として扱わない）

府令第32条1項準用、省令第
5条6項、区特条例第2条、区家
条例第3条

安全対策に必要な措置を講じていない Ｃ

損害賠償 損害賠償体制の整
備

損害賠償保険に加入しているか、又は損害賠償体制を整え
ているか。

府令第32条4項準用、区特条
例第2条

損害賠償保険未加入、又は損害賠償体制を整備してい
ない Ｂ

職員研修
府令第47条3項、省令第9条2
項、区特条例第2条、区家条例
第3条

省令第7条1項、区家条例第3・
7〜9・11・12条保安設備

管理者（小規模保育
事業と事業所内保
育事業に限る）

水害対策等
水防法第15条の３第5項

災害対策の
状況

防災訓練等 省令第7条2項、区家条例第3
条

区家条例第7〜9・11・12条、
留意事項管理者

職員研修



根拠法令（保育）

用語 法律等名称 備考

法 児童福祉法

支援法 子ども・子育て支援法

省令 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

府令
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の
運営に関する基準 平成２６年内閣府令第39号

指針 保育所保育指針 平成２９年厚生労働省告示第117条

区特条例 葛飾区特定教育・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年条例第22号

区家条例 葛飾区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年条例第23号

区要綱 家庭的保育事業等の化学物質対策等の基準を定める要綱 平成29年12月20日29葛子育第1004号区長決裁

施設基準 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

2号通知 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて 雇児発0905第2号平成26年9月５日

6号通知 家庭的保育事業等の認可について 雇児発1212第6号平成26年12月12日
児発86号通
知 保育所における調理業務の委託について 児発第86号通知平成10年2月18日

府子本第
912号通知

「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」 平成29年11月10日府子本第９１２号、２９初幼教第11号、
子保発１１１０第１号、子子発１１１０第1号、子家発１１１０第1号

都通知 特定教育・保育施設等における事故発生時の対応について 平成27年3月27日26福保子保第2984号
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

人権の尊重 子どもの人格を尊重した保育を行っているか 府令第3条2項、省令第5条1項、
区特条例第2条、区家条例第3条 子どもの人格を尊重した保育を行っていない Ｃ

基本原則
保育を行うに当たり、指針に則り適切な保育を心がけているか。
また、指針を踏まえたうえで、家庭的保育、小規模保育等の特性
に留意した保育を提供しているか。

府令第44条、省令第25条、区特
条例第2条、区家条例第3条、指
針第1章・第2章

指針及び当該事業の特性に留意した保育内容と
なっていない Ｂ

全体的な計画の
作成

指針に則り、全体的な計画（旧：保育課程）を編成しているか。内
容は十分か

府令第44条、省令第25条、区特
条例第2条、区家条例第3条、指
針1章3(1)

全体的な計画が作成されていない Ｃ

長期指導計画、短期指導計画を作成しているか 長期指導計画・短期指導計画が未作成、又は内
容が不十分である。 Ｃ

指導計画に基づく保育内容が十分であるか 指導計画に基づく保育内容が不十分である Ｂ

保育の過程を記録し、指導計画に基づく保育内容の振り返りを
行い、改善を図っているか 振り返り等が不十分である Ｂ

３歳未満児について、個人別指導計画が作成されているか 個人別指導計画が作成されていない Ｂ

長時間にわたる保育について、指導計画への位置づけを適切に
対応しているか

長時間にわたる保育への指導計画の位置づけや
対応が不十分である Ｂ

支援を必要とする子どもの保育について、指導計画への位置づ
け、適切に対応しているか

府令第17条準用、44条、区特条
例第2条、指針1章3(2)キ

支援を必要とする子どもの保育について、家庭や
専門機関との連携が不十分である Ｂ

保育内容の自己
評価 評価の結果を踏まえ、保育内容の改善を図っているか 府令第45条1項、省令第5条3項、

区特条例第2条、区家条例第3条
評価結果を踏まえた保育内容等の改善を行って
いない Ｂ

子ども一人一人の人格を尊重した保育を行っているか 省令第5条1項、区家条例第3条、
指針1章1(5)ア

子ども一人一人の人格を尊重した保育を行ってい
ない Ｃ

児童の心身に有害な影響を与える行為をしていないか 省令第12・13条、区家条例第3条 有害な影響を与える行為をしている Ｃ

午睡等に対する配慮があるか？
①午睡等の適切な休息を取っているか
②安全な睡眠環境を確保しているか
③睡眠中、子どもの顔色等が分かる明るさを確保しているか
④一律とならないよう配慮しているか

省令第5条6項、区家条例第3条、
指針1章3(2)オ

適切な休息を取っていない
安全な睡眠環境を確保していない
一律にならないような配慮がない

Ｃ

児童出欠簿を作成しているか
府令第12条準用、省令第19条、
区特条例第2条、区家条例第3
条、指針

児童出欠簿が未作成である Ｃ

特定地域型保育事業指導検査基準（保育）

保育内容の状況

保育の状況

指導計画

府令第44条、省令第25条、区特
条例第2条、区家条例第3条、指
針1章3(2)
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（保育）

児童出欠簿の記録は十分か 児童出欠簿の記録が不十分である Ｂ

保育日誌を作成し、3歳未満児までは個人別記録になっている
か。(連絡ノートの複写は個人別記録とみなす) 保育日誌が未作成又は記録不十分である Ｃ

児童票を作成しているか 児童票が未作成である Ｃ

在園児童数にみあった保育士が配置されているか。(食事搬入の
場合を除き)調理員が配置されているか。(連携施設の嘱託医によ
る定期健康診断等を受診する場合を除き)嘱託医を配置している
か。

省令第23･29･31･44･47条、区
家条例第3条 職員を適正に配置していない Ｃ

施設の都合で休所又は一部休所していないか （全部・一部）休所している Ｃ

施設の都合で利用者の保育時間を短縮していないか 施設の都合で保育時間を短縮している Ｃ

保護者との連絡は十分か 連絡体制ができていない Ｃ

児童の登降園について、保護者等の責任ある人であるかの確認
を行っているか

児童の登降園を責任のある人以外の人が行って
いる Ｃ

5歳児クラスの利用者がいる場合に限り就学予定の小学校へ児
童保育要録を送付しているか

省令第25条、区家条例第3条、指
針2章4(2)ウ 児童保育要録を小学校へ送付していない。 Ｂ

食育の計画 食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成して
いるか 省令第15条5項、区家条例第3条 全体的な計画に基づいて作成していない Ｂ

給与栄養量の目標を設定しているか 省令第15条2項、区家条例第3条 目標を設定していない Ｂ

予定献立、実施献立（記録）を適切に作成しているか 省令第15条4項、区家条例第3条 献立表を作成していない Ｃ

定期的に管理者を含む関係職員が参加の上、給食（献立）会議
等による情報の共有を図っているか 情報共有を図っていない Ｂ

アレルギー疾患への対応を適切に行っていない。
年齢・月齢に合わせた食事内容となっていない。 Ｃ

アレルギー疾患への対応や年齢への配慮がが不
十分である Ｂ

 食事の提
供の状況

府令第12条準用、省令第19条、
区特条例第2条、区家条例第3
条、指針

保育内容の状況保育の状況

省令第15条3項、区家条例第3条

省令第26条、区家条例第3条

児童の状況に応じた配慮をしているか（アレルギー児対応、月齢
に合わせた離乳食など）

府令第47条、省令第24条。区特
条例第2条、区家条例第3条

食事計画と献立
業務の状況
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（保育）

予定献立に沿って食品を購入しているか 正当な理由なく変更している Ｃ

発注書、納品書を整理・保存しているか 発注書、納品書がない Ｂ

納品時に食品材料の検収を行っているか 検収を全く行っていない Ｃ

施設の都合で提供を中止していないか 省令第15条4項、区家条例第3条 食事の提供を中止している Ｃ

簡易な食事を提供していないか 簡易な食事の提供が著しく多い Ｃ

間食を提供しているか 間食を提供していない Ｂ

調理従事者、調乳担当者、食事介助者の検便を適切に行ってい
るか。結果判明後に調理等に従事させているか。 検便を適切に行っていない Ｃ

検便の検査結果を適切に保管しているか 適切に保管していない Ｃ

食材及び食器等の洗浄及び保管は適切か 省令第14条１項、区家条例第3条 食材及び食器等の洗浄及び保管が不適切 Ｃ

調理従事者、調乳担当者の健康チェックを毎日行い、記録してい
るか 調理・調乳担当者の健康チェックを行っていない Ｃ

衛生管理の自主点検を毎日行い記録しているか 未実施または未記録 Ｂ

調理室等の衛生管理を適切に行っているか 適切に行っていない Ｃ

調理後、すみやかに検食を行っているか 未実施、又は子どもへ提供後に行っている Ｃ

検査用保存食を適切に保存しているか 検査用保存食を適切に保存していない Ｃ

食中毒事故の発生予防、発生した場合の事後対策がとられてい
るか

食中毒事故の発生予防を行っていない、又は食中
毒発生後の事後対策がとられていない Ｃ

施設職員による調理と同様な食事の質が確保されているか 2号通知2(3) 質が確保されていない Ｃ

施設内の調理室を使用して調理させているか 省令第15条1項、区家条例第3条 施設内の調理室を使用して調理していない Ｃ

栄養面での配慮がされているか 省令第15条2項、区家条例第3条 配慮がされていない Ｃ

委託の場合、児発第86号通知を順守して行っているか 86号通知前文 要件を満たしていない Ｃ

省令第15条4項、区家条例第3条

区家条例第5条、省令第17条4項

省令第15条2・3項、区家条例第3
条

省令第14条2項、区家条例第3条

食事の提供
の状況

食品の管理

食事の状況

衛生管理

調理業務委託
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（保育）

３歳未満児に対して提供する食事を当該施設内で調理している
か 省令第15条1項、区家条例第3条 調理していない Ｃ

保健計画が作成されていない Ｂ

子どもの健康の保持及び・増進に努めていない Ｂ

入所前の健康診断と年２回の健康診断を行っているか 実施していない Ｃ

実施時期・方法等が不適切 Ｂ

健康診断記録が不十分である Ｂ

児童健康診断の記録はあるか 個人別に整理記録していない Ｃ

身長、体重等の測定を毎月に行っているか 定期的に身体測定を行っていない Ｂ

日々の健康状態を観察しているか 府令第41条、指針3章１(1)ア、区
特条例第2条 日々の健康状態を観察していない Ｃ

必要に応じ、保護者に連絡をしているか 府令第3条3項、指針3章1(１)イ、
区特条例第2条

保護者と連絡をとっていない
保護者との連絡が不十分である。

Ｃ
Ｂ

児童虐待の早期発見のために、子どもの心身の状態等を観察し
ているか 府令第3条4項、区特条例第2条 虐待の早期発見のために心身の状態を観察して

いない Ｃ

発見したときは、速やかに通告しているか 速やかに通告していない。又は適切に対応してい
ない Ｃ

関係機関との連携が図られているか 連携が図られていない Ｃ

Ｃ搬入の際の基準を満たしていない

法第25条

連携施設等から搬入する場合、一般的な調理設備は不要だが、
保存・加熱ができる設備があるか。また、運搬の方法が衛生面と
安全面に配慮した方法であることが確認できるか？

調理業務を行う事業者と連絡を密にとり、利用乳幼児の年齢や
発達状況を踏まえた献立の作成ができているか。（栄養量、味付
け、食材の硬さや大きさなど）

満３歳クラス以上児に対して提供する食事を当該施設外で調理
し、搬入する場合、認可保育所での食事の外部搬入の基準を満
たしているか。

省令第16条、区家条例第3条

府令第41条、省令第17条1〜4、
学校保健安全法第11・13・17
条、区特条例第2条、区家条例第
3条

府令第44条、区特条例第2条、指
針3章1(2)ア

省令第25条、区家条例第3条、指
針3章１(1)ア

調理

保健計画を作成し、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に
努めているか

定期健康診断の実施時期・方法等は適切か。未実施対策は十分
か

食事の提供
の状況

健康・安全
の状況

保健計画

健康状態の把握
及び保護者との
連絡状況

虐待などへの対
応

児童健康診断
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（保育）

入所前の既往歴及び予防接種等の状況を把握しているか 府令第17条準用、指針3章1(3)
イ、区特条例第2条 状況を把握していない Ｂ

体調不良等への対処を適切に行っているか
指針1章2(2)ｱ(ｲ)、府令第18条準
用、省令第14条3項、区特条例第
2条、区家条例第3条

体調不良等への対処を適切に行っていない Ｃ

感染症のまん延防止対策を講じていない Ｃ

感染症の予防対策が不十分である Ｂ

乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の事故防止対策を講じているか。
睡眠時チェック表を作成しているか

区家条例第7・11・2条、区要綱第
3条

ＳＩＤＳの事故防止対策を講じていない、又は記録
が不十分である Ｃ

児童の事故防止に配慮していない Ｃ

児童の事故防止に対する配慮が不十分である Ｂ

府令第32条2項準用、区特条例
第2条

事故報告が行われていない（事故の記録等を作
成していない） Ｃ

府子本第912号通知、都通知 区に対する事故報告が速やかに行われていない Ｂ

感染症の予防対策、発生時のまん延防止策は適切か

府令第32条1・2項準用、区特条
例第2条児童の安全管理

の状況

事故報告を区に対して速やかに行っているか

児童の事故防止に配慮しているか

省令第14条2項、区家条例第3条

健康・安全
の状況

疾病等への対応



根拠法令一覧（会計）

用語 法律等名称 備考

府令
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運
営に関する基準 平成２６年内閣府令第39号

区特条例 葛飾区特定教育・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年条例第22号

6号通知 家庭的保育事業等の認可について 雇児発1212第6号平成26年12月12日

社福会計基準 社会福祉法人会計基準 平成28年厚生労働省令第79号

学法会計基準 学校法人会計基準 昭和46年文部省令第１８号
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

会計方法 会計書類の保存 府令第及び経理規程等の保存期間に従い、適切に記録・保
管しているか。

府令第49条1項・2項2号、区
特条例第2条、法人経理規程 会計書類を適切に保管していない。 Ｃ

支給対象の事実及び勤務実態は、確認できるか。 府令第47条１項、区特条例第
2条

支給対象の事実や勤務実態が客観的資料により確
認できない。 Ｃ

（給与規定がある場合）人件費を給与規定に基づき適正に支
給しているか。 法人給与規定 関連規定等に基づき支給されていない。 Ｃ

人件費が施設の財務状況を圧迫していないか。 府令第3条1項、区特条例第2
条 人件費が財務状況を圧迫している。 Ｃ

事業費 処遇上必要とされる経費の支出は十分か。（物品購入、給食
費、土地建物賃借料等）

府令第3条1項、区特条例第2
条 処遇上必要な経費の支出が著しく不十分である。 Ｃ

すべての勘定科目について適切に執行しているか。 適切に執行していない。 Ｃ

本来、他の勘定科目で処理すべきものを雑費で計上していな
いか。 計上している。 Ｃ

会計帳簿を正規の簿記の原則に従い作成しているか。 会計帳簿を正規の簿記の原則に従い作成していな
い。 Ｃ

区分ごとに、仕訳日記帳、総勘定元帳等を作成し、備え置いて
いるか。 仕訳日記帳、総勘定元帳等を作成していない。 Ｃ

府令第49条、区特条例第2条 領収書等を整理保存していない。 Ｃ

府令第43条5項、区特条例第
2条

領収書又はこれに代わるものを利用者に対して発行
していない。 Ｃ

特定地域型保育事業指導検査基準（会計）

会計帳簿

証憑書類

経理事務処
理

費用

事務費

人件費

府令第3条1項、区特条例第2
条

府令第50条による33条準用、
区特条例第2条、6号通知第１-
3(4)、社福会計基準１、10条、
学法会計基準2、10条

領収書・請求書等を会計記録との関係を明らかにした上で、
整理保存しているか。
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項目 主な視点 関係法令 評価事項 評価

特定地域型保育事業指導検査基準（会計）

現況報告書の提出
(社会福祉法人及び
学校法人以外の者
に限る）

毎会計年度終了後３カ月以内に、必要な会計書類を作成・提
出しているか。

家庭的保育の場合、直近の確定申告(年)と区指定の収支報
告(年度）とする。

小規模・事業所内は、損益計算書（資金収支計算書）、貸借
対照表等の決算書（借入金や財産がある場合は各種台帳ま
で）とする。3月決算でない場合、収支報告（年度）を追加で提
出すること。

6号通知　第1-3（４）※認可
通知書記載事項

毎会計年度終了後３カ月以内に、必要な会計書類を
作成・提出していない。 Ｃ

収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を
経営する事業に係る区分を設けているか。 6号通知 第1-3(4)イ 収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事

業等を経営する事業に係る区分を設けていない。 Ｃ

企業会計の基準による貸借対照表（流動資産及び流
動負債のみを記載）を作成していない。 Ｃ

6号通知　別紙1借入金明細書を作成していない。 Ｃ

6号通知　別紙2基本財産及びその他の固定資産
（有形固定資産）明細書を作成していない。 Ｃ

経理処理等 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、上記に定
める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表（流動資
産及び流動負債のみを記載）、6号通知　別紙1借入金明細
書、別紙2基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）
明細書を作成しているか。

6号通知 第1-3(4)ウ

会計処理


