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社会的養護関係施設における職員配置基準 

@2021sakurakosensei 転載禁止 

 

 

 

 

＜問題編＞ 

 問  題 〇・× 

乳幼児 10 人以上の乳児院 

1 小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなければならな

い。 

 

2 看護師を置かなければならない。  

3 保育士を置かなければならない。  

4 個別対応職員を置かなければならない。  

5 心理療法担当職員を置かなければならない。  

6 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし調理業務の全部を委託する施設の場合、調理員を置かないことがで

きる。 

 

7 家庭支援を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者 10 人以上

に支援を行う場合には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 

8 看護師の数は、 

＊乳児及び満２歳に満たない幼児おおむね 1.6 人につき１人以上 

＊満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上 

＊３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上 

ただしこれらの合計数が７人未満であるときは、７人以上とする。 

 

9 看護師は、保育士又は児童指導員に代えることができる。 

ただし、 

＊乳幼児 10 人の乳児院には２人以上 

＊乳幼児が 10 人を超える場合は、おおむね 10 人増すごとに１人以上 

看護師を置かなければならない。 

 

10 問題 10 に規定する保育士のほか、乳幼児 30 人以下を入所させる施設に

は、保育士を１人以上置かなければならない。 

 

11 ★里親支援を行う乳児院には、里親支援専門相談員が配置されている。  

12 乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察

室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。 

 

 

無印＝「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 

★＝厚生労働省通知「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別 

対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」 
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 問  題 〇・× 

乳幼児 10 人未満の乳児院 

13 医師又は嘱託医を置かなければならない。  

14 看護師を置かなければならない。  

15 家庭支援専門相談員を置かなければならない。  

16 調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。  

17 個別対応職員を置かなければならない。  

18 看護師の数は、７人以上とする。 

ただし、その１人を除き、保育士又は児童指導員に代えることができる。 

 

19 ★里親支援を行う乳児院には、里親支援専門相談員が配置されている。  

すべての乳児院 

20 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、

その人格の形成に資することとなるものでなければならない。 

 

21 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係

の再構築等が図られるように行わなければならない。 

 

22 乳児院の長は、入所中の個々の乳幼児について、自立支援計画を策定しな

ければならない。 

 

母子生活支援施設 

23 母子支援員を置かなければならない。  

24 嘱託医を置かなければならない。  

25 少年を指導する職員を置かなければならない。  

26 調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。  

27 心理療法担当職員を置かなければならない。  

28 個別対応職員を置かなければならない。  

29 家庭支援専門相談員を置かなければならない。  

30 母子支援員の数は、 

＊母子 10 世帯以上 20 世帯未満を入所させる母子生活支援施設では 

２人以上 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では３人以上 

とする。 

 

31 少年を指導する職員の数は、 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では１人以上 

とする。 

 

32 母子支援員の資格要件のひとつに保育士がある。  
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 問  題 〇・× 

33 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性

を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよ

う、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児

童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う

等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重し

て行わなければならない。 

 

34 母子生活支援施設の長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を

策定しなければならない。 

 

35 母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する

規定を準用する。 

 

36 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね 30 人につき１人以

上とする。ただし、１人を下ることはできない。 

 

児童養護施設 

37 児童指導員を置かなければならない。  

38 嘱託医を置かなければならない。  

39 保育士を置かなければならない。  

40 個別対応職員を置かなければならない。  

41 家庭支援を行う必要があると認められる児童又はその保護者 10 人以上に

支援を行う場合には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 

42 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし、児童 40 人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設では調理員を置かないことができる。 

 

43 看護師を置かなければならない。  

44 心理療法担当職員を置かなければならない。  

45 職業指導員を置かなければならない。  

46 児童指導員及び保育士の総数は、 

＊満２歳に満たない幼児おおむね 1.6 人につき１人以上 

＊満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上 

＊満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上 

＊少年おおむね 5.5 人につき１人以上 

とする。 

ただし、児童 45 人以下を入所させる施設では、更に１人以上を加えるもの

とする。 

 

47 看護師の数は、乳児おおむね 1.6 人につき１人以上とする。 

ただし、１人を下ることはできない。 

 

48 児童指導員の資格要件のひとつに保育士がある。  
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 問  題 〇・× 

49 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えると

ともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児

童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援す

ることを目的として行わなければならない。 

 

50 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生

活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自

立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行

わなければならない。 

 

51 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習

を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により

行わなければならない。 

 

52 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てる

とともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができる

よう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等

の支援により行わなければならない。 

 

53 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子

関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 

 

54 児童養護施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を策定

しなければならない。 

 

55 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童

と起居を共にさせなければならない。 

 

56 ★里親支援を行う児童養護施設には、里親支援専門相談員が配置されてい

る。 

 

57 ★医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上入所している児童養護施設に

は、医療的ケアを担当する職員が配置されている。 

 

58 ★医療的ケアを担当する職員は、看護師とする。  

児童心理治療施設 

59 精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する医師を置かなければならな

い。 

 

60 心理療法を必要とする児童が 10 人以上に心理療法を行う場合には、心理

療法担当職員を置かなければならない。 

 

61 児童指導員を置かなければならない。  

62 保育士を置かなければならない。  

63 看護を必要とする児童がいる場合には、看護師を置かなければならない。  

64 個別対応職員を置かなければならない。  
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 問  題 〇・× 

65 家庭支援を行う必要があると認められる児童又はその保護者 10 人以上に

支援を行う場合には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 

66 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし、調理業務の全部を委託する施設では、調理員を置かないことがで

きる。 

 

67 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童 4.5 人につき１人以上とす

る。 

 

68 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能

力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社

会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければなら

ない。 

 

69 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態

及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構

築等が図られるように行わなければならない。 

 

70 児童心理治療施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を

策定しなければならない。 

 

71 児童心理治療施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を

児童と起居を共にさせなければならない。 

 

児童自立支援施設 

72 児童自立支援専門員を置かなければならない。  

73 児童生活支援員を置かなければならない。  

74 嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなけ

ればならない。 

 

75 個別対応職員を置かなければならない。  

76 家庭支援専門員を置かなければならない。  

77 心理療法担当職員を置かなければならない。  

78 栄養士並びに調理員を置かなければならない。 

ただし、児童 40 人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設では調理員を置かないことができる。 

 

79 職業指導員を置かなければならない。  

80 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童 4.5 人に

つき１人以上とする。 

 

81 児童自立支援専門員の資格要件のひとつに保育士がある。  

82 児童生活支援員の資格要件のひとつに保育士がある。  
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 問  題 〇・× 

83 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適

性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいく

ことができるよう支援することを目的として行わなければならない。 

 

84 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。

ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 

 

85 児童自立支援施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を

策定しなければならない。 

 

86 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち

少なくとも１人を児童と起居を共にさせなければならない。 

 

87 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時

心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価（学科指導を行う場合に限

る。）を行わなければならない。 
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＜解説編＞ 

 解  説 〇・× 

乳幼児 10 人以上の乳児院 

1 小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなければならな

い。 

〇 

2 看護師を置かなければならない。 〇 

3 保育士を置かなければならない。 

保育士の配置は義務ではない。 

× 

4 個別対応職員を置かなければならない。 〇 

5 心理療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者 10 人以上

に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 

× 

6 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし調理業務の全部を委託する施設の場合、調理員を置かないことがで

きる。 

〇 

7 家庭支援を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者 10 人以上

に支援を行う場合には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

× 

8 看護師の数は、 

＊乳児及び満２歳に満たない幼児おおむね 1.6 人につき１人以上 

＊満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上 

＊３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上 

ただしこれらの合計数が７人未満であるときは、７人以上とする。 

〇 

9 看護師は、保育士又は児童指導員に代えることができる。 

ただし、 

＊乳幼児 10 人の乳児院には２人以上 

＊乳幼児が 10 人を超える場合は、おおむね 10 人増すごとに１人以上 

看護師を置かなければならない。 

〇 

10 問題 10 に規定する保育士のほか、乳幼児 30 人以下を入所させる施設に

は、保育士を１人以上置かなければならない。 

問題 10 に規定する保育士のほか、乳幼児 20 人以下を入所させる施設に

は、保育士を１人以上置かなければならない。 

× 

11 ★里親支援を行う乳児院には、里親支援専門相談員が配置されている。 〇 

12 乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察

室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。 

〇 
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 解  説 〇・× 

乳幼児 10 人未満の乳児院 

13 医師又は嘱託医を置かなければならない。 

嘱託医を置かなければならない。 

× 

14 看護師を置かなければならない。 〇 

15 家庭支援専門相談員を置かなければならない。 〇 

16 調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 〇 

17 個別対応職員を置かなければならない。 

配置されない。 

× 

18 看護師の数は、７人以上とする。 

ただし、その１人を除き、保育士又は児童指導員に代えることができる。 

〇 

19 ★里親支援を行う乳児院には、里親支援専門相談員が配置されている。 〇 

すべての乳児院 

20 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、

その人格の形成に資することとなるものでなければならない。 

〇 

21 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係

の再構築等が図られるように行わなければならない。 

〇 

22 乳児院の長は、入所中の個々の乳幼児について、自立支援計画を策定しな

ければならない。 

〇 

母子生活支援施設 

23 母子支援員を置かなければならない。 〇 

24 嘱託医を置かなければならない。 〇 

25 少年を指導する職員を置かなければならない。 〇 

26 調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 〇 

27 心理療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法を行う必要があると認められる母子 10 人以上に心理療法を行う

場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 

× 

28 個別対応職員を置かなければならない。 

配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があ

ると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなけ

ればならない。 

× 

29 家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

配置されない。 

× 
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 解  説 〇・× 

30 母子支援員の数は、 

＊母子 10 世帯以上 20 世帯未満を入所させる母子生活支援施設では 

２人以上 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では３人以上 

とする。 

〇 

31 少年を指導する職員の数は、 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では１人以上 

とする。 

少年を指導する職員の数は、 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では２人以上 

とする。 

× 

32 母子支援員の資格要件のひとつに保育士がある。 〇 

33 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性

を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよ

う、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児

童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う

等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重し

て行わなければならない。 

〇 

34 母子生活支援施設の長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を

策定しなければならない。 

〇 

35 母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する

規定を準用する。 

〇 

36 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね 30 人につき１人以

上とする。ただし、１人を下ることはできない。 

〇 

児童養護施設 

37 児童指導員を置かなければならない。 〇 

38 嘱託医を置かなければならない。 〇 

39 保育士を置かなければならない。 〇 

40 個別対応職員を置かなければならない。 〇 

41 家庭支援を行う必要があると認められる児童又はその保護者 10 人以上に

支援を行う場合には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

× 

42 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし、児童 40 人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設では調理員を置かないことができる。 

〇 
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 解  説 〇・× 

43 看護師を置かなければならない。 

乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。 

× 

44 心理療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法を行う必要があると認められる児童 10 人以上に心理療法を行う

場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 

× 

45 職業指導員を置かなければならない。 

実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければな

らない。 

× 

46 児童指導員及び保育士の総数は、 

＊満２歳に満たない幼児おおむね 1.6 人につき１人以上 

＊満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上 

＊満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上 

＊少年おおむね 5.5 人につき１人以上 

とする。 

ただし、児童 45 人以下を入所させる施設では、更に１人以上を加えるもの

とする。 

〇 

47 看護師の数は、乳児おおむね 1.6 人につき１人以上とする。 

ただし、１人を下ることはできない。 

〇 

48 児童指導員の資格要件のひとつに保育士がある。 

保育士は資格要件にはない。 

× 

49 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えると

ともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児

童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援す

ることを目的として行わなければならない。 

〇 

50 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生

活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自

立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行

わなければならない。 

〇 

51 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習

を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により

行わなければならない。 

〇 

52 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てる

とともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができる

よう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等

の支援により行わなければならない。 

〇 
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 解  説 〇・× 

53 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子

関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 

〇 

54 児童養護施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を策定

しなければならない。 

〇 

55 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童

と起居を共にさせなければならない。 

〇 

56 ★里親支援を行う児童養護施設には、里親支援専門相談員が配置されてい

る。 

〇 

57 ★医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上入所している児童養護施設に

は、医療的ケアを担当する職員が配置されている。 

〇 

58 ★医療的ケアを担当する職員は、看護師とする。 〇 

児童心理治療施設 

59 精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する医師を置かなければならな

い。 

〇 

60 心理療法を必要とする児童が 10 人以上に心理療法を行う場合には、心理

療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法担当職員の数は、おおむね児童 10 人につき１人以上とする。 

× 

61 児童指導員を置かなければならない。 〇 

62 保育士を置かなければならない。 〇 

63 看護を必要とする児童がいる場合には、看護師を置かなければならない。 

看護師を置かなければならない。 

× 

64 個別対応職員を置かなければならない。 〇 

65 家庭支援を行う必要があると認められる児童又はその保護者 10 人以上に

支援を行う場合には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

× 

66 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし、調理業務の全部を委託する施設では、調理員を置かないことがで

きる。 

〇 

67 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童 4.5 人につき１人以上とす

る。 

〇 

68 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能

力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社

会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければなら

ない。 

〇 
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 解  説 〇・× 

69 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態

及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構

築等が図られるように行わなければならない。 

〇 

70 児童心理治療施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を

策定しなければならない。 

〇 

71 児童心理治療施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を

児童と起居を共にさせなければならない。 

〇 

児童自立支援施設 

72 児童自立支援専門員を置かなければならない。 〇 

73 児童生活支援員を置かなければならない。 〇 

74 嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなけ

ればならない。 

〇 

75 個別対応職員を置かなければならない。 〇 

76 家庭支援専門員を置かなければならない。 〇 

77 心理療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法を行う必要があると認められる児童 10 人以上に心理療法を行う

場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 

× 

78 栄養士並びに調理員を置かなければならない。 

ただし、児童 40 人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設では調理員を置かないことができる。 

〇 

79 職業指導員を置かなければならない。 

実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければな

らない。 

× 

80 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童 4.5 人に

つき１人以上とする。 

〇 

81 児童自立支援専門員の資格要件のひとつに保育士がある。 

保育士は資格要件にはない。 

× 

82 児童生活支援員の資格要件のひとつに保育士がある。 〇 

83 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適

性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいく

ことができるよう支援することを目的として行わなければならない。 

〇 

84 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。

ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 

〇 

85 児童自立支援施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を

策定しなければならない。 

〇 
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 解  説 〇・× 

86 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち

少なくとも１人を児童と起居を共にさせなければならない。 

〇 

87 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時

心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価（学科指導を行う場合に限

る。）を行わなければならない。 

〇 
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＜正しく覚える編＞ 

乳幼児 10 人以上の乳児院 

 小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなければならない。 

 看護師を置かなければならない。 

 個別対応職員を置かなければならない。 

 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者 10 人以上に心理療

法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 

 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし調理業務の全部を委託する施設の場合、調理員を置かないことができる。 

 家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 看護師の数は、 

＊乳児及び満２歳に満たない幼児おおむね 1.6 人につき１人以上 

＊満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上 

＊３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上 

ただしこれらの合計数が７人未満であるときは、７人以上とする。 

 看護師は、保育士又は児童指導員に代えることができる。 

ただし、 

＊乳幼児 10 人の乳児院には２人以上 

＊乳幼児が 10 人を超える場合は、おおむね 10 人増すごとに１人以上 

看護師を置かなければならない。 

 前項に規定する保育士のほか、乳幼児 20 人以下を入所させる施設には、保育士を

１人以上置かなければならない。 

 ★里親支援を行う乳児院には、里親支援専門相談員が配置されている。 

 乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室

させ、その心身の状況を観察しなければならない。 

 

乳幼児 10 人未満の乳児院 

 嘱託医を置かなければならない。 

 看護師を置かなければならない。 

 家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 

 看護師の数は、７人以上とする。 

ただし、その１人を除き、保育士又は児童指導員に代えることができる。 

 ★里親支援を行う乳児院には、里親支援専門相談員が配置されている。 
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すべての乳児院 

 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格

の形成に資することとなるものでなければならない。 

 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築

等が図られるように行わなければならない。 

 乳児院の長は、入所中の個々の乳幼児について、自立支援計画を策定しなければな

らない。 

 

母子生活支援施設 

 母子支援員を置かなければならない。 

 嘱託医を置かなければならない。 

 少年を指導する職員を置かなければならない。 

 調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 

 心理療法を行う必要があると認められる母子 10 人以上に心理療法を行う場合に

は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認

められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。 

 母子支援員の数は、 

＊母子 10 世帯以上 20 世帯未満を入所させる母子生活支援施設では 

２人以上 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では３人以上 

とする。 

 少年を指導する職員の数は、 

＊母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では２人以上 

とする。 

 母子支援員の資格要件のひとつに保育士がある。 

 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かし

つつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の

家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助

言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を

目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。 

 母子生活支援施設の長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を策定しな

ければならない。 

 母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定を準

用する。 

 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね 30 人につき１人以上とする。

ただし、１人を下ることはできない。 
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児童養護施設 

 児童指導員を置かなければならない。 

 嘱託医を置かなければならない。 

 保育士を置かなければならない。 

 個別対応職員を置かなければならない。 

 家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし、児童 40 人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を委託す

る施設では調理員を置かないことができる。 

 乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。 

 心理療法を行う必要があると認められる児童 10 人以上に心理療法を行う場合に

は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 

 児童指導員及び保育士の総数は、 

＊満２歳に満たない幼児おおむね 1.6 人につき１人以上 

＊満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上 

＊満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上 

＊少年おおむね 5.5 人につき１人以上 

とする。 

ただし、児童 45 人以下を入所させる施設では、更に１人以上を加えるものとする。 

 看護師の数は、乳児おおむね 1.6 人につき１人以上とする。 

ただし、１人を下ることはできない。 

 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、

生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育すること

により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わな

ければならない。 

 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を

確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営む

ために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。 

 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うこ

とができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければなら

ない。 

 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるととも

に、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相

談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなけれ

ばならない。 
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 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の 

再構築等が図られるように行わなければならない。 

 児童養護施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を策定しなけれ

ばならない。 

 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童と起居を

共にさせなければならない。 

 ★里親支援を行う児童養護施設には、里親支援専門相談員が配置されている。 

 ★医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上入所している児童養護施設には、 

医療的ケアを担当する職員が配置されている。 

 ★医療的ケアを担当する職員は、看護師とする。 

 

児童心理治療施設 

 精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する医師を置かなければならない。 

 心理療法担当職員を置かなければならない。 

心理療法担当職員の数は、おおむね児童 10 人につき１人以上とする。 

 児童指導員を置かなければならない。 

 保育士を置かなければならない。 

 看護師を置かなければならない。 

 個別対応職員を置かなければならない。 

 家庭支援専門相談員を置かなければならない。 

 栄養士及び調理員を置かなければならない。 

ただし、調理業務の全部を委託する施設では、調理員を置かないことができる。 

 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童 4.5 人につき１人以上とする。 

 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復

を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むこと

ができるようにすることを目的として行わなければならない。 

 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力

を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよ

うに行わなければならない。 

 児童心理治療施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を策定しな

ければならない。 

 児童心理治療施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童と 

起居を共にさせなければならない。 
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児童自立支援施設 

 児童自立支援専門員を置かなければならない。 

 児童生活支援員を置かなければならない。 

 嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医を置かなければな

らない。 

 個別対応職員を置かなければならない。 

 家庭支援専門員を置かなければならない。 

 心理療法を行う必要があると認められる児童 10 人以上に心理療法を行う場合に

は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

 栄養士並びに調理員を置かなければならない。 

ただし、児童 40 人以下を入所させる施設では栄養士を、調理業務の全部を委託す

る施設では調理員を置かないことができる。 

 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 

 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童 4.5 人につき１人

以上とする。 

 児童生活支援員の資格要件のひとつに保育士がある。 

 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び 

能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよ

う支援することを目的として行わなければならない。 

 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、

学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 

 児童自立支援施設の長は、入所中の個々の児童について、自立支援計画を策定しな

ければならない。 

 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくと

も１人を児童と起居を共にさせなければならない。 

 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的

及び精神医学的診査並びに教育評価（学科指導を行う場合に限る。）を行わなけれ

ばならない。 
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＜★厚生労働省通知による表記確認★＞ 

 

職  員 職員設置の目的 

家庭支援専門相談員 虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等

に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話、面接等により

児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助等

の支援を行い、入所児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構

築等が図られることを目的とする。 

里親支援専門相談員 児童養護施設及び乳児院に地域の里親及びファミリーホームを

支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職

員、里親委託等推進員、里親会等と連携して、(a)所属施設の入所

児童の里親委託の推進、(b)退所児童のアフターケアとしての里親

支援、(c)所属施設からの退所児童以外を含めた地域支援としての

里親支援を行い、里親委託の推進及び里親支援の充実を図ること

を目的とする。 

心理療法担当職員 虐待等による心的外傷等のため心理療法を必要とする児童等及

び夫等からの暴力等による心的外傷等のため心理療法を必要と

する母子に、遊戯療法、カウンセリング等の心理療法を実施し、

心理的な困難を改善し、安心感・安全感の再形成及び人間関係の

修正等を図ることにより、対象児童等の自立を支援することを目

的とする。 

個別対応職員 虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、被虐待児

等の個別の対応が必要な児童への１対１の対応、保護者への援助

等を行う職員を配置し、虐待を受けた児童等への対応の充実を図

ることを目的とする。 

職業指導員 勤労の基礎的な能力及び態度を育て、児童がその適性、能力等に

応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情

報の提供、実習、講習等の支援により職業指導を行うとともに、

就労及び自立を支援することを目的とする。 

医療的ケアを 

担当する職員 

被虐待児や障害児等継続的な服薬管理などの医療的ケア及び健

康管理（以下「医療的ケア」という。）を必要とする児童に対し、

日常生活上の観察や体調把握、緊急時の対応などを行い医療的支

援体制の強化を図ることを目的とする。 

 

 


