
八王子市子ども家庭サービス事業実施要綱 

 

（目的） 

第1条 八王子市（以下「市」という。）が子どもを夜間あるいは、一定期間宿泊で預かる

事業（以下「事業」という。）を実施することにより、地域における子どもと家庭の福祉

の向上を図ることを目的とする。 

（事業の種類） 

第2条 市の行うこの事業は、ショートステイ事業、要支援家庭を対象としたショートス

テイ事業（以下 要支援家庭ショートステイ事業）及びトワイライトステイ事業の 3 事業

とし、次の趣旨のもとで当該児童を市長の指定する施設で実施する。 

(1) ショートステイ事業は、保護者（児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするそ

の父母または祖父母等）の疾病その他の理由により、児童の養育が一時的に困難と

なった場合に､宿泊をともない短期的に養育することで子育て家庭を支援する。 

(2) 要支援家庭ショートステイ事業は、保護者の強い育児疲れや虐待のおそれやその

リスク等が見られる家庭において、児童を養育することが一時的に困難となった

場合、又は児童の生活の場を一時的に移すことがふさわしいと市が判断した場合

に、市が作成する支援プログラムに基づき、一定期間実施施設において児童を養育

し、生活指導や発達、行動の観察を行うとともに、保護者への支援を行う。 

(3) トワイライトステイ事業は、保護者の帰宅が仕事その他の理由により、児童の生活

に支障が生じている場合に、夜間施設において養育することで子育て家庭の負担

を軽減する。 

（実施主体） 

第3条 この事業の実施主体は市とし、事業の運営を実施施設に委託して行う。 

2  前項に規定する実施施設は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」と

いう。）第 7 条に規定する児童福祉施設等及び東京都認証保育所事業実施要綱（平成 13

年 5 月 7 日 12 福子推第 1157 号）に規定する東京都認証保育所で、市長が指定する別

表 1 に掲げる（以下、「受託者」という。）施設とする。 

3  前項 2 に規定する実施施設は、ショートステイ支援員を配置すること。 

なお、ショートステイ支援員は、次の各号に揚げる要件を満たす者であること。 

(1) 法第１３条第３項各号のいずれかに該当する者であって、常勤職員（１年以上引き

続き雇用されることが見込まれ、一週間の所定労働時間が３０時間以上である職

員をいう。）であること。 

(2) 児童の養育の経験を有する者であること。 

（事業の対象者）  

第4条 この事業の対象となるのは、市内に住所を有する別表 2 に掲げる者とする。ただ

し、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。 

  



 

（利用の要件） 

第5条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に養育する者がいないと

きに利用を認める。 

(1) 疾病、出産、けが等により入院、加療、療養を要するとき。 

(2) 親族の疾病等によりその看護及び介護に当たるとき。 

(3) 事故、災害にあったとき。 

(4) 冠婚葬祭、公的行事等への出席のため不在となるとき。 

(5) 仕事で出張するとき。 

(6) 就業のため、帰宅が夜間にわたるとき。 

(7) 育児疲れ、慢性病疾患の看病疲れ、育児不安などがあるとき。 

(8) その他市長が特に必要と認めたとき。 

（サービスの内容） 

第6条 施設が行うサービスの内容は、次に掲げるものとする。 

(1) 食事の提供及び身の回りの世話 

(2) 学習の援助、遊びの指導 

(3) 通園、通学の援助 

(4) 発達及び行動の観察 

(5) その他市長が特に必要であると認めたこと。 

（定員及び期間） 

第7条 利用する児童の定員及び期間は別表 2 のとおりとする。ただし、市長がやむを得

ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲でこれを超えることができる。 

（入退所時間） 

第8条 利用する児童の各施設への入退所時間は、別表 3 のとおりとする。ただし、市長

が緊急やむを得ない事情があると認めたときは、これを超えることができる。 

（事業説明と登録） 

第9条 初めてショートステイやトワイライトステイの利用をする保護者（以下、「申請者」

という。）は、市から事業の説明を受け、内容について承諾できる場合は市に事前登録を

行う。ただし、要支援家庭ショートステイ事業の利用者については、この限りでない。 

2   受託者は、継続して事業を利用する申請者に、年度毎に事業説明を行い、誓約書に署

名することで登録の更新とする。 

（利用の申請） 

第10条 申請者は、事前に施設を経由して市長に申請しなければならない｡申請者は、希望

する日の平日 3 日前（土日・祝休日・年末年始 12/29 から 1/3 を除く）までに受託者に希

望日を伝え、第 7 条の規定に基づき利用が可能か受託者から伝える。また、市長が支援の

必要な家庭と判断した場合、受託者と協議のうえ、当日等緊急での受入れも可能とする。 

2 前項の規定において、当日等緊急での受入れを実施した申請者は、後日速やかに所定の

手続きを行うものとする｡ 



 

3 要支援ショートステイ事業利用者においては、市が作成する支援プログラムに基づき支

援が必要とされる利用者の同意をもって利用することができる。 

（利用の制限） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を拒むこと

ができる。 

(1) 児童が感染症の疾病にり患していること、その他の疾患等を有していることによ

り、集団生活に適さないと認められるとき。または、施設内で感染症が発生し、利

用に適さないと認められるとき。 

(2) 定員を超えたとき。 

(3) 施設管理上支障があるとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の利用を不適当と認めたとき。 

（利用の承認） 

第12条 市長は利用の申請を受けたときは、第 5 条に規定する要件を審査の上、利用の可

否を決定し、その旨を申請者に通知する。 

  なお、ひとり親家庭や低所得世帯（生活保護世帯、住民税非課税世帯）、保護者が障害 

 を有する家庭、本事業の利用が児童虐待防止に効果的と考えられる家庭など、特に本事業 

 の利用が必要と考えられる家庭から利用の申請があった場合には、優先的に取り扱うこ 

とができる。 

2 市長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、事業の受託者に通知する。 

（利用承認の取消し） 

第13条 市長は、利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の

承認を取消し、又は利用を停止することができる。 

(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。 

(2) 児童又はその保護者が利用目的に反する行為をしたとき。 

(3) 児童又はその保護者が施設管理者の指示に従わないとき。 

(4) 災害その他の事由により施設が利用できなくなったとき。 

(5) その他市長が取消すことが妥当と判断したとき。 

（利用内容の変更） 

第14条 申請者がすでに承認をうけている利用期間について、第 7 条で規定する範囲内に

おいて変更したいとき、又は、利用者数を変更したいときは、事前に受託者を経由して市

長に申請しなければならない。 

（利用内容の変更の承認） 

第15条 市長は、変更申請書を受理した場合には、必要事項について審査のうえ、変更の承

認又は不承認を申請者に通知する。 

2 市長は、前項の規定により、変更を承認した場合は、承認したことを受託者に通知し

なければならない。 

（申請終了後に事業利用が不要となったとき） 



第16条 申請終了後に利用の要件がなくなり事業の利用が不要になった際には、速やかに

受託者を経由して市長に伝えなければならない。 

2 申請者は利用する日の 1 営業日前の正午（土日・祝休日・年末年始 12/29 から 1/3 を 

除く）以降に受託者に取り消しの連絡を行った際は、別表 4 に定める額を負担しなけ 

ればならない。 

3 受託者は申請者に前項で定めた期限以降の取り消しの連絡は、費用が発生することを

説明する。 

（費用の実費負担） 

第17条 申請者は、事業のサービスをうけるに当たり、別表 4 に定める額を負担しなけれ

ばならない。ただし、その費用負担が困難であると市長が認めた者は、免除することがで

きる。 

2 前項の費用は、利用する日の 1 営業日前の正午（土日・祝休日・年末年始 12/29 から

1/3 を除く）、または、事業利用終了までに受託者に支払うものとする。ただし、緊急・

その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合にはこの限りではない。 

（児童の送迎） 

第18条 申請者が八王子市内の児童の通園、通学先と施設の間の送迎を希望した場合には、

受託者が実施する。ただし、居宅と施設の間の送迎は、申請者が行う。 

2 市長は前項の規定のほか、児童の安全性の確保、申請者の負担軽減、又は申請者の入

院及び介護等により児童に付き添うことが困難であると認めた場合に受託者と協議の

うえ、居宅から施設まで受託者が実施することができる。 

3 申請者は、送迎にかかる実費を別表 5 に定めるとおり、利用する日の 1 営業日前（土

日・祝休日・年末年始 12/29 から 1/3 を除く）までに受託者へ支払う。ただし、要支援

家庭ショートステイ事業の申請者については、この限りでない。 

4 申請者があらかじめ指定した者に送迎を行わせる場合には、身分証で確認を行う。 

（損害の賠償） 

第19条 児童が事業利用時に、施設の建物およびその付属設備等を減失又は毀損したとき

は、申請者は、受託者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。 

（報告・検査等） 

第20条 市長は、第一条の基準を維持するため受託者に対し、必要に応じて施設の利用状

況、事業の運営状況等について報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若

しくは事業実施場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査することができる。 

（委任） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 

附則  

この要綱は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 



この要綱は、平成 15 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 17 年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 23 年 6 月 1 日から施行し、平成 23 年 7 月 1 日の利用から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行し、平成 24 年 5 月 1 日の利用から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 26 年 10 月 1 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日の利用から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和 2 年（2020 年）4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和 3 年（2021 年）4 月 1 日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和 4 年（2022 年）4 月 1 日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1（第 2 条、3 条関係） 

 

 

別表 2（第 4 条、第 7 条関係） 

※1 ヶ月の起算日は月の 1 日とし、その月の末日をもって 1 ヶ月とする。 

 

 

別表 3（第 8 条関係） 

 

 

 

 

事業の種類 施設名 所在地 委託先 

ショートステイ 
こどものうち 

八栄寮 
八王子市館町2232番地1 

社会福祉法人 

同胞援護婦人連盟 
要支援家庭ショートステイ 

トワイライトステイ リフレここのえ （非公開） 

ショートステイ 
ショートステイ・

ベビーCoCo 
町田市小山町3191-3 社会福祉法人愛恵会乳児院 

施設名 
1日の 

定員 
対象年齢 児童1名が利用できる期間と回数 

こどものうち 

八栄寮 
3人 

2 歳以上 12 歳以下の児童 

（中学生を除く。） 

ショートステイ 

1か月につき7日以内 

要支援家庭ショートステイ 

1クールにつき14日以内 

リフレここのえ 3人 
2 歳以上 12 歳以下の児童 

（中学生を除く。） 
1か月につき7回以内 

ショートステイ・ベ

ビーCoCo 
1人 

0 歳 3 か月以上 2 歳以下の児

童（体重 4,500 グラム以上） 
1か月につき7日以内 

サービス内容 施設名 サービス時間 入所時間 退所時間 

ショートステイ 

こどものうち八栄寮 24時間 8時から20時 8時から20時 

ショートステイ・ベビ

ーCoCo 
24時間 9時から16時30分 9時から16時30分 

トワイライトステイ リフレここのえ 5時間 17時から22時 17時から22時 

要支援家庭 

ショートステイ 
こどものうち八栄寮 24時間 8時から20時 8時から20時 



別表 4（第 16 条、第 17 条関係） 

 

 

別表 5（第 18 条関係） 

交通手段 

（施設が送迎する場合） 
金額 

自動車、自転車、徒歩等 
片道   1人400円 

    往復   1人800円 

 

サービス内容 施設名 単位 金額 

ショートステイ こどものうち八栄寮 1人1泊2日 
6,400円 

（1日増すごとに3,200円加算） 

トワイライトステイ リフレここのえ 1人1回 1,400円 

要支援家庭 

ショートステイ 
こどものうち八栄寮 １クール 市が負担 

ショートステイ 
ショートステイ・ベビー

CoCo 
1人1泊2日 

6,000円 

（1日増すごとに3,000円加算） 


