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社会福祉法人白ゆり会 第二白ゆり保育園 運営規程 
 
（名称及び所在地） 
第 1 条 社会福祉法人白ゆり会が設置する保育所の名称及び所在地は次のとおりとする。 
（１） 名 称  第二白ゆり保育園 
（２） 所在地 岡山市北区楢津 881 番 2 号 

 
（施設の目的） 
第 2 条 第二白ゆり保育園（以下「当園」という。）は、保育を必要とする幼児及び乳児を日々受け

入れ、保育事業を行うことを目的とする。 
 
（運営の方針） 
第 3 条 当園は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健

やかに成長するために必要な環境が等しく確保されることを目指す。 
2 当園は，当園を利用する子ども（以下「園児」という。）の意思及び人格を尊重し、常に園児の立

場に立って保育を提供する。 
3 当園は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、岡山県、岡山市、小学校、他の特

定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又

は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 
4 当園は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」という。）子ども・子育て支援法（平成

24 年法律第 65 号。以下「支援法」という。）、岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年岡山市条例第 96 号。以下「最低基準条例」という。）岡山市特定教育・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 年岡山市条例第

122 号。以下「運営基準条例」という。）その他関係法令・通知等を遵守し、運営を行う。 
5 園児個々の年齢発達、個人差を十分考慮し無理なく楽しく遊ばせる中で、日常生活に必要な

基本的生活習慣を身につけ、自然の中で、伸び伸びと元気いっぱい遊ばせながら、運動機能の

発達を促し、協調性を養い知的な芽生えを助長し、園児達が主体者として、自らの可能性を伸ば

し、思いやりの心や公共心を育む。 
 
（提供する保育の内容） 
第 4条 当園は、保育所保育指針（平成 20年厚生労働省告示第 141号）及び当園が定める保育

課程に基づき、以下各号に掲げる保育その他便宜の提供を行う。 
（１） 特定教育・保育 

支援法第 27 条第 1 項に定める特定教育・保育に係る園児に対し、同法第 20 条第 3 項に定める

保育必要量の範囲内で提供する保育。ただし、食事の提供その他通常の保育に必要な活動及び

事業を含む。 



（２） 延長保育事業 
支援法第 59 条第 2 号に定める時間外保育を行う事業。 
（３） 一時預かり事業 

法第 6条の 3第 7号に定める一時預かりを行う事業。ただし、職員配置や園児の入園状況により、

受け入れをしないことができる。 
 
（職員の職種及び員数） 
第 5 条 当園が保育の提供をするにあたり配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。但

し、職員の配置については,最低基準条例で定める配置基準以上とする。 
（１） 園 長  1 名 （常勤専従 1） 
（２） 事務長  1 名 （常勤専従 1）  
（３） 主任保育士 1 名 （常勤専従 1 名） 
（４） 副主任保育士 2 名 （常勤専従 2 名） 
（５） 保育士        20 名 （常勤専従 12 名 非常勤 8 名） 
（６） 看護師  1 名 （常勤専従 1 名） 
（７） 栄養士  1 名 （非常勤 1 名） 
（８） 嘱託医  1 名 （非常勤 1 名） 
（９） 嘱託歯科医  1 名 （非常勤 1 名） 
（１０） 調理員  4 名 （常勤専従 2 名 非常勤 2 名） 
（１１） 用務員  1 名 （非常勤 1 名） 

2 前項に定める者のほか必要に応じその他の職員を置くことができる。 
 
（職務） 
第 6 条 前条各号に掲げる職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（１） 園長は、職員の指揮監督の他、園の運営管理全般を統括する。 
（２） 事務長は当園の労務管理、会計、出納業務全般を行う。 
（３） 主任保育士は、園長を補佐するとともに、保育計画の立案、保育内容、保護者からの相談

等について保育士及び関係職員を指導統括する。 
（４） 副主任保育士は、主任保育士を補佐するとともに、保育計画の立案、保育内容、保護者か

らの相談等について保育士及び関係職員を指導統括する。 
（５） 保育士は、保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 
（６） 看護師は、園児の健康状態を観察し健康管理等の業務を行い、ケガの応急処置を行う。 
（７） 栄養士は、献立の作成や給食の総括業務の他、園児の食育の指導に関する業務を行う。 
（８） 嘱託医は、園児の定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を行う。 
（９） 嘱託歯科医は、園児の定期歯科健康診断及び口腔衛生の指導に関する業務を行う。 

 



（１０） 調理員は、給食調理業務を行う。 
（１１） 用務員は、園内農園、花壇の維持管理及び指定された雑務を行う。 

 
（保育の提供を行う日） 
第７条 当園が、保育の提供を行う日は，月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関

する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定める休日及び年末年始（12 月 29 日から 31 日及び翌

年 1 月 1 日から 1 月 3 日まで）を除く。 
 
（保育の提供を行う時間） 
第 8 条 当園が，保育の提供を行う時間は，次の各号に掲げる園児の保育必要量の区分ごとに、

当該各号に定める時間とする。 
（１） 保育標準時間（11 時間） 午前 7 時～午後 6 時までの範囲内 
（２） 保育短時間（8 時間）  午前 8 時 45 分～午後 4 時 45 分までの範囲内 

2 前項各号に定める時間に関わらず、保護者の就労その他の事由により、延長保育の必要があ

るときは、次の各号の区分ごとに、当該各号に定める時間において延長保育事業を提供する。 
（１） 保育標準時間 午後 6 時から午後 7 時までの範囲内 
（２） 保育短時間  午前 7 時から午前 8 時 45 分までの範囲内（認定時間前） 

午後 6 時 45 分から午後 7 時までの範囲内（認定時間後） 
3 前項に定める延長保育事業を提供する場合は、あらかじめ園児の保護者より利用の申出を必

要とする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 
4 当園が、一時預かり事業を提供する時間は、午前 8 時から午後 5 時までの範囲内とする。 
 
（利用者負担その他費用の種類） 
第 9 条 当園が提供する保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対

し、当該市町村の定める利用者負担額（保育料）を支払う。 
2 当園は、第 4 条第 2 号に掲げる延長保育事業、同条第 3 号に掲げる一時預かり事業を利用し

た園児又は学童の保護者から、【別表 1】に掲げる利用料金の支払いを受ける。 
3 当園は、前 2 項に定めるものの他、当園の保育利用その他便宜の提供に要する費用として、園

児又は学童の保護者から、【別表 2】に掲げる実費徴収額の支払を受ける。 
 
（認可定員） 
第 10 条 当園の法第 35 条第 4 項の認可に係る定員は 146 人とする。 
（１） 2 歳未満 40 人 
（２） 2 歳以上 106 人 

 
 



（利用定員） 
第 11 条 当園の利用定員は，支援法第 19 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる小学校就学前

子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 
（１） 支援法第 19 条第 1 項第 2 号に掲げる子ども（保育を必要とする満 3 歳以上児）70 人 
（２） 支援法第 19 条第 1 項第 3 号に掲げる子ども（保育を必要とする満 3 歳未満児）のうち、満

1 歳以上の子ども 35 人 
（３） 支援法第 19 条第１項第３号に掲げる子ども（保育を必要とする満 3 歳未満児）のうち、満 1

歳未満の子ども 15 人 
 
（定員の弾力化等） 
第12条 前条にかかわらず、保育利用の需要の増大その他やむを得ない事情があるときは、最低

基準条例に定める面積及び職員配置基準を遵守する範囲内で、第 11 条に定める利用定員を超

えて園児の受け入れできる。 
2 連続する過去の 2 年間常に前条に定める利用定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在

所率が 120%以上のときには、前条に定める利用定員の見直しを行う。 
3 この他に、一時預かり事業の利用定員は、一日につき概ね 5 人とする。 
 
（利用の開始に関する事項） 
第 13 条 当園は、法第 24 条第 3 項（法附則第 73 条第 1 項により読み替えて適用する場合も

含む）に基づき岡山市が行った利用調整により当園の利用が決定され、かつ保育の実施につい

て委託を受けた時は、これに応じる。 
2 当園が、保育の提供開始に際しては、あらかじめ支給認定保護者に対し、この運営規程の概

要、職員の勤務体制、利用者負担その他重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、保

護者から同意を得る。 
3 一時預かり事業の利用は、当園に直接申し込みを行い決定する。 
 
（利用の終了に関する事項） 
第 14 条 当園は、園児が次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了する。 
（１） 園児が小学校就学の始期に達したとき。 
（２） 支給認定保護者が、法令に定める支給認定要件に該当しなくなったとき。 
（３） 支給認定保護者から退園届の提出があったとき。 
（４） その他、当園の利用継続に当たり重大な支障又は困難が生じたとき。 

 
（緊急時等における対応方法） 
第 15 条 当園の職員は、保育の提供時に園児の体調の急変その他緊急事態が生じた場合、

保護者等に連絡した上で、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講じる。 



2 保育の提供により事故が発生した場合は、岡山市及び当該園児の保護者等に連絡するとと

もに、必要な措置を講じる。 
3 当園は、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因

を解明し、再発防止のための対策を講じる。 
4 当園は、園児に対して、保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行う。 
 
（非常災害対策） 
第 16 条 当園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けな

ければならない。 
2 当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その

規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定するとともに、非

常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の体制を整備し、それらの内容（次項にお

いて「計画等」という。）を定期的に職員に周知しなければならない。 
3 当該施設の見やすい場所に、計画等の概要を掲示しなければならない。 
4 非常災害に備えるため、第２項の計画に従い、避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練

を、その実効性を確保しつつ、定期的に行わなければならない。 
5 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月 1 回は、これを行わなけれ

ばならない。 
6 非常災害時における児童等の安全の確保が図られるよう、あらかじめ、近隣の自治体、地域

住民、他の児童福祉施設、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互

に支援及び協力を行うための体制の整備に努める。 
7 非常災害時において、乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）障害児等特に配慮を要する者

の受入れに努める。 
 
（虐待防止のための措置に関する事項） 
第 17 条 当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置等必要な体制の

整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じる。 
2 当園の職員は、園児に対し次の各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える

行為をしない。 
（１） 園児の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
（２） 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。 
（３） 園児の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、生活を共にする他の園児による前 2

号又は次号に掲げる行為の放置その他当園職員としての養育又は業務を著しく怠ると。 
（４） 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を

与える言動を行うこと。 



3 当園の園長は、児童福祉法第４７条第３項の規定による懲戒に関し必要な措置をとる場合に

おいても、園児に対し身体的苦痛を与え、人格を辱める等その他権限を濫用しない。 
4 当園の職員は、児童虐待を受けたと思われる園児を発見した場合、速やかに児童相談所又

は福祉事務所に通告するとともに、関係機関と連携し、又は協力するなど適切な対処を行う。 
 
（文書の管理及び記録の整備） 
第 18 条 当園は、職員、設備、会計及び保育の提供に関する文書、帳簿、記録等を整備し、非常

災害時等に備えた適切な管理を行う。 
2 前項の文書、帳簿、記録等の種類及び保存年限は【別表 3】に定めるところによる。 
 
（平等の原則） 
第19条 当園は、園児又はその保護者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用負担の

有無によって差別的な取扱いをしないものとする。 
 
（欠席） 
第 20 条 園児が欠席する場合には、その保護者は園長に届け出なければならない。 
2 園長は、長期欠席児童がいる場合には、遅滞なく岡山市に届け出る。 
 
（登降園） 
第 21 条 登降園については原則として保護者が付き添うものとする。保護者以外の者が送迎する

場合は事前に当園に届け出なければならない。 
 
(給食) 
第22条 当園において園児に給食を提供するに当たっては、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
し

好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、園児の健

全な発育に必要な栄養量を含有する献立によるものとする。 
2 調理は，献立は岡山市から毎月配布される献立表を基本に、園が作成した献立に従って行う。 
3 当園の給食及び午前午後のおやつにかかる費用は毎月の保育料で賄う。但し、年度当初 3 歳

児以上の園児は主食費として実費徴収する。 
4 食材は地産地消を心がけ、なるべく地元産の季節にふさわしい材料の使用を心がけ、主食の

お米は岡山県産の玄米を契約農家（赤磐市吉井町ドイツの森付近）から直接購入して毎日精米し

て炊飯する。 
5 離乳食や食べ物アレルギー等は保護者と相談した上で、月齢や症状に応じて可能な限り個別

に対応する。但し、食べものアレルギーの対応は医師の診断書に基づき、除去食で対応する。 
 
 



（怪我及び健康管理） 
第 23 条 当園の職員は常に園児の健康に留意し，園児について入所時の健康診断、少なくとも

年 2 回以上の健康診断、及び年 1 回以上の歯科健康診断を実施し、その結果を記録しておく。 
2 保護者は、朝自宅を出発する前にお子様の健康チェックをしてください。熱や嘔吐下痢など体

調不良が認められる場合は、ご家庭で保育するよう努めてください。 
3 保育園に到着したらピロティーで検温し、その日の体調について届け出ください。朝 37.5℃以

上体温がある場合はお預かりできません。登園時、体温は 37.5℃未満であっても嘔吐、下痢、発

疹など伝染病が疑われる場合は、園医の診断をお願いする場合があります。 
4 登園後、38 度を超えるとお迎えをお願いします。 
5 法定伝染病に感染した場合は医師による治癒証明書が無ければ登園できません。用紙は保育

園にありますのでお申し出下さい。 
※主な伝染病 

病名 出席停止期間の基準 

インフルエンザ 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終

了するまで 

麻疹 解熱した後三日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、か

つ、全身状態が良好となるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで 

結核 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで 

 
6 当園に入所後判明した『病気・アレルギー・障害』などは速やかにお知らせ下さい。 
7 当園で受傷した時は、直ちに看護師又は保育士が応急処置を施します。万一、医師の処置が

必要と判断した時は、保護者の方に連絡の上園指定の医院で診察処置するものとします。尚、重

症の場合は、迷わず 119 番に通報します。 
7 職員の健康診断は年１回以上、調理員等給食関係者及び乳児担当職員の検便は毎月実施し、

その結果を記録しておく。 
 



（業務の質の評価） 
第 24 条 当園は、自らその提供する保育の質の評価を行い、常にその改善を図る。 
2 当園は、定期的に第三者評価機関の評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るよう努める。 
 
（相談及び援助） 
第 25 条 当園は、常に園児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、園児

又はその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。 
 
（掲示） 
第 26 条 当園は、運営規程及び利用申込者の施設選択に資すると認められる重要事項をホーム

ページに掲載する。 
 
（秘密保持等） 
第 27 条 当園の職員及び園長は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の

秘密を漏らしてはならない。 
2 当園は、当園の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。 
3 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の

機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年

法律第 57 号）第 23 条第 1 項各号に定める場合を除き、あらかじめ文書により園児の保護者の同

意を得るものとする。 
 
（苦情解決） 
第28条 当園は、支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責

任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し,支給認定保護者等に対して公

表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じます。 
（１） 苦情窓口は、主任保育士 黒瀬直美 
（２） 苦情解決責任者は、園長 長尾典明 
（３） 第三者委員は、赤松祥弘（民生児童委員） 
（４） 第三者委員は、石邨 和子（元社会福祉法人理事） 

2 当園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録保存する。 
3 当園は、苦情に関して岡山市が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は必

要な改善を行わなければならない。 
 
 



（地域との連携等） 
第 29 条 当園は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流に努めなければならない。 
 
（委任及び改正） 
第 30 条 この規程に定めるもののほか、当園の運営管理等に関し必要な事項は別に定める。 
2 この規程を改正し、又は廃止するときは，社会福祉法人白ゆり会の評議会の審理を受けた後、

理事会の議決を経なければならない。 
 
附則 
この規程は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別表 1】 特別保育事業にかかる利用料金 
 
1 延長保育事業に係る利用料金 
（１） 保育標準時間認定に係る延長保育料・・・月額 3,500 円 日額 350 円（18：00～19：00） 
（２） 保育短時間認定に係る延長保育料・・・月額 1,500円 日額 150円（7：00～8：48及び 16：45

～18：00） 
2 一時預かり事業に係る利用料金 
（１） 一日預かり利用料（午前 8 時から午後 18 時の範囲内）・・・日額 4,000 円 
（２） 半日預かり利用料（午前8時から午後1時まで，又は午後12時から午後5時の各範囲内）・・・

日額 2,000 円 
 
【別表 2】 実費徴収の項目、内容、金額等 
 
別表 2-1 【毎月必要な費用】 

クラス 
保護者 

会 費 
絵 本 

キャンプ雪遊び 

積立金 
健康会 

お米 

代金 
支払時期 

ゆり 600／月 430／月 1,000／月 240／年 500／月 毎月 10 日までに集金袋で徴収 
ばら 600／月 430／月 500／月 240／年 500／月 〃 

すみれ 600／月 430／月 - 240／年 500／月 〃 

さくら 600／月 410／月 - 240／年 - 〃 

もも 600／月 380／月 - 240／年 - 〃 

うめ 600／月 360／月 - 240／年 - 〃 

 
別表 2-2 【入園又は進級の際に必要な個人用の保育材料費用】 

№ 品名 価格 № 品名 価格 
1 おたより帳 660 11 鍵盤ハーモニカ 5,150 
2 クレパス 570 12 白ゆり会のワッペン 600 
3 マーカー 640 13 ポロシャツ 2,580 
4 のり 160 14 紺半ズボン 1,850 
5 はさみ 520 15 正帽子 1,550 
6 かばん 1,550 16 トレーナー 3,810 
7 ナイロンバック 420 17 タンクトップ 1,550 
8 名札 140 18 水泳帽子 600 
9 整理箱 740 19 鍵盤ハーモニカ 5,150 
10 自由画帳 310 20 制服 6,180 



【別表 3】 文書保存年限 

保育所備付帳簿等の種類と保存年限限 

別表 3-1 

区 分 №  帳簿・名簿等 保存年限 

施
設
管
理
関
係 

1 管理規定 永年 

2 就業規則 永年 

3 育児休業及び育児短時間勤務に関する規則 永年 

4 給与規定 永年 

5 旅費規程 永年 

6 準職員取扱要領 永年 

7 施設認可関係書類 永年 

8 認可書 永年 

9 内容変更関係書類 永年 

10 内容変更関係書類 永年 

11 保育所日誌 5 年 

12 職員会議録等 3 年 

13 出張命令簿 3 年 

14 職員研修記録簿 3 年 

15 事業計画・事業報告 永年 

職員

関係 

1 職員名簿 - 

1-ア ア名簿 3 年 

1-イ イ履歴書 永年 

1-ウ ウ資格証明書 永年 

2 職員出勤簿 3 年 

3 年次有給休暇等届出・整理簿 3 年 

4 職員健康診断記録簿 5 年 

5 社会保険（雇用保険）関係書類 5 年 

6 所得税（源泉徴収税）関係書類 5 年 

7 社会福祉施設職員退職手当共済制度加入関係書類 5 年 

8 岡山県民間社会福祉事業従事者互助制度加入関係書類 5 年 

9 職務分担表 1 年 



【別表 3-2】 

児
童
関
係 

1 児童名簿 5 年 

2 受給者証関係書類 5 年 

3 児童表（保育経過記録を含む。） 5 年 

4 児童健康診断記録簿 5 年 

5 児童検診簿 5 年 

6 保育指導計画 5 年 

6-ア ア年間指導計画 5 年 

6-イ イ個別指導計画 5 年 

6-ウ ウ日報 5 年 

7 センターだより 1 年 

8 社会福祉施設特約賠償責任保険加入関係書類 5 年 

9 苦情関係書類 5 年 

10 保育所保育要録 6 年 

非
常
災
害
関
係
他 

1 防火管理者選任届 永年 

2 消防計画 永年 

3 地震防災応急計画 永年 

4 消防署立入検査関係書類 3 年 

5 消防用設備等点検結果報告書控 3 年 

6 非常災害訓練実施記録簿 3 年 

給食

関係 

1 委託契約書 5 年 

2 給食・検食日誌 3 年 

3 給食・検食日誌 3 年 

会
計
経
理
関
係 

1 開始貸借対照表 永年 

2 財産目録 永年 

3 不動産台帳（土地・建物） 永年 

4 固定資産台帳 永年 

5 備品台帳 永年 

6 総勘定元帳（勘定票） 10 年 

7 仕訳帳（仕訳伝票） 10 年 

8 日記帳 10 年 

9 寄付金品台帳 永年 



【別表 3-3】 

会
計
経
理
関
係 

10 補助簿 - 

10-ア ア金銭残高金種別表 10 年 

10-イ イ小口現金出納帳 10 年 

10-ウ ウ有価証券台帳 10 年 

10-エ エ金銭信託・貸付信託・証券投資信託・有価証券信託台帳 10 年 

10-オ オ借入金台帳 10 年 

10-カ カ貸付金台帳 10 年 

10-キ キ未収金台帳 10 年 

10-ク ク未払金台帳 10 年 

11 月次報告書 10 年 

12 給与台帳 10 年 

13 証憑書類 10 年 

14 運営費・市補助金請求書 10 年 

15 予算書（当初・補助予算書） 永年 

16 決算報告書 - 

〃 ア貸借対照表 永年 

〃 イ収支計算書 永年 

17 決算付属明細表 - 

17-ア ア金銭現在高明細表 永年 

17-イ イ預金・金銭信託・貸付信託・証券投資信託・有価証券信託明細表 永年 

17-ウ ウ有価証券明細表 永年 

17-エ エ借入金明細表 永年 

17-オ オ貸付金明細表 永年 

17-カ カ未収金・立替金・前渡金・仮払金未払金・未払費用・借受金・預金明細表 永年 

17-キ キ前払費用明細表 永年 

17-ク ク前受収益明細表 永年 

17-ケ ケ積立金・引当金明細表 永年 

17-コ コその他の流動資産・その他の流動負債明細表 永年 

１８ 現品現在高報告書 永年 

 
  

 



児童福祉法 
（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号） 

最終改正：平成二七年七月一五日法律第五六号 

第一章 総則 

第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 

２  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 

第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあた

つて、常に尊重されなければならない。 

 
（中略） 

 
第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 

 
第二十四条  市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、そ

の監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所

（認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。）において保育しなけれ

ばならない。 

２  市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項 に規定する認定こども園（子ども・子育て支援法第二十七

条第一項 の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内

保育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。 

３  市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項 の確認を受けたものに

限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。）又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他

必要と認められる場合には、保育所、認定こども園（保育所であるものを含む。）又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うと

ともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。 

４  市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を

行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること

又は家庭的保育事業等による保育を受けること（以下「保育の利用」という。）の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよ

う支援しなければならない。 

５  市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支

援法 に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費（同法第二十八条第一項第二号 に係るものを除く。次項において同じ。）又

は同法 に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費（同法第三十条第一項第二号 に係るものを除く。次項において

同じ。）の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連

携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育

を行わなければならない。 

６  市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項 又は第五十四条第一項 

の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事

由により同法 に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法 に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給

付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。 

一  当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村

以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。 

二  当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う

当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。 

７  市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に

応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育

を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整

備を行うものとする。 

（以下省略） 



子ども・子育て支援法 
（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号） 
最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 

第一章 総則 
（目的） 
第一条  この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法 （昭和二十二

年法律第百六十四号）その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育し

ている者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 
（基本理念） 
第二条  子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、

地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならな

い。 
２  子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであ

って、良質かつ適切なものでなければならない。 
３  子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われ

なければならない。 
（市町村等の責務） 
第三条  市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 
一  子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地

域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 
二  子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を

円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 
三  子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な

教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。 
２  都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対す

る必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な

対応が必要な施策を講じなければならない。 
３  国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われ

るよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置

を講じなければならない。 
（事業主の責務） 
第四条  事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにす

るために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子

育て支援に協力しなければならない。 
（国民の責務） 
第五条  国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援

に協力しなければならない。 
（定義） 
第六条  この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ど

も」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 
２  この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。 
第七条  この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国

若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。 
２  この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育

基本法 （平成十八年法律第百二十号）第六条第一項 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。 
３  この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項 に規定する保育をいう。 
４  この法律において「教育・保育施設」とは、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 （平成十八

年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第六項 に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。）、学校教



育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第一条 に規定する幼稚園（認定こども園法第三条第一項 又は第三項 の認定を受けたもの及び同

条第九項 の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。）及び児童福祉法第三十九条第一項 に規定する保育所（認定こ

ども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。）をいう。 
５  この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」と

は、地域型保育を行う事業をいう。 
６  この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項 に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。 
７  この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項 に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。 
８  この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項 に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育を

いう。 
９  この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項 に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。 

 
第二章 子ども・子育て支援給付 

第一節 通則 
（子ども・子育て支援給付の種類） 
第八条  子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付とする。 
第二節 子どものための現金給付 
第九条  子どものための現金給付は、児童手当（児童手当法 （昭和四十六年法律第七十三号）に規定する児童手当をいう。以下同じ。）

の支給とする。 
第十条  子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法 の定めるところによる。 
第三節 子どものための教育・保育給付 
第一款 通則 
（子どものための教育・保育給付） 
第十一条  子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給と

する。 
（不正利得の徴収） 
第十二条  市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どもの

ための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 
２  市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他

不正の行為により第二十七条第五項（第二十八条第四項において準用する場合を含む。）又は第二十九条第五項（第三十条第四項において

準用する場合を含む。）の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につ

き返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。 
３  前二項の規定による徴収金は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳

入とする。 
（報告等） 
第十三条  市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学

校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれら

の者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 
２  前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、こ

れを提示しなければならない。 
３  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
第十四条  市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該

子どものための教育・保育給付に係る教育・保育（教育又は保育をいう。以下同じ。）を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれら

の者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは

当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
２  前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 
（内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等） 
第十五条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必

要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であ

った者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示



を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 
２  内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限

度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提

供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。 
３  第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。 
（資料の提供等） 
第十六条  市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学

校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者（民法 （明治二十九年法律第八十九号）に規定する

扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。）の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、

又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 
（受給権の保護） 
第十七条  子どものための教育・保育給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 
（租税その他の公課の禁止） 
第十八条  租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 
第二款 支給認定等 
（支給要件） 
第十九条  子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第

一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第

一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。 
一  満三歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。） 
二  満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を

受けることが困難であるもの 
三  満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である

もの 
２  内閣総理大臣は、前項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならな

い。 
（市町村の認定等） 
第二十条  前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令

で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及び

その該当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 
２  前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を

有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 
３  市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第一項第二号又は第三号に掲

げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量（月を単位

として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の

量をいう。以下同じ。）の認定を行うものとする。 
４  市町村は、第一項及び前項の認定（以下「支給認定」という。）を行ったときは、その結果を当該支給認定に係る保護者（以下「支

給認定保護者」という。）に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定に係

る小学校就学前子ども（以下「支給認定子ども」という。）の該当する前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量そ

の他の内閣府令で定める事項を記載した認定証（以下「支給認定証」という。）を交付するものとする。 
５  市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないと

きは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。 
６  第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護

者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保

護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間（次項において「処理見込期間」という。）及びその理由を通知し、これ

を延期することができる。 
７  第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないと

き、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下

したものとみなすことができる。 



（支給認定の有効期間） 
第二十一条  支給認定は、内閣府令で定める期間（以下「支給認定の有効期間」という。）内に限り、その効力を有する。 
（届出） 
第二十二条  支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の

状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 
（支給認定の変更） 
第二十三条  支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもの該当する第十九条第一項各号に掲げる小学校就学

前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対

し、支給認定の変更の認定を申請することができる。 
２  市町村は、前項の規定による申請により、支給認定保護者につき、必要があると認めるときは、支給認定の変更の認定を行うことが

できる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。 
３  第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場

合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
４  市町村は、職権により、支給認定保護者につき、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが満

三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この

場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるも

のとする。 
５  第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術

的読替えは、政令で定める。 
６  市町村は、第二項又は第四項の支給認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の

認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 
（支給認定の取消し） 
第二十四条  支給認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。 
一  当該支給認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子

どもに該当しなくなったとき。 
二  当該支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。 
三  その他政令で定めるとき。 
２  前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定保護者に対し支

給認定証の返還を求めるものとする。 
（都道府県による援助等） 
第二十五条  都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所（社会福祉法 
（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他

市町村に対する必要な援助を行うことができる。 
（内閣府令への委任） 
第二十六条  この款に定めるもののほか、支給認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 
第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給 
（施設型給付費の支給） 
第二十七条  市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が施設型給

付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設（以下「特定教育・保育施設」という。）から当該確認に係る教育・保育（地域型保

育を除き、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・

保育（保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たり

の時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。）又は幼稚園において受け

る教育に限り、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又

は保育所において受ける保育に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園又は保

育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定子ど

もに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育（保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」

という。）に要した費用について、施設型給付費を支給する。 
２  特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする支給認定子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところに

より、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該支給認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊



急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 
３  施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零と

する。）とする。 
一  第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定さ

れる特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定教

育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額） 
二  政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額 
４  内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、及び前項第一号の基準

を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に、

前項第一号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴

かなければならない。 
５  支給認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護

者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該支給認定保護者に支

給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。 
６  前項の規定による支払があったときは、支給認定保護者に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。 
７  市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条

第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査

の上、支払うものとする。 
８  前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定

める。 
（特例施設型給付費の支給） 
第二十八条  市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定

教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例

施設型給付費を支給することができる。 
一  支給認定子どもが、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力

が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。 
二  第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設（保育所に限る。）から特別

利用保育（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期

間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育（地域型保育を除く。）をいう。以下同じ。）を

受けたとき（地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 
三  第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定教育・保育施設（幼稚園に限る。）から特別

利用教育（教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除

く。以下同じ。）を受けたとき。 
２  特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
一  特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定教育・保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する

世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として

市町村が定める額 
二  特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給

認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零と

する。） 
三  特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給

認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零と

する。） 
３  内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変

更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第二号及び第三号の基準については文部

科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 



４  前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費（第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号におい

て同じ。）の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
５  前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣

府令で定める。 
（地域型保育給付費の支給） 
第二十九条  市町村は、支給認定子ども（第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満

三歳未満保育認定子ども」という。）が、支給認定の有効期間内において、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者

として確認する地域型保育を行う事業者（以下「特定地域型保育事業者」という。）から当該確認に係る地域型保育（以下「特定地域型保

育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定

地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。）に要した費用について、地域型保育給

付費を支給する。 
２  特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者は、内

閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育

認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 
３  地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、

零とする。）とする。 
一  地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事

業所」という。）の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育

認定地域型保育に要した費用の額） 
二  政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額 
４  内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、第七十

二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
５  満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満

保育認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用につい

て、地域型保育給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事

業者に支払うことができる。 
６  前項の規定による支払があったときは、支給認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。 
７  市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四

十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）に照らし

て審査の上、支払うものとする。 
８  前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内

閣府令で定める。 
（特例地域型保育給付費の支給） 
第三十条  市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育（第

三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。）に要した費用又は第四号に規定する特例保育（第十

九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっては、保育必要量の範囲内のもの

に限る。）に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。 
一  満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日か

ら当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。 
二  第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育（同号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内

閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利

用地域型保育」という。）を受けたとき（地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるとき

に限る。）。 
三  第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育

（特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。）

を受けたとき（地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の

事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。 



四  特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するもの

に居住地を有する支給認定保護者に係る支給認定子どもが、特例保育（特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九条

第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び

期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。）を受けたとき。 
２  特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
一  特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。） 前条第三項第一号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保

育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が

定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 
二  特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定め

る額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が

零を下回る場合には、零とする。） 
三  特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定め

る額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が

零を下回る場合には、零とする。） 
四  特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特例保

育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属す

る世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準とし

て市町村が定める額 
３  内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号から第四号までの基準

を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号及び第四号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第三号の基準

については厚生労働大臣に、同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に

規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
４  前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費（第一項第二号及び第三号に係るものに限る。第五十二条第

一項第四号において同じ。）の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 
５  前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事

項は、内閣府令で定める。 

 
第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 

第一節 特定教育・保育施設 
（特定教育・保育施設の確認） 
第三十一条  第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者（国（国立大学法人法 （平成十五

年法律第百十二号）第二条第一項 に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請

により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村

長が行う。 
一  認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
二  幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
三  保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
２  市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会そ

の他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係

る当事者の意見を聴かなければならない。 
３  市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらか

じめ、都道府県知事に協議しなければならない。 
（特定教育・保育施設の確認の変更） 
第三十二条  特定教育・保育施設の設置者は、第二十七条第一項の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、あらか

じめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る同項の確認の変更を申請することができる。 



２  前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で

定める。 
３  市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、第二十七条第一項の確認において定めた利用定員を変更し

ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に協議しなければならない。 
（特定教育・保育施設の設置者の責務） 
第三十三条  特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んで

はならない。 
２  特定教育・保育施設の設置者は、第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前

項の申込みに係る支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している支給認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定

教育・保育施設の第二十七条第一項の確認において定められた利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、

前項の申込みに係る支給認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。 
３  内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなけ

ればならない。 
４  特定教育・保育施設の設置者は、支給認定子どもに対し適切な教育・保育（地域型保育を除く。以下この項及び次項において同じ。）

を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項 に規定する児童福祉施設（第四十五条第四項において「児童福祉施

設」という。）、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その

他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 
５  特定教育・保育施設の設置者は、その提供する教育・保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、教育・保育の質

の向上に努めなければならない。 
６  特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、誠

実にその職務を遂行しなければならない。 
（特定教育・保育施設の基準） 
第三十四条  特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準（以下「教育・保

育施設の認可基準」という。）を遵守しなければならない。 
一  認定こども園 認定こども園法第三条第一項 の規定により都道府県の条例で定める要件（当該認定こども園が同項 の認定を受けた

ものである場合又は同項 の条例で定める要件に適合しているものとして同条第九項 の規定による公示がされたものである場合に限る。）、

同条第三項 の規定により都道府県の条例で定める要件（当該認定こども園が同項 の認定を受けたものである場合又は同項 の条例で定め

る要件に適合しているものとして同条第九項 の規定による公示がされたものである場合に限る。）又は同法第十三条第一項 の規定により

都道府県（地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「指定都市等」

という。）の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（認定こども園法第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下

同じ。）（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在幼保連携型認定こども

園」という。）については、当該指定都市等）の条例で定める設備及び運営についての基準（当該認定こども園が幼保連携型認定こども園

である場合に限る。） 
二  幼稚園 学校教育法第三条 に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準（幼稚園に係るものに限る。） 
三  保育所 児童福祉法第四十五条第一項 の規定により都道府県（指定都市等又は同法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設

置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域内に所在する保育所（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条

第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。）については、当該指定都市等又は児童相談所設置市）の条例で定める児童福祉

施設の設備及び運営についての基準（保育所に係るものに限る。） 
２  特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育（特定教育・

保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この節において同じ。）を

提供しなければならない。 
３  市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 
一  特定教育・保育施設に係る利用定員（第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。第五項及び次条第二項において「利用定

員」という。） 
二  特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子ど

もの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの 
４  内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、及び同項第二号の内閣府令を定め、又

は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分に



ついて第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
５  特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退

をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利

用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な

教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければ

ならない。 
（変更の届出等） 
第三十五条  特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めると

ころにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 
２  特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少

の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 
（確認の辞退） 
第三十六条  特定教育・保育施設は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。 
（市町村長等による連絡調整又は援助） 
第三十七条  市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要がある

と認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定

教育・保育施設の設置者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 
２  都道府県知事は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合に

おいて、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるとき

は、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他

の援助を行うことができる。 
３  内閣総理大臣は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場

合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認める

ときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの

助言その他の援助を行うことができる。 
（報告等） 
第三十八条  市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設又は特定教育・保育

施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者（以下この項において「特

定教育・保育施設の設置者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・

保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市

町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設

の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
２  第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 
（勧告、命令等） 
第三十九条  市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設

の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 
一  第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適

正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 
二  第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正

に行うこと。 
２  市町村長（指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指

定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。）は、特定教育・保育施設（指定都市等所在幼保連携型認定こども園及

び指定都市等所在保育所を除く。以下この項及び第五項において同じ。）の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支

給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教

育・保育施設の認可等（教育・保育施設に係る認定こども園法第十七条第一項 、学校教育法第四条第一項 若しくは児童福祉法第三十五

条第四項 の認可又は認定こども園法第三条第一項 若しくは第三項 の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。）を行っ

た都道府県知事に通知しなければならない。 
３  市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、同項の期限内にこれ

に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 



４  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

ったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
５  市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係

る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない。 
（確認の取消し等） 
第四十条  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り

消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
一  特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。 
二  特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の

運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事（指定都市等所在幼保

連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長と

する。）が認めたとき。 
三  特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型

給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。 
四  施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。 
五  特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこ

れに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 
六  特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教

育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督

を尽くしたときを除く。 
七  特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。 
八  前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定

めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 
九  前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
十  特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有

するものと認められる者を含む。以下同じ。）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者が

あるとき。 
２  前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で定める者を除く。）及びこれに準ずる者

として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一

条第一項の申請をすることができない。 
（公示） 
第四十一条  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地

その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 
一  第二十七条第一項の確認をしたとき。 
二  第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。 
三  前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 
（市町村によるあっせん及び要請） 
第四十二条  市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、支給認定保護者から求めがあった場合その他必要

と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする支給認定子どもに係る支給認定保護者の教育・保育に係る希望、当該支

給認定子どもの養育の状況、当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該支給認定子どもが適切に特定教育・保

育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、

特定教育・保育施設の設置者に対し、当該支給認定子どもの利用の要請を行うものとする。 
２  特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。 
第二節 特定地域型保育事業者 
（特定地域型保育事業者の確認） 
第四十三条  第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及

び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所（以下「地域型保育事業所」という。）ごとに、第十九条第一項第三号に掲げ



る小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあっては、その雇用

する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る

当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号 ハに規定する共済組合等をいう。）に係る

ものにあっては共済組合等の構成員（同号 ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労

働者等の監護する小学校就学前子ども」という。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第一項第三号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員とする。）を定めて、市町村長が行う。 
２  前項の確認は、当該確認をする市町村長がその長である市町村の区域に居住地を有する者に対する地域型保育給付費及び特例地域型

保育給付費の支給について、その効力を有する。 
３  市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。）の利用定員を定めようとす

るときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあ

っては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
４  市町村長は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る地域型保育事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、

その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市町村長」という。）の同意を得ていないときは、第二十九条第一項の確認をしては

ならない。ただし、第一項の申請を受けた市町村長（以下この条において「被申請市町村長」という。）と所在地市町村長との協議により、

この項本文の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、この限りでない。 
５  前項ただし書の規定により同項本文の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る地域型保育事業所（所在地市町村長の

管轄する区域にあるものに限る。）について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市

町村長による第二十九条第一項の確認があったものとみなす。 
一  所在地市町村長が第二十九条第一項の確認をしたとき 当該確認がされた時 
二  所在地市町村長による第二十九条第一項の確認がされているとき 被申請市町村長が当該地域型保育事業所に係る地域型保育事業

を行う者から第一項の申請を受けた時 
６  所在地市町村長による第二十九条第一項の確認についての第五十二条第一項の規定による取消し又は効力の停止は、前項の規定によ

り受けたものとみなされた被申請市町村長による第二十九条第一項の確認の効力に影響を及ぼさない。 
（特定地域型保育事業者の確認の変更） 
第四十四条  特定地域型保育事業者は、第二十九条第一項の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、

内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る同項の確認の変更を申請することができる。 
２  前条第四項から第六項までの規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読

替えは、政令で定める。 
（特定地域型保育事業者の責務） 
第四十五条  特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではなら

ない。 
２  特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業

を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員（第二十九条第一項の確認において定められた第十九条第一項第

三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員をいう。）の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、前項の申込

みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。 
３  内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 
４  特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童

相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている

状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 
５  特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上

に努めなければならない。 
６  特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にそ

の職務を遂行しなければならない。 
（特定地域型保育事業の基準） 
第四十六条  特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項 の規定により市町村の条例で定

める設備及び運営についての基準（以下「地域型保育事業の認可基準」という。）を遵守しなければならない。 
２  特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければ

ならない。 



３  市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 
一  特定地域型保育事業に係る利用定員（第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。第五項及び次条第二項において「利用定

員」という。） 
二  特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子

どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの 
４  内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき及び同項第二号の内閣府令を定め、又は

変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、特定地域型保育の取扱いに関する部分について第七十二条に

規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
５  特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十八条の規定による確認の辞退をする

ときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員

の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型

保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 
（変更の届出等） 
第四十七条  特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったとき

は、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 
２  特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その

利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 
（確認の辞退） 
第四十八条  特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。 
（市町村長等による連絡調整又は援助） 
第四十九条  市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認め

るときは、当該特定地域型保育事業者及び他の特定地域型保育事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者及

び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 
２  都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合におい

て、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市

町村長相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うこと

ができる。 
３  内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合にお

いて、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該

都道府県知事相互間の連絡調整又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を

行うことができる。 
（報告等） 
第五十条  市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者又は特定地域型保育

事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者（以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。）

に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若

しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保

育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の

物件を検査させることができる。 
２  第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 
（勧告、命令等） 
第五十一条  市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対

し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 
一  地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない

場合 当該基準を遵守すること。 
二  第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を

行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 
三  第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正に行っていない場合 当該便宜

の提供を適正に行うこと。 



２  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業者が、同項の期限内にこれに従わな

かったときは、その旨を公表することができる。 
３  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

きは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
４  市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 
（確認の取消し等） 
第五十二条  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を

取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 
一  特定地域型保育事業者が、第四十五条第六項の規定に違反したと認められるとき。 
二  特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育

事業の運営をすることができなくなったとき。 
三  特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給

付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。 
四  地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。 
五  特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わ

ず、又は虚偽の報告をしたとき。 
六  特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項

の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただ

し、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注

意及び監督を尽くしたときを除く。 
七  特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。 
八  前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法

律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 
九  前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
十  特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうち

に過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 
十一  特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 
２  前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者（政令で定める者を除く。）及びこれに準ずる者

として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三

条第一項の申請をすることができない。 
（公示） 
第五十三条  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その

他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 
一  第二十九条第一項の確認をしたとき。 
二  第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。 
三  前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 
（市町村によるあっせん及び要請） 
第五十四条  市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、支給認定保護者から求めがあった場合その他必要

と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者の地域型保育に係る希

望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該支給認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育

認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせん

を行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。 
２  特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。 
第三節 業務管理体制の整備等 
（業務管理体制の整備等） 
第五十五条  特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育提供者」という。）は、第三十三条第六項

又は第四十五条第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 
２  特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体



制の整備に関する事項を届け出なければならない。 
一  その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所（その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において

同じ。）が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長 
二  その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣 
三  前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事 
３  前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者（以下この節において「市町村長等」という。）に届け出なければならない。 
４  第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行っ

た市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出

なければならない。 
５  市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。 
（報告等） 
第五十六条  前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者（同条第四項の規定による届

出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。）における同条第一項の規定による業務

管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若

しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出

頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若

しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。 
２  内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長（次条第五項に

おいて「確認市町村長」という。）と密接な連携の下に行うものとする。 
３  市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整

備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。 
４  内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。 
５  第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用す

る。 
（勧告、命令等） 
第五十七条  第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者（同条第四項の規定に

よる届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。）が、同条第一項に規定する内閣

府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の

整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管

理体制を整備すべきことを勧告することができる。 
２  市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わな

かったときは、その旨を公表することができる。 
３  市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

ときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
４  市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 
５  内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところに

より、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。 
第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表 
第五十八条  特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育施設等」という。）の確

認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・

保育に係る教育・保育情報（教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学

前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子

どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。）を、教育・保育を

提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 
２  都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 
３  都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告を



した特定教育・保育提供者に対し、教育・保育情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。 
４  都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を

受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の

内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。 
５  都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施

設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。 
６  都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第四項の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を

取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その確認をした市町村長に通知しなければならない。 
７  都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円

滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育の質及び教育・保育を担当する職員に関する情

報（教育・保育情報に該当するものを除く。）であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当

該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。 

 
第四章 地域子ども・子育て支援事業 

 
第五十九条  市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地

域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 
一  子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を

円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又

は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜

の提供を総合的に行う事業 
二  支給認定保護者であって、その支給認定子ども（第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下こ

の号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。）が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯（当該支給認定保護者が特

定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育（特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育又は特例保育をい

う。以下この号において同じ。）の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業

者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。）以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又

は特例保育を行う事業者による保育（保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。）を受けたものに対

し、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要

な保育を確保する事業 
三  支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するもの

（以下この号において「特定支給認定保護者」という。）に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地

域型保育又は特例保育（以下この号において「特定教育・保育等」という。）を受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支払うべ

き日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他こ

れらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一部を助成する事業 
四  特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の

設置又は運営を促進するための事業 
五  児童福祉法第六条の三第二項 に規定する放課後児童健全育成事業 
六  児童福祉法第六条の三第三項 に規定する子育て短期支援事業 
七  児童福祉法第六条の三第四項 に規定する乳児家庭全戸訪問事業 
八  児童福祉法第六条の三第五項 に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項 に規定する要保護児童対策地域協議

会その他の者による同条第二項 に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業 
九  児童福祉法第六条の三第六項 に規定する地域子育て支援拠点事業 
十  児童福祉法第六条の三第七項 に規定する一時預かり事業 
十一  児童福祉法第六条の三第十三項 に規定する病児保育事業 
十二  児童福祉法第六条の三第十四項 に規定する子育て援助活動支援事業 
十三  母子保健法 （昭和四十年法律第百四十一号）第十三条第一項 の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業 

 
 



第五章 子ども・子育て支援事業計画 
（基本指針） 
第六十条  内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・

子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」

という。）を定めるものとする。 
２  基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一  子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する

体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項 
二  次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定め

るに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画の作成に関する事項 
三  児童福祉法 その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項 
四  労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 
五  前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支

援のための施策の総合的な推進のために必要な事項 
３  内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関

の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。 
４  内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
（市町村子ども・子育て支援事業計画） 
第六十一条  市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この

法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 
２  市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一  市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的

に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係

る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所

（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項第三号に掲げ

る小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 
二  教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようと

する地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
三  子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 
３  市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものと

する。 
一  産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 
二  保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導

及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 
三  労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 
４  市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域

子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。 
５  市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事

情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。 
６  市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項 の規定に

より市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の

規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 
７  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その

他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る

当事者の意見を聴かなければならない。 
８  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の

内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものと



する。 
９  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければなら

ない。 
１０  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければな

らない。 
（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画） 
第六十二条  都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとする。 
２  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一  都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・

保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その他の教

育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
二  子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 
三  特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる

措置に関する事項 
四  保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導

及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項 
五  前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 
３  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるも

のとする。 
一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による協議に係る調整その他市町村の

区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 
二  教育・保育情報の公表に関する事項 
三  労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 
４  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第

二項 の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定

めるものと調和が保たれたものでなければならない。 
５  都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審

議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支

援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
６  都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなけ

ればならない。 
（都道府県知事の助言等） 
第六十三条  都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援

助の実施に努めるものとする。 
２  内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業

支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 
（国の援助） 
第六十四条  国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定めら

れた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

 
第六章 費用等 

（市町村の支弁） 
第六十五条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 
一  市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 
二  都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び

特例地域型保育給付費の支給に要する費用 
三  地域子ども・子育て支援事業に要する費用 
（都道府県の支弁） 



第六十六条  都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用は、都道府県の支弁

とする。 
（都道府県の負担等） 
第六十七条  都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国及

び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額（次条第一項において「施設型給付費等負担対象額」という。）

の四分の一を負担する。 
２  都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第三号に掲げる費用に充て

るため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 
（市町村に対する交付金の交付等） 
第六十八条  国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付

費等負担対象額の二分の一を負担する。 
２  国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第三号に掲げる費用に充てるため、

予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 
（拠出金の徴収及び納付義務） 
第六十九条  政府は、児童手当の支給に要する費用（児童手当法第十八条第一項 に規定するものに限る。次条第二項において「拠出金

対象児童手当費用」という。）及び地域子ども・子育て支援事業（第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。）に要す

る費用（次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。）に充てるため、次に掲げる者（次項において「一

般事業主」という。）から、拠出金を徴収する。 
一  厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条第一項 に規定する事業主（次号から第四号までに掲げるものを除く。） 
二  私立学校教職員共済法 （昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十八条第一項 に規定する学校法人等 
三  地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十四条の三第一項 に規定する団体その他同法 に規定する団体

で政令で定めるもの 
四  国家公務員共済組合法 （昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十六条第一項 に規定する連合会その他同法 に規定する団体で政

令で定めるもの 
２  一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。 
（拠出金の額） 
第七十条  拠出金の額は、厚生年金保険法 に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額（育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 （平成三年法律第七十六号）第二条第一号 に規定する育児休業若しくは同法第二十三

条第二項 の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項 （第二号に係る部分に限る。）の規定により同項第二号 
に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律 （平成三年法律第百八号）第三条

第一項 に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律 （平成三年法律第百九号）第三条第一項 （同法第二十七条第一項 及
び裁判所職員臨時措置法 （昭和二十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）に規定する

育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律 （平成三年法律第百十号）第二条第一項 に規定する育児休業又は厚生年金保険

法第二十三条の三第一項 に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたこ

とにより、厚生年金保険法 に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において

「賦課標準」という。）に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。 
２  前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額、賦課標準の予想総額及び

第六十八条第二項の規定により国が交付する額並びに児童手当法第十八条第一項 の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、

おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の一・五以内において、政令で定める。 
３  内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 
４  全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。 
（拠出金の徴収方法） 
第七十一条  拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 
２  前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金（以下「拠出金等」という。）

の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。 
３  前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定め

るところにより、日本年金機構（以下この条において「機構」という。）に行わせるものとする。 
４  厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施

が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の



一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。 
５  財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。 
６  国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する

義務を負う者（次項において「納付義務者」という。）の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 
７  国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所又

は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。 
８  厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるも

のに係る事務（当該権限を行使する事務を除く。）を機構に行わせるものとする。 
９  政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせるこ

とができる。 
１０  第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立て及び政府への納付について必要な

事項は、政令で定める。 
第七章 子ども・子育て会議等 

（設置） 
第七十二条  内閣府に、子ども・子育て会議（以下この章において「会議」という。）を置く。 
（権限） 
第七十三条  会議は、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、この法律

の施行に関する重要事項を調査審議する。 
２  会議は、前項に規定する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。 
３  会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述

べることができる。 
（会議の組織及び運営） 
第七十四条  会議は、委員二十五人以内で組織する。 
２  会議の委員は、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関す

る事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 
３  委員は、非常勤とする。 
（資料提出の要求等） 
第七十五条  会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、

説明その他必要な協力を求めることができる。 
２  会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼

することができる。 
（政令への委任） 
第七十六条  第七十二条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 
（市町村等における合議制の機関） 
第七十七条  市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるも

のとする。 
一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。 
二  特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。 
三  市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 
四  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審

議すること。 
２  前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなけれ

ばならない。 
３  前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 
４  都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとす

る。 
一  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。 
二  当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査

審議すること。 



５  第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。 

 
第八章 雑則 

（時効） 
第七十八条  子どものための教育・保育給付を受ける権利及び拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経

過したときは、時効によって消滅する。 
２  子どものための教育・保育給付の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 
３  拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を

有する。 
（期間の計算） 
第七十九条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法 の期間に関する規定を準用する。 
（審査請求） 
第八十条  第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分（厚生労働大臣による処分を除く。）に不服があ

る者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 （昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。 
（不服申立てと訴訟との関係） 
第八十一条  子どものための教育・保育給付の支給に関する処分又は拠出金等その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消し

の訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起するこ

とができない。 
（実施規定） 
第八十二条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府

令で定める。 

 
第九章 罰則 

 
第八十三条  第十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出

若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に

処する。 
第八十四条  第三十八条第一項又は第五十条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し

くは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若し

くはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 
第八十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をし

たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 
第八十六条  第十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出

若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処

する。 
第八十七条  市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しく

は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の

答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 
２  市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の

報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 
３  市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこ

れに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 

 
附 則 

（施行期日） 
第一条  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成二

十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 



一  附則第二条第四項、第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（第七十七条第一項の審議会その他の合議制

の機関（以下この号及び次号において「市町村合議制機関」という。）の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第

一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の

準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備

（第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関（次号において「都道府県合議制機関」という。）の意見を聴く部分に限る。）に係る

部分を除く。）及び第十三条の規定 公布の日 
二  第七章の規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条（第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続（市町村合議制機

関の意見を聴く部分に限る。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）、

第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備（市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。）及び第六十二条

の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備（都道府県合議制機関の意見を聴く部分に限る。）に係る部分に限る。）

の規定 平成二十五年四月一日 
三  附則第十条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施

行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日 
四  附則第七条ただし書及び附則第八条ただし書の規定 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前の政令で定める日 
（検討） 
第二条  政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とするこ

とについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
２  政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の延長について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
３  政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業

に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない

者の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
４  政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
５  政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
（財源の確保） 
第三条  政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。 
（保育の需要及び供給の状況の把握） 
第四条  国及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基礎資料として、内閣府令で定めると

ころにより、保育の需要及び供給の状況の把握に努めなければならない。 
（子どものための現金給付に関する経過措置） 
第五条  第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「同じ。）」とあるのは、「同じ。）及び同法附則第二条第一項の給付」とする。 
（保育所に係る委託費の支払等） 
第六条  市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・

保育施設（都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・保育（保

育に限る。以下この条において同じ。）を受けた場合については、当該特定教育・保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条に

おいて「支給認定保育」という。）に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する

費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に支給認定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この条において「保育費用」という。）を当該特定保育所に委託費とし

て支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。 
２  特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年

法律第八十二号）第十三条の二第二項の規定は適用しない。 
３  第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）の規定の適用についての必要な技術的読

替えは、政令で定める。 
４  第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者

から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子ども



の年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。 
５  前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者の便益

の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。 
６  第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者の居住地又は財産所在地

の都道府県又は市町村に嘱託することができる。 
７  第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することがで

きる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 
８  第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用についての必要な

技術的読替えは、政令で定める。 
（特定教育・保育施設に関する経過措置） 
第七条  この法律の施行の際現に存する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の一部を改正する法律

（平成二十四年法律第六十六号）の規定による改正前の認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園（国の設置するものを除き、

施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。）、幼稚園（国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置

するものを含む。）又は子ども・子育て支援法及び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の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）第六条の規定による改正前の児童福祉法（次条及

び附則第十条第一項において「旧児童福祉法」という。）第三十九条第一項に規定する保育所（施行日において現に法人以外の者が設置す

るものを含む。）については、施行日に、第二十七条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該認定こども園、幼稚園又は保育所

の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 
（特定地域型保育事業者に関する経過措置） 
第八条  この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村については、施行日に、

家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところ

により、別段の申出をしたときは、この限りでない。 
（施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置） 
第九条  第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第

二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につ

き、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 
一  施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額 
イ この法律の施行前の私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）第九条の規定による私立幼稚園（国（国立大学法人法第二条

第一項に規定する国立大学法人を含む。）、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。）の経常的経

費に充てるための国の補助金の総額（以下この項において「国の補助金の総額」という。）、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設

型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基

準により算定した額（その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費

用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控

除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 
ロ 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定

した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
二  特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 
イ 特定教育・保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・

保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する

世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として

市町村が定める額 
（２） 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と（１）の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
ロ 特別利用保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保

育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用保育に要した費

用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の



所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。） 
（２） 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と（１）の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
三  特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 
イ 特別利用地域型保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特

定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給

認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零と

する。） 
（２） 当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と（１）の内閣総理大臣が定める

基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
ロ 特例保育 次の（１）及び（２）に掲げる額の合計額 
（１） 国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業

所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況そ

の他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 
（２） 当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と（１）の内閣総理大臣が定める基

準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額 
２  内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ（１）及びロ（１）並びに第三号イ（１）及びロ（１）の基準を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴か

なければならない。 
３  第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」

とあるのは、「同条第二号に掲げる費用（附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ（２）及びロ（２）並びに第三号イ（２）及びロ（２）に

掲げる額に係る部分を除く。）」とする。 
４  都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第

二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ（２）及びロ（２）並びに第三号イ（２）及びロ（２）に掲げる額に係る部分の一部

を補助することができる。 
（保育の需要の増大等への対応） 
第十条  旧児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する特定市町村（以下この条において「特定市町村」という。）は、市町村子ども・

子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日

の前日までの間、小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの（以下この条にお

いて「保育緊急確保事業」という。）のうち必要と認めるものを旧児童福祉法第五十六条の八第二項に規定する市町村保育計画に定め、当

該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うものとする。 
２  特定市町村以外の市町村（以下この条において「事業実施市町村」という。）は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子ど

ものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、保育緊急確保事

業を行うことができる。 
３  内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しな

ければならない。 
４  国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育緊急

確保事業に要する費用の一部を補助することができる。 
５  国及び都道府県は、特定市町村又は事業実施市町村が、保育緊急確保事業を実施しようとするときは、当該保育緊急確保事業が円滑

に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 
（施行前の準備） 
第十一条  内閣総理大臣は、第二十七条第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令、同条第三項第一号の基準、第二十八条第

一項第二号の内閣府令、同条第二項第二号及び第三号の基準、第二十九条第三項第一号の基準、第三十条第一項第二号及び第四号の内閣

府令、同条第二項第二号から第四号までの基準、第三十四条第三項の内閣府令で定める基準（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限

る。）、同項第二号の内閣府令（特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。）、第四十六条第三項の内閣府令で定める基準（特定地域型

保育の取扱いに関する部分に限る。）、同項第二号の内閣府令（特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。）、第六十条第一項の基本指



針並びに附則第九条第一項第一号イ、第二号イ（１）及びロ（１）並びに第三号イ（１）及びロ（１）の基準を定めようとするときは、施

行日前においても第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くことができる。 
第十二条  前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第二十条の規定による支給認定の手続、

第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続、第四十二条の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん及び利用の要請（以

下この条において「情報の提供等」という。）、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続、第五十四条の規定による情報の

提供等、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備、第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画の策定の準備、第七十四条の規定による子ども・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為その他の行為は、この法律の

施行前においても行うことができる。 
（政令への委任） 
第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 
附 則 （平成二四年八月二二日法律第六二号） 抄 

（施行期日） 
第一条  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成二

十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 
一  附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日 
二  削除 
四  第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項

にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十

二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条

の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条

の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正

規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改

正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条

の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十

二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及

び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同

法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定（私

立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。）、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定（「附則第七条第一項」

を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。）及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定（次号に掲げる改正規

定を除く。）並びに第二十六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から

第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四

条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を

超えない範囲内において政令で定める日 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第七十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 
附 則 （平成二四年八月二二日法律第六三号） 抄 

 
（施行期日） 
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 
一  次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 
附 則 （平成二四年一一月二六日法律第九八号） 抄 

（施行期日） 



第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 

 
附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規

定 公布の日 
二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日 
（政令への委任） 
第十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 
附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 
第一条  この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 
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第6章 児童厚生施設(第54条―第57条) 

第7章 児童養護施設(第58条―第67条) 

第8章 福祉型障害児入所施設(第68条―第76条) 

第9章 医療型障害児入所施設(第77条―第81条) 

第10章 福祉型児童発達支援センター(第82条―第87条) 

第11章 医療型児童発達支援センター(第88条―第91条) 

第12章 情緒障害児短期治療施設(第92条―第99条) 

第13章 児童自立支援施設(第100条―第110条) 

第14章 児童家庭支援センター(第111条―第113条) 

附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この条例は，児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項

の規定に基づき，児童福祉施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」とい

う。)を定めるものとする。 

(最低基準の目的) 

第2条 この最低基準は，市長の監督に属する児童福祉施設に入所している者が，明るくて，

衛生的な環境において，素養があり，かつ，適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長

を含む。以下同じ。)の指導により，心身ともに健やかにして，社会に適応するように育

成されることを保障するものとする。 
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(定義) 

第3条 この条例において「児童福祉施設」とは，助産施設，乳児院，母子生活支援施設，

保育所，児童厚生施設，児童養護施設，福祉型障害児入所施設，医療型障害児入所施設，

福祉型児童発達支援センター，医療型児童発達支援センター，情緒障害児短期治療施設，

児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいう。 

2 前項に規定するもののほか，この条例において使用する用語の意義は，法で使用する用

語の例による。 

(最低基準の向上) 

第4条 市長は，岡山市社会福祉審議会(岡山市社会福祉審議会条例(平成12年市条例第1号)

に定める岡山市社会福祉審議会をいう。)の意見を聴き，その監督に属する児童福祉施設

に対し，最低基準を超えて，その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 

2 市は，最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

(最低基準と児童福祉施設) 

第5条 児童福祉施設は，最低基準を超えて，常に，その設備及び運営を向上させなければ

ならない。 

2 最低基準を超えて，設備を有し，又は運営をしている児童福祉施設においては，最低基

準を理由として，その設備又は運営を低下させてはならない。 

(児童福祉施設の一般原則) 

第6条 児童福祉施設は，入所している者の人権に十分配慮するとともに，一人一人の人格

を尊重して，その運営を行わなければならない。 

2 児童福祉施設は，地域社会との交流及び連携を図り，児童の保護者及び地域社会に対し，

当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

3 児童福祉施設は，その運営の内容について，多様な手法を用いて評価を行い，その結果

を公表するよう努めなければならない。 

4 児童福祉施設には，法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設

けなければならない。 

5 児童福祉施設の構造設備は，採光，換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に

対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

6 児童福祉施設の設置者の役員(業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる

者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を
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有するものと認められる者を含む。)及びその施設の長は，岡山市暴力団排除基本条例(平

成24年市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。 

(児童福祉施設と非常災害) 

第7条 児童福祉施設においては，軽便消火器等の消火用具，非常口その他非常災害に必要

な設備を設けなければならない。 

2 児童福祉施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害

の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を

策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の体制を整備し，

それらの内容(次項において「計画等」という。)を定期的に職員に周知しなければならな

い。 

3 児童福祉施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければならない。 

4 児童福祉施設は，非常災害に備えるため，第2項の計画に従い，避難又は救出に係る訓

練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

5 前項の訓練のうち，避難及び消火に対する訓練は，少なくとも毎月1回は，これを行わ

なければならない。 

6 児童福祉施設は，非常災害時における児童等の安全の確保が図られるよう，あらかじめ，

近隣の自治体，地域住民，他の児童福祉施設，その他保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

7 児童福祉施設は，非常災害時において，乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)，障害

者等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

(児童福祉施設における職員の一般的要件) 

第8条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は，健全な心身を有し，豊か

な人間性と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福祉事

業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等) 

第9条 児童福祉施設の職員は，常に自己研さんに励み，法に定めるそれぞれの施設の目的

を達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 

2 児童福祉施設は，職員に対し，その資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に

従い，研修を実施しなければならない。 

3 前項の資質の向上のための研修には，児童の権利擁護及び虐待の防止に関する事項をそ

の内容に含めなければならない。 
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4 児童福祉施設は，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準) 

第10条 児童福祉施設は，他の社会福祉施設を併せて設置するときは，必要に応じ当該児

童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ね

ることができる。ただし，入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所して

いる者の保護に直接従事する職員については，この限りでない。 

(入所した者を平等に取り扱う原則) 

第11条 児童福祉施設においては，入所している者の国籍，信条，社会的身分又は入所に

要する費用を負担するか否かによって，差別的取扱いをしてはならない。 

(虐待等の禁止) 

第12条 児童福祉施設の職員は，入所中の児童に対し，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はならない。 

(懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第13条 児童福祉施設の長は，入所中の児童等(法第33条の7に規定する児童等をいう。以

下この条において同じ。)に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であっ

て懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその児童等の福祉のために必要

な措置をとるときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

(衛生管理等) 

第14条 児童福祉施設は，入所している者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水に

ついては，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

2 児童福祉施設は，当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延し

ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

3 児童福祉施設(助産施設，保育所及び児童厚生施設を除く。)においては，入所している

者の希望等を勘案し，清潔を維持することができるよう適切に，入所している者を入浴さ

せ，又は清拭E

しき

Aしなければならない。 

4 児童福祉施設は，必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに，それらの管理を適正

に行わなければならない。 

(食事) 

第15条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)は，入所している者に

食事を提供するときは，当該児童福祉施設内で調理する方法(第10条の規定により，当該

児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を



5/37 

含む。)により行わなければならない。 

2 児童福祉施設は，入所している者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，入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければなら

ない。 

3 児童福祉施設は，前項の規定によるほか，食品の種類及び調理方法について栄養並びに

入所している者の身体的状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

4 児童福祉施設は，あらかじめ作成した献立に従って調理を行わなければならない。ただ

し，少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは，この限りでない。 

5 児童福祉施設は，児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければな

らない。 

(入所した者及び職員の健康診断) 

第16条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第4項を除き，以

下この条において同じ。)の長は，入所した者に対し，入所時の健康診断，少なくとも1

年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を，学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に

規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

2 児童福祉施設の長は，前項の規定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる健康診断が行わ

れた場合であって，当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部

に相当すると認められるときは，同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことが

できる。この場合において，児童福祉施設の長は，それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断

の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における児童の入所前の健康診

断 

入所した児童に対する入所時の健康診断 

児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

3 第1項の健康診断をした医師は，その結果必要な事項を母子健康手帳(母子保健法(昭和40

年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。)又は入所した者の健康を記録する

表に記入するとともに，必要に応じ入所の措置又は助産の実施，母子保護の実施若しくは

保育の実施を解除又は停止する等必要な手続をとることを，児童福祉施設の長に勧告しな

ければならない。 

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては，特に入所している者の食事を調理する者

につき，綿密な注意を払わなければならない。 

(給付金として支払を受けた金銭の管理) 
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第17条 乳児院，児童養護施設，障害児入所施設，情緒障害児短期治療施設及び児童自立

支援施設は，当該施設の設置者が入所中の児童に係る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「児童福祉施設最低基準省令」という。)第12条

の2第1項に規定する平成23年厚生労働省告示第374号により厚生労働大臣が定める給付

金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは，給付金として支払を

受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 

(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を

含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分するこ

と。 

(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 

(4) 当該児童が退所した場合には，速やかに，児童に係る金銭を当該児童に取得させる

こと。 

(児童福祉施設内部の規程) 

第18条 児童福祉施設においては，次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けな

ければならない。 

(1) 入所する者の援助に関する事項 

(2) その他施設の管理についての重要事項 

(児童福祉施設に備える帳簿) 

第19条 児童福祉施設には，職員，財産，収支及び入所している者の処遇の状況を明らか

にする帳簿を整備しておかなければならない。 

(秘密保持等) 

第20条 児童福祉施設の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 児童福祉施設は，職員であった者が，正当な理由がなく，その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，必要な措置を講じなければならない。 

(苦情への対応) 

第21条 児童福祉施設は，その行った援助に関する入所している者又はその保護者等から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

2 乳児院，児童養護施設，障害児入所施設，児童発達支援センター，情緒障害児短期治療
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施設及び児童自立支援施設は，前項の必要な措置として，苦情の公正な解決を図るために，

苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。 

3 児童福祉施設は，その行った援助に関し，当該措置又は助産の実施，母子保護の実施若

しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導

又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

4 児童福祉施設は，社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会

が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

(事故発生時の対応) 

第22条 児童福祉施設は，児童に対する支援の提供により事故が発生した場合は，速やか

に都道府県，市町村，当該児童の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2 児童福祉施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，記録しなけ

ればならない。 

第2章 助産施設 

(種類) 

第23条 助産施設は，第一種助産施設及び第二種助産施設とする。 

2 第一種助産施設とは，医療法(昭和23年法律第205号)の病院又は診療所である助産施設

をいう。 

3 第二種助産施設とは，医療法の助産所である助産施設をいう。 

(入所させる妊産婦) 

第24条 助産施設には，法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて，なお余裕のあると

きは，その他の妊産婦を入所させることができる。 

(第二種助産施設の職員) 

第25条 第二種助産施設には，医療法に規定する職員のほか，1人以上の専任又は嘱託の助

産師を置かなければならない。 

2 第二種助産施設の嘱託医は，産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならな

い。 

(第二種助産施設と異常分べん) 

第26条 第二種助産施設に入所した妊婦が，産科手術を必要とする異常分べんをするおそ

れのあるときは，第二種助産施設の長は，速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病

院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし，応急の処置を要すると
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きは，この限りでない。 

第3章 乳児院 

(設備の基準) 

第27条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は，次のとおり

とする。 

(1) 寝室，観察室，診察室，病室，ほふく室，相談室，調理室，浴室及び便所を設ける

こと。 

(2) 寝室の面積は，乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。 

(3) 観察室の面積は，乳児1人につき1.65平方メートル以上であること。 

第28条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 

(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は，1室につき9.91平方メートル以上とし，乳

幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。 

(職員) 

第29条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)には，小児科の診療に相当の

経験を有する医師又は嘱託医，看護師，個別対応職員，家庭支援専門相談員，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にあっては調理

員を置かないことができる。 

2 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，乳児院

において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該当す

る者でなければならない。 

3 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。 

4 心理療法担当職員は，学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(旧大学令(大

正7年勅令第388号)の規定による大学を含む。第38条第3項，第55条第2項第6号ア，第59

条第4項，第61条第4号，第93条第3項，第101条第4項及び第103条第4号において同じ。)

の学部で，心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であっ

て，個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認め

られる者でなければならない。 

5 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，満3歳以上の幼児おおむね4人につき1
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人以上(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。 

6 看護師は，保育士又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもっ

てこれ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。 

7 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。 

第30条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院には，嘱託医，看護師，家庭支援専門相談員

及び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。 

2 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をもっ

てこれに代えることができる。 

(乳児院の長の資格等) 

第31条 乳児院の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働大臣が指定する者

が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって，人格

が高潔で識見が高く，乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって，小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げる

期間の合計が3年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了し

たもの 

ア 法第12条の3第2項第4号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)とな

る資格を有する者にあっては，児童福祉事業(国，都道府県又は市町村の内部組織に

おける児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を

除く。) 

2 乳児院の長は，2年に1回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行

う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，この限りでな

い。 

(養育) 

第32条 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
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格の形成に資することとなるものでなければならない。 

2 養育の内容は，乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳，食事，排せつ，もく

浴，入浴，外気浴，睡眠，遊び及び運動のほか，健康状態の把握，第16条第1項に規定す

る健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。 

3 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。 

(乳児の観察) 

第33条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)においては，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，当該乳児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。 

(自立支援計画の策定) 

第34条 乳児院の長は，第32条第1項の目的を達成するため，入所中の個々の乳幼児につい

て，乳幼児やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定しなけ

ればならない。 

(業務の質の評価等) 

第35条 乳児院は，法第37条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに，定期的に外

部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければならな

い。 

(関係機関との連携) 

第36条 乳児院の長は，児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター，児童委員，保

健所，市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整

に当たらなければならない。 

第4章 母子生活支援施設 

(設備の基準) 

第37条 母子生活支援施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 母子室，集会，学習等を行う室及び相談室を設けること。 

(2) 母子室は，これに調理設備，浴室及び便所を設けるものとし，1世帯につき1室以上

とすること。 

(3) 母子室の面積は，30平方メートル以上であること。 

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には，付近にある保育所又は児童厚生施設が

利用できない等必要があるときは，保育所に準ずる設備を設けること。 
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(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には，静養室を，乳幼児30人以上を

入所させる母子生活支援施設には，医務室及び静養室を設けること。 

(職員) 

第38条 母子生活支援施設には，母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を

行う者をいう。以下同じ。)，嘱託医，少年を指導する職員及び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。 

2 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。 

3 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を

有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

4 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。 

5 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において

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においては3人以上とする。 

6 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においては，

2人以上とする。 

(母子生活支援施設の長の資格等) 

第39条 母子生活支援施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働大臣が

指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を

受けた者であって，人格が高潔で識見が高く，母子生活支援施設を適切に運営する能力を

有するものでなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げる

期間の合計が3年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了し

たもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業(国，都道府県又は市

町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 
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ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を

除く。) 

2 母子生活支援施設の長は，2年に1回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が指定

する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，こ

の限りでない。 

(母子支援員の資格) 

第40条 母子支援員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定する児童

福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

(2) 保育士の資格を有する者 

(3) 社会福祉士の資格を有する者 

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(5) 学校教育法の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)の規定による

中等学校を含む。第55条第2項第4号，第61条第8号及び第103条第7号において同じ。)

若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条第2項の規定により大学への入学を認

められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の

課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと

同等以上の資格を有すると認定した者であって，2年以上児童福祉事業に従事したもの 

(生活支援) 

第41条 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。 

(自立支援計画の策定) 

第42条 母子生活支援施設の長は，前条の目的を達成するため，入所中の個々の母子につ

いて，母子やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定しなけ

ればならない。 

(業務の質の評価等) 

第43条 母子生活支援施設は，法第38条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに，

定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなけ
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ればならない。 

(保育所に準ずる設備) 

第44条 第37条第4号の規定により，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(第48条第2項を除く。)を準用する。 

2 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。 

(関係機関との連携) 

第45条 母子生活支援施設の長は，福祉事務所，母子自立支援員，児童の通学する学校，

児童相談所，母子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター，

婦人相談所等関係機関と密接に連携して，母子の保護及び生活支援に当たらなければなら

ない。 

第5章 保育所 

(設備の基準) 

第46条 保育所の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には，乳児室又はほふく室，医務

室，調理室及び便所を設けること。 

(2) 乳児室の面積は，当該乳児室において保育されるほふくしない乳児又は前号の幼児1

人につき1.65平方メートル以上であること。 

(3) ほふく室の面積は，当該ほふく室において保育されるほふくする乳児又は第1号の幼

児1人につき3.3平方メートル以上であること。 

(4) 乳児室又はほふく室には，保育に必要な用具を備えること。 

(5) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には，保育室又は遊戯室，屋外遊戯場(保育所

の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)，調理室及び

便所を設けること。 

(6) 保育室又は遊戯室の面積は，前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上，屋外遊戯

場の面積は，前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。 

(7) 保育室又は遊戯室には，保育に必要な用具を備えること。 

(8) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建

物は，次のア，イ及びカの要件に，保育室等を3階以上に設ける建物は，次のイからク

までの要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条
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第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，同表の中欄に掲げる区

分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

2階 常用 1 屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同

条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし，同条第1項の場合に

おいては，当該階段の構造は，建築物の1階から2階までの部分に限り，

屋内と階段室とは，バルコニー又は付室を通じて連絡することとし，

かつ，同条第3項第2号，第3号及び第9号を満たすものとする。) 

2 待避上有効なバルコニー 

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備 

4 屋外階段 

3階 常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する

構造の屋内階段 

2 屋外階段 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する

構造の屋内階段(ただし，同条第1項の場合においては，当該階段の構

造は，建築物の1階から3階までの部分に限り，屋内と階段室とは，バ

ルコニー又は付室を通じて連絡することとし，かつ，同条第3項第2号，

第3号及び第9号を満たすものとする。) 

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに

準ずる設備 

3 屋外階段 

4階以

上 

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する

構造の屋内階段 

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 

避難用 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，かつ，保育室等の各部分



15/37 

からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。 

エ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。エにおいて同

じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構

造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区

画されていること。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の風道が，当該床

若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設け

られていること。 

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられてい

ること。 

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ，かつ，当該調理室

の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを建築基準法第2条第9号に規定

する不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼児の転落事故を防止す

る設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられて

いること。 

ク 保育所のカーテン，敷物，建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されている

こと。 

(保育所の設備の基準の特例) 

第47条 次に掲げる要件を満たす保育所は，第15条第1項の規定にかかわらず，当該保育所

の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について，当該保育所外で調理し搬入する方法に

より行うことができる。この場合において，当該保育所は，当該食事の提供について当該

方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱，保

存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。 

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり，その管理者が，衛生面，栄養

面等業務上必要な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

確保されていること。 

(2) 当該保育所又は他の施設，保健所，市町村等の栄養士により，献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等，栄養士による必要な配慮が行われること。 

(3) 調理業務の受託者を，当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し，衛生面，栄
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養面等，調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。 

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供，アレルギー，アト

ピー等への配慮，必要な栄養素量の給与等，幼児の食事の内容，回数及び時機に適切に

応じることができること。 

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から，乳幼児の発育及び発達の過程に応じ

て食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努

めること。 

(職員) 

第48条 保育所には，保育士，嘱託医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にあっては，調理員を置かないことができる。 

2 保育士の数は，乳児おおむね3人につき1人以上，満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむ

ね6人につき1人以上，満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上(認定

こども園(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(平成

18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第7条第1項に規定する認定こど

も園をいう。)である保育所(以下「認定保育所」という。)にあっては，幼稚園(学校教育

法第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)と同様に1日に4時間程度利用する幼児(以

下「短時間利用児」という。)おおむね35人につき1人以上，1日に8時間程度利用する幼

児(以下「長時間利用児」という。)おおむね20人につき1人以上)，満4歳以上の幼児おお

むね30人につき1人以上(認定保育所にあっては，短時間利用児おおむね35人につき1人以

上，長時間利用児おおむね30人につき1人以上)とする。ただし，保育所1につき2人を下

ることはできない。 

(保育時間) 

第49条 保育所における保育時間は，1日につき8時間を原則とし，その地域における乳幼

児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して，保育所の長がこれを定める。 

(保育の内容) 

第50条 保育所における保育は，養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし，その

内容については，平成20年厚生労働省告示第141号により厚生労働大臣が定める指針に従

わなければならない。 

(保護者との連絡) 

第51条 保育所の長は，常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり，保育の内

容等につき，その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 
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(公正な選考) 

第52条 就学前保育等推進法第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所は，就学前保育

等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第3項の規定により当該私立

認定保育所に入所する児童を選考するときは，公正な方法により行わなければならない。 

(利用料) 

第53条 法第56条第3項の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第13条第4項の保育料

(以下この条において「徴収金等」という。)以外に保育所が徴収金等に係る児童について

提供するサービス(当該徴収金等を支払う者の選定により提供されるものを除く。)に関し

当該者から利用料の支払を受ける場合にあっては，当該利用料の額は，当該サービスの実

施に要する費用を勘案し，かつ，当該者の家計に与える影響を考慮して定めなければなら

ない。 

第6章 児童厚生施設 

(設備の基準) 

第54条 児童厚生施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設には，広場，遊具及び便所を設けること。 

(2) 児童館等屋内の児童厚生施設には，集会室，遊戯室，図書室及び便所を設けること。 

(職員) 

第55条 児童厚生施設には，児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 

2 児童の遊びを指導する者は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

(2) 保育士の資格を有する者 

(3) 社会福祉士の資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条

第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した

者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，

2年以上児童福祉事業に従事したもの 

(5) 学校教育法の規定により，幼稚園，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の

教諭となる資格を有する者 

(6) 次のいずれかに該当する者であって，児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者
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が設置する児童厚生施設にあっては，市長)が適当と認めたもの 

ア 学校教育法の規定による大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸

術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

イ 学校教育法の規定による大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸

術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績

で単位を修得したことにより，同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認

められた者 

ウ 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，

芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業し

た者 

エ 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体育

学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項) 

第56条 児童厚生施設における遊びの指導は，児童の自主性，社会性及び創造性を高め，

もって地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。 

(保護者との連絡) 

第57条 児童厚生施設の長は，必要に応じ児童の健康及び行動につき，その保護者に連絡

しなければならない。 

第7章 児童養護施設 

(設備の基準) 

第58条 児童養護施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 児童の居室，相談室，調理室，浴室及び便所を設けること。 

(2) 児童の居室の1室の定員は，これを4人以下とし，その面積は，1人につき4.95平方メ

ートル以上とすること。ただし，乳幼児のみの居室の1室の定員は，これを6人以下と

し，その面積は，1人につき3.3平方メートル以上とする。 

(3) 入所している児童の年齢等に応じ，男子と女子の居室を別にすること。 

(4) 便所は，男子用と女子用とを別にすること。ただし，少数の児童を対象として設け

るときは，この限りでない。 

(5) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には，医務室及び静養室を設けること。 

(6) 入所している児童の年齢，適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必

要な設備」という。)を設けること。 
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(職員) 

第59条 児童養護施設には，児童指導員，嘱託医，保育士，個別対応職員，家庭支援専門

相談員，栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなけれ

ばならない。ただし，児童40人以下を入所させる施設であって他の社会福祉施設等の栄

養士との連携を図ることにより当該児童養護施設の効果的な運営が期待することができ

るとともに児童の栄養管理に支障がない場合にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託

する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

2 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，児童養

護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

3 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。 

4 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を

有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

5 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。 

6 児童指導員及び保育士の総数は，通じて，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にあっては，更に1人以上を加えるものとする。 

7 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。 

(児童養護施設の長の資格等) 

第60条 児童養護施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働大臣が指定

する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者

であって，人格が高潔で識見が高く，児童養護施設を適切に運営する能力を有するもので

なければならない。 

(1) 医師であって，精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げる



20/37 

期間の合計が3年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了し

たもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業(国，都道府県又は市

町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を

除く。) 

2 児童養護施設の長は，2年に1回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する

者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，この限

りでない。 

(児童指導員の資格) 

第61条 児童指導員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会

学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(5) 学校教育法の規定による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学又は社会学に

関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより，同法第102条第2項の規定によ

り大学院への入学を認められた者 

(6) 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社

会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(7) 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(8) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条

第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した

者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，

2年以上児童福祉事業に従事したもの 

(9) 学校教育法の規定により，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の教諭とな
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る資格を有する者であって，市長が適当と認めたもの 

(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって，市長が適当と認めたもの 

(養護) 

第62条 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。 

(生活指導，学習指導，職業指導及び家庭環境の調整) 

第63条 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。 

2 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。 

3 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。 

4 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。 

(自立支援計画の策定) 

第64条 児童養護施設の長は，第62条の目的を達成するため，入所中の個々の児童につい

て，児童やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定しなけれ

ばならない。 

(業務の質の評価等) 

第65条 児童養護施設は，法第41条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに，定期

的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければ

ならない。 

(児童と起居を共にする職員) 

第66条 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。 

(関係機関との連携) 

第67条 児童養護施設の長は，児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童
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家庭支援センター，児童委員，公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及

び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

第8章 福祉型障害児入所施設 

(設備の基準) 

第68条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 児童の居室，調理室，浴室，便所，医務室及び静養室を設けること。ただし，児童

30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものに

あっては医務室を，児童30人未満を入所させる施設であって主として盲児(強度の弱視

児を含む。以下同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)(以下「盲ろう

あ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができ

る。 

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には，職業指導に

必要な設備を設けること。 

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には，次の設備を設けること。 

ア 遊戯室，訓練室，職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備 

イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備 

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には，遊戯室，訓練室，職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。 

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には，次の設備

を設けること。 

ア 訓練室及び屋外訓練場 

イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 

(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児

童を入所させる福祉型障害児入所施設においては，階段の傾斜を緩やかにすること。 

(7) 児童の居室の1室の定員は，これを4人以下とし，その面積は，1人につき4.95平方メ

ートル以上とすること。ただし，乳幼児のみの居室の1室の定員は，これを6人以下と

し，その面積は，1人につき3.3平方メートル以上とする。 

(8) 入所している児童の年齢等に応じ，男子と女子の居室を別にすること。 

(9) 便所は，男子用と女子用とを別にすること。 

(職員) 

第69条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」と
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いう。)を除く。次項及び第3項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には，

嘱託医，児童指導員，保育士，栄養士，調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所

支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として児童福祉施設最低基準省令第49条

第1項に規定する平成24年厚生労働省告示第230号により厚生労働大臣が定めるものをい

う。以下同じ。)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あ

って他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該福祉型障害児入所施設

の効果的な運営が期待することができるとともに児童の栄養管理に支障がない場合にあ

っては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができ

る。 

2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は，精神科又

は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保

育士の総数は，通じておおむね児童の数を4.3で除して得た数以上とする。ただし，児童

30人以下を入所させる施設にあっては，更に1以上を加えるものとする。 

4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には，第1項に規定する職員並び

に医師及び看護師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

あって他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該福祉型障害児入所施

設の効果的な運営が期待することができるとともに児童の栄養管理に支障がない場合に

あっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことがで

きる。 

5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については，第2項の規

定を準用する。 

6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数

については，第3項の規定を準用する。 

7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は，児童を対象とする精神

科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は，児童おおむね20

人につき1人以上とする。 

9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については，第1項の規定を準

用する。 

10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は，眼科又は耳鼻咽
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喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総

数は，通じて，乳幼児おおむね4人につき1人以上，少年おおむね5人につき1人以上とす

る。ただし，児童35人以下を入所させる施設にあっては，更に1人以上を加えるものとす

る。 

12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には，第1項に規定

する職員及び看護師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

であって他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該福祉型障害児入所

施設の効果的な運営が期待することができるとともに児童の栄養管理に支障がない場合

にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことが

できる。 

13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び

保育士の総数は，通じておおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。 

14 心理指導を行う必要があると認められる児童5人以上に心理指導を行う場合には心理

指導担当職員を，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。 

15 心理指導担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科

若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術

を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるものでなければならない。 

(生活指導及び学習指導) 

第70条 福祉型障害児入所施設における生活指導は，児童が日常の起居の間に，当該福祉

型障害児入所施設を退所した後，できる限り社会に適応するようこれを行わなければなら

ない。 

2 福祉型障害児入所施設における学習指導については，第63条第2項の規定を準用する。 

(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項) 

第71条 福祉型障害児入所施設における職業指導は，児童の適性に応じ，児童が将来でき

る限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。 

2 前項に規定するほか，福祉型障害児入所施設における職業指導については，第63条第3

項の規定を準用する。 

(入所支援計画の作成) 

第72条 福祉型障害児入所施設の長は，児童の保護者及び児童の意向，児童の適性，児童

の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し，これに基づき児童に対して障害児入



25/37 

所支援を提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施することその他の措置

を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければな

らない。 

(児童と起居を共にする職員) 

第73条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を

除く。)については，第66条の規定を準用する。 

(保護者等との連絡) 

第74条 福祉型障害児入所施設の長は，児童の保護者に児童の性質及び能力を説明すると

ともに，児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委

員と常に密接な連絡をとり，児童の生活指導，学習指導及び職業指導につき，その協力を

求めなければならない。 

(心理学的及び精神医学的診査) 

第75条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては，入

所している児童を適切に保護するため，随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければ

ならない。ただし，児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。 

(入所した児童に対する健康診断) 

第76条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては，第16条第1

項に規定する入所時の健康診断に当たり，特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密

に診断し，治療可能な者については，できる限り治療しなければならない。 

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては，第16条

第1項に規定する入所時の健康診断に当たり，整形外科的診断により肢体の機能障害の原

因及びその状況を精密に診断し，入所を継続するか否かを考慮しなければならない。 

第9章 医療型障害児入所施設 

(設備の基準) 

第77条 医療型障害児入所施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 医療型障害児入所施設には，医療法に規定する病院として必要な設備のほか，訓練

室及び浴室を設けること。 

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には，静養室を設けること。 

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には，屋外訓練

場，ギブス室，特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備，義肢装具を製作する設備

を設けること。ただし，義肢装具を製作する設備は，他に適当な設備がある場合は，こ
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れを設けることを要しないこと。 

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては，階

段の傾斜を緩やかにするほか，浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設

備を設けること。 

(職員) 

第78条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には，医療法に規定する病

院として必要な職員のほか，児童指導員，保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなけ

ればならない。 

2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数

は，通じておおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とする。 

3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には，第1項に規定

する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。 

4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は，肢

体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。 

5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び

保育士の総数は，通じて，乳幼児おおむね10人につき1人以上とし，少年おおむね20人に

つき1人以上とする。 

6 主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)

を入所させる医療型障害児入所施設には，第3項に規定する職員及び心理指導を担当する

職員を置かなければならない。 

7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は，内科，精

神科，医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により

神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科，小児科，外科，整形外科又はリハビリ

テーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。 

(心理学的及び精神医学的診査) 

第79条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神

医学的診査については，第75条の規定を準用する。 

(入所した児童に対する健康診断) 

第80条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては，

第16条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり，整形外科的診断により肢体の機能障

害の原因及びその状況を精密に診断し，入所を継続するか否かを考慮しなければならない。 
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(児童と起居を共にする職員等) 

第81条 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下こ

の項において同じ。)における児童と起居を共にする職員，生活指導，学習指導及び職業

指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については，第66条，第70条，

第71条及び第74条の規定を準用する。 

2 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については，第72条の規定を準用する。 

第10章 福祉型児童発達支援センター 

(設備の基準) 

第82条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達

支援センターを除く。)には，指導訓練室，遊戯室，屋外遊戯場(当該福祉型児童発達支

援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)，医務室，相談室，調

理室，便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。 

(2) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援セン

ター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号

において同じ。)の指導訓練室の1室の定員は，これをおおむね10人とし，その面積は，

児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。 

(3) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は，児童1人につき1.65平方メートル以

上とすること。 

(4) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには，静養室

を設けること。 

(5) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，聴力検査室を設ける

こと。 

(6) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，指導訓練室，

調理室，便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。 

(職員) 

第83条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援セン

ター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項に

おいて同じ。)には，嘱託医，児童指導員，保育士，栄養士，調理員及び児童発達支援管

理責任者のほか，日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には，機能訓練担当職員

(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければ
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ならない。ただし，児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を，調理業務の全部

を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

2 福祉型児童発達支援センターの児童指導員，保育士及び機能訓練担当職員の総数は，通

じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。 

3 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は，精神

科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

4 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，第1項に規定する職員及

び言語聴覚士を置かなければならない。ただし，児童40人以下を通わせる施設にあって

は栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

5 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は，眼科又は耳鼻咽喉

科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

6 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員，保育士，言語聴

覚士及び機能訓練担当職員の総数は，通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上と

する。ただし，言語聴覚士の数は，4人以上でなければならない。 

7 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，第1項に規定す

る職員及び看護師を置かなければならない。ただし，児童40人以下を通わせる施設にあ

っては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができ

る。 

8 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は，内科，精

神科，医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名

称を診療科名とする診療科，小児科，外科，整形外科又はリハビリテーション科の診療に

相当の経験を有する者でなければならない。 

9 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員，保育士，

看護師及び機能訓練担当職員の数は，通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上と

する。ただし，機能訓練担当職員の数は，1人以上でなければならない。 

(生活指導及び計画の作成) 

第84条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センター

の長の計画の作成については，第70条第1項及び第72条の規定を準用する。 

(保護者等との連絡) 

第85条 福祉型児童発達支援センターの長は，児童の保護者に児童の性質及び能力を説明

するとともに，必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連



29/37 

絡をとり，当該児童の生活指導につき，その協力を求めなければならない。 

(入所した児童に対する健康診断) 

第86条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては，第16条第1

項に規定する入所時の健康診断に当たり，特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診

断し，治療可能な者については，できる限り治療しなければならない。 

(心理学的及び精神医学的診査) 

第87条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心

理学的及び精神医学的診査については，第75条の規定を準用する。 

第11章 医療型児童発達支援センター 

(設備の基準) 

第88条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか，指導訓練室，屋外訓練場，相談

室及び調理室を設けること。 

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか，浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助

ける設備を設けること。 

(職員) 

第89条 医療型児童発達支援センターには，医療法に規定する診療所として必要な職員の

ほか，児童指導員，保育士，看護師，理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責

任者を置かなければならない。 

(入所した児童に対する健康診断) 

第90条 医療型児童発達支援センターにおいては，第16条第1項に規定する入所時の健康診

断に当たり，整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し，

入所を継続するか否かを考慮しなければならない。 

(生活指導等) 

第91条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援センタ

ーの長の保護者等との連絡及び計画の作成については，第70条第1項，第72条及び第85

条の規定を準用する。 

第12章 情緒障害児短期治療施設 

(設備の基準) 

第92条 情緒障害児短期治療施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 児童の居室，医務室，静養室，遊戯室，観察室，心理検査室，相談室，工作室，調
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理室，浴室及び便所を設けること。 

(2) 児童の居室の1室の定員は，これを4人以下とし，その面積は，1人につき4.95平方メ

ートル以上とすること。 

(3) 男子と女子の居室は，これを別にすること。 

(4) 便所は，男子用と女子用とを別にすること。ただし，少数の児童を対象として設け

るときは，この限りでない。 

(職員) 

第93条 情緒障害児短期治療施設には，医師，心理療法担当職員，児童指導員，保育士，

看護師，個別対応職員，家庭支援専門相談員，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にあっては，調理員を置かないことができる。 

2 医師は，精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

3 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で，心理

学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより，同法第102条第2項の規定に

より大学院への入学を認められた者であって，個人及び集団心理療法の技術を有し，かつ，

心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。 

4 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，情緒障

害児短期治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第2項各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。 

5 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。 

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

(情緒障害児短期治療施設の長の資格等) 

第94条 情緒障害児短期治療施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働

大臣が指定する者が行う情緒障害児短期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させる

ための研修を受けた者であって，人格が高潔で識見が高く，情緒障害児短期治療施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 情緒障害児短期治療施設の職員として3年以上勤務した者 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げる

期間の合計が3年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了し



31/37 

たもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業(国，都道府県又は市

町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を

除く。) 

2 情緒障害児短期治療施設の長は，2年に1回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣

が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるとき

は，この限りでない。 

(心理療法，生活指導及び家庭環境の調整) 

第95条 情緒障害児短期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，当該情緒障害児短期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。 

2 情緒障害児短期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。 

(自立支援計画の策定) 

第96条 情緒障害児短期治療施設の長は，前条第1項の目的を達成するため，入所中の個々

の児童について，児童やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を

策定しなければならない。 

(業務の質の評価等) 

第97条 情緒障害児短期治療施設は，法第43条の2に規定する業務の質の評価を自ら行うと

ともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を

図らなければならない。 

(児童と起居を共にする職員) 

第98条 情緒障害児短期治療施設については，第66条の規定を準用する。 

(関係機関との連携) 

第99条 情緒障害児短期治療施設の長は，児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要

に応じ児童家庭支援センター，児童委員，保健所，市町村保健センター等関係機関と密接

に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

第13章 児童自立支援施設 
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(設備の基準) 

第100条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については，小学校，中学校又は特別

支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし，学科指導を行

わない場合にあってはこの限りでない。 

2 前項に規定する設備以外の設備については，第58条(第2号ただし書を除く。)の規定を準

用する。ただし，男子と女子の居室は，これを別にしなければならない。 

(職員) 

第101条 児童自立支援施設には，児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の

自立支援を行う者をいう。以下同じ。)，児童生活支援員(児童自立支援施設において児童

の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)，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，個別対応職員，家庭支援専門相談員，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あって他の社会福祉施設等の

栄養士との連携を図ることにより当該児童自立支援所施設の効果的な運営が期待するこ

とができるとともに児童の栄養管理に支障がない場合にあっては栄養士を，調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

2 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，児童自

立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれか

に該当する者でなければならない。 

3 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。 

4 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で，心理

学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより，同法第102条第2項の規定に

より大学院への入学を認められた者であって，個人及び集団心理療法の技術を有し，かつ，

心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。 

5 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。 

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

以上とする。 

(児童自立支援施設の長の資格等) 

第102条 児童自立支援施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働省組織

規則(平成13年厚生労働省令第1号)第622条に規定する児童自立支援専門員養成所(以下
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「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるため

の研修又はこれに相当する研修を受けた者であって，人格が高潔で識見が高く，児童自立

支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上(養成所が行う児

童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講

習課程」という。)を修了した者にあっては，3年以上)従事した者 

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げる

期間の合計が5年以上(養成所が行う講習課程を修了した者にあっては，3年以上)である

もの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業(国，都道府県，指定

都市又は児童相談所設置市の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従

事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を

除く。) 

2 児童自立支援施設の長は，2年に1回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が指定

する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，こ

の限りでない。 

(児童自立支援専門員の資格) 

第103条 児童自立支援専門員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

(4) 学校教育法の規定による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会

学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定

による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会学に関する科目の単位

を優秀な成績で修得したことにより，同法第102条第2項の規定により大学院への入学

を認められた者であって，1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4
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号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの 

(5) 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社

会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって，1年以

上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の

合計が2年以上であるもの 

(6) 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって，1年以上児童自立支援事業に

従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上である

もの 

(7) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条

第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した

者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，

3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる

期間の合計が5年以上であるもの 

(8) 学校教育法の規定により，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の教諭とな

る資格を有する者であって，1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教

員としてその職務に従事したもの 

(児童生活支援員の資格) 

第104条 児童生活支援員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 保育士の資格を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者 

(生活指導，職業指導，学科指導及び家庭環境の調整) 

第105条 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。 

2 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ってはこの限りでない。 

3 生活指導，職業指導及び家庭環境の調整については，第63条(第2項を除く。)の規定を準

用する。 
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(自立支援計画の策定) 

第106条 児童自立支援施設の長は，前条第1項の目的を達成するため，入所中の個々の児

童について，児童やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定

しなければならない。 

(業務の質の評価等) 

第107条 児童自立支援施設は，法第44条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに，

定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなけ

ればならない。 

(児童と起居を共にする職員) 

第108条 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。 

(関係機関との連携) 

第109条 児童自立支援施設の長は，児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ

児童家庭支援センター，児童委員，公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指

導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

(心理学的及び精神医学的診査等) 

第110条 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。 

第14章 児童家庭支援センター 

(設備の基準) 

第111条 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。 

(職員) 

第112条 児童家庭支援センターには，法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支

援」という。)を担当する職員を置かなければならない。 

2 前項の職員は，法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(支援を行うに当たって遵守すべき事項) 

第113条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては，児童，保護者その他の意向の

把握に努めるとともに，懇切を旨としなければならない。 

2 児童家庭支援センターにおいて，児童相談所，福祉事務所，児童福祉施設，民生委員，

児童委員，母子自立支援員，母子福祉団体，公共職業安定所，婦人相談員，保健所，市町
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村保健センター，精神保健福祉センター，学校等との連絡調整を行うに当たっては，その

他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。 

3 児童家庭支援センターにおいては，その附置されている施設との緊密な連携を行うとと

もに，その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は，平成25年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

第2条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設(昭和48年4月

26日において存するものに限る。)については，第77条第1号の規定にかかわらず，訓練

室及び屋外訓練場を設けないことができる。 

第3条 乳児6人以上を入所させる保育所に係る第48条第2項に規定する保育士の数の算定

については，当分の間，当該保育所に勤務する保健師又は看護師を，1人に限って，保育

士とみなすことができる。 

第4条 平成23年6月17日において存する乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，児童

自立支援施設又は法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」

という。)の建物(平成23年6月17日において建築中のものを含み，平成23年6月17日の後

に全面的に改築されたものを除く。)に係る第27条第1号，第28条第1号，第37条第1号又

は第58条第1号(第100条第2項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第35条

において準用する場合を含む。)の規定の適用については，平成23年6月17日前において

適用されていた児童福祉施設最低基準省令の規定によることができる。 

第5条 平成23年6月17日において存する乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，知的

障害児施設，盲ろうあ児施設，情緒障害児短期治療施設，児童自立支援施設又は一時保護

施設の建物(平成23年6月17日において建築中のものを含み，平成23年6月17日の後に増築

され，又は全面的に改築された部分を除く。)に係る第27条第2号，第28条第2号，第37

条第2号若しくは第3号，第58条第2号(第100条第2項及び児童福祉法施行規則第35条にお

いて準用する場合を含む。)，第68条第7号又は第92条第2号の規定の適用については，平

成23年6月17日前において適用されていた児童福祉施設最低基準省令の規定の例による

ことができる。 

第6条 平成23年6月17日において乳児院，児童養護施設，情緒障害児短期治療施設又は児

童自立支援施設に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は，第29条第2項，第59
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条第2項，第93条第4項又は第101条第2項の規定にかかわらず，当該施設における家庭支

援専門相談員となることができる。 

第7条 平成23年9月1日において乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，又は情緒障害

児短期治療施設の長である者については，第31条第1項，第39条第1項，第60条第1項又

は第94条第1項の規定は，適用しない。 

第8条 平成23年6月17日において存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏ま

えて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための

関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条によ

る改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第42条に規定する知的障害児施設

又は旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるもの

を除く。)であって，整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条による改正後の児

童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第

42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成23年6月

17日の後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については，

当分の間，第68条第7号の規定を適用する場合においては，同号中「4人」とあるのは「15

人」と，「4.95平方メートル以上とすること。ただし，乳幼児のみの居室の1室の定員は，

これを6人以下とし，その面積は，1人につき3.3平方メートル以上とする」とあるのは「3.3

平方メートル以上とすること」とする。 

第9条 平成24年4月1日において存する旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施

設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって，整備法附則第34条第1項の規定に

より新児童福祉法第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児

入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成24年4月1日の後に増築され，又

は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については，当分の間，第68条第7

号から第9号までの規定は，適用しない。 

第10条 平成24年4月1日において存する旧児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施

設であって，整備法附則第34条第2項の規定により新児童福祉法第35条第3項又は第4項に

基づき新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものと

みなされたものに対する第83条第2項の規定の適用については，同条第2項中「通じてお

おむね児童の数を4で除して得た数以上」とあるのは，「通じておおむね乳幼児の数を4

で除して得た数及び少年の数を7.5で除して得た数の合計数」とする。 
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平成26年9月30日 

岡山市条例第122号 

岡山市特定教育・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をこ

こに公布する。 

岡山市長 

岡山市特定教育・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 

目次 

第1章 総則(第1条―第3条) 

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準(第4条) 

第2節 運営に関する基準(第5条―第34条) 

第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準(第37条) 

第2節 運営に関する基準(第38条―第50条) 

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条) 

第4章 罰則(第53条) 

附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この条例は，子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第

34条第2項及び第3項並びに第46条第2項及び第3項の規定に基づき，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ものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。 

(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。 

(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。 

(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。 

(5) 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭
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的保育事業をいう。 

(6) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。 

(7) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を

いう。 

(8) 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。 

(9) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。 

(10) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。 

(11) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。 

(12) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。 

(13) 支給認定の有効期間 法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。 

(14) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。 

(15) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。 

(16) 法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項の規定において準用する場合を含

む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定

により市が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を，支給

認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをい

う。 

(17) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。 

(18) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。 

(19) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。 

(20) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。 

(21) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。 

(22) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。 

(一般原則) 

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」とい

う。)は，良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行

うことにより，全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されるこ

とを目指すものでなければならない。 

2 特定教育・保育施設等は，当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの

意思及び人格を尊重して，常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又

は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。 
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3 特定教育・保育施設等は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，都道府県，

市町村，小学校，他の特定教育・保育施設等，地域子ども・子育て支援事業を行う者，他

の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

4 特定教育・保育施設等は，当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの

人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，

その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準 

(利用定員) 

第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は，その利用定員(法第27条

第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を20人以上と

する。 

2 特定教育・保育施設は，次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ，当該各号

に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし，法第

19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては，満1歳に満たない小学校

就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び法第19条第1

項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

第2節 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第5条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育の提供の開始に際しては，あらかじめ，利

用の申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し，第20条に規定

する運営規程の概要，職員の勤務体制，利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なければならない。 

2 特定教育・保育施設は，利用申込者からの申出があった場合には，前項の規定による文

書の交付に代えて，第5項で定めるところにより，当該利用申込者の承諾を得て，当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
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用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により

提供することができる。この場合において，当該特定教育・保育施設は，当該文書を交付

したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機

とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し，当該利用申

込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法

(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は，特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記

録する方法) 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

3 前項に掲げる方法は，利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成

することができるものでなければならない。 

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは，特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機

と，利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

5 特定教育・保育施設は，第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとす

るときは，あらかじめ，当該利用申込者に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種類

及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は，当該利用申込者から文書又は電磁

的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは，当該利用申込者

に対し，第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし，

当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は，この限りでない。 

(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等) 
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第6条 特定教育・保育施設は，支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは，正当な

理由がなければ，これを拒んではならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は，

利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子どもの総数が，当該特定教育・保育施設の法第19条第1項第1号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては，抽選，申

込みを受けた順序により決定する方法，当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に

関する理念，基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「選考方法」とい

う。)により選考しなければならない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は，

利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が，当該特定教育・保育施設の法第

19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を

超える場合においては，法第20条第4項の規定による認定に基づき，保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し，保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先

的に利用できるよう，選考するものとする。 

4 前2項の特定教育・保育施設は，選考方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で，

選考を行わなければならない。 

5 特定教育・保育施設は，利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育

を提供することが困難である場合は，適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業

を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

(あっせん，調整及び要請に対する協力) 

第7条 特定教育・保育施設は，当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の

規定により市が行うあっせん及び要請に対し，できる限り協力しなければならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は，

法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

に係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条

第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請

に対し，できる限り協力しなければならない。 
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(受給資格等の確認) 

第8条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育の提供を求められた場合は，支給認定保護

者の提示する支給認定証によって，支給認定の有無，支給認定子どもの該当する法第19

条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分，支給認定の有効期間及び保育必要量等

を確かめるものとする。 

(支給認定の申請に係る援助) 

第9条 特定教育・保育施設は，支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった

場合は，当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

2 特定教育・保育施設は，支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受け

ている支給認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。ただし，緊急その他やむを得ない理由がある場合は，この限りでない。 

(心身の状況等の把握) 

第10条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育の提供に当たっては，支給認定子どもの

心身の状況，その置かれている環境，他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努

めなければならない。 

(小学校等との連携) 

第11条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育の提供の終了に際しては，支給認定子ど

もについて，小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供さ

れる教育・保育との円滑な接続に資するよう，支給認定子どもに係る情報の提供その他小

学校，特定教育・保育施設等，地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密

接な連携に努めなければならない。 

(教育・保育の提供の記録) 

第12条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育を提供した際は，提供日，内容その他必

要な事項を記録しなければならない。 

(利用者負担額等の受領) 

第13条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。

以下この条及び次条において同じ。)を提供した際は，支給認定保護者から当該特定教育・

保育に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用

保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市が定める額とし，特別

利用教育を提供する場合にあっては法第28条第2項第3号に規定する市が定める額とす
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る。)をいう。)の支払を受けるものとする。 

2 特定教育・保育施設は，法定代理受領を受けないときは，支給認定保護者から，当該特

定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に規定する額(その額

が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは，当該現に特定教育・保育に要し

た費用の額)をいい，当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては

法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(そ

の額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは，当該現に特別利用保育に要し

た費用の額)を，特別利用教育を提供する場合にあっては法第28条第2項第3号に規定する

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要

した費用を超えるときは，当該現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項におい

て同じ。)の支払を受けるものとする。 

3 特定教育・保育施設は，前2項の支払を受ける額のほか，特定教育・保育の提供に当た

って，当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価につい

て，当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基

準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受ける

ことができる。 

4 特定教育・保育施設は，前3項の支払を受ける額のほか，特定教育・保育において提供

される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受ける

ことができる。 

(1) 日用品，文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用 

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対す

る食事の提供に要する費用を除き，法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

については主食の提供に係る費用に限る。) 

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか，特定教育・保育において提供される便宜に要する費用

のうち，特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって，

支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

5 特定教育・保育施設は，前各項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に係る領収

証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。 

6 特定教育・保育施設は，第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は，あらかじめ，当該
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金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によっ

て明らかにするとともに，支給認定保護者に対して説明を行い，文書による同意を得なけ

ればならない。ただし，第4項の規定による金銭の支払に係る同意については，文書によ

ることを要しない。 

(施設型給付費等の額に係る通知等) 

第14条 特定教育・保育施設は，法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法

第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)の支給を

受けた場合は，支給認定保護者に対し，当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通

知しなければならない。 

2 特定教育・保育施設は，前条第2項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費

用の額の支払を受けた場合は，その提供した特定教育・保育の内容，費用の額その他必要

と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を支給認定保護者に対して交付し

なければならない。 

(特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は，次の各号に掲げる施設の区分に応じて，それぞれ当該各

号に定めるものに基づき，小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて，特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園(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(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項

に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教

育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携

型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項にお

いて同じ。) 

(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び認定こ

ども園法第3条第9項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第4号に掲げ

る事項 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき

文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。) 

(4) 保育所 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年

市条例第96号)第50条に規定する保育所における保育の内容について厚生労働大臣が

定める指針 
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2 前項第2号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては，同号に掲

げるもののほか，幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。 

(特定教育・保育に関する評価等) 

第16条 特定教育・保育施設は，自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い，常

にその改善を図らなければならない。 

2 特定教育・保育施設は，定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者そ

の他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価

又は外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図るよう努め

なければならない。 

(相談及び援助) 

第17条 特定教育・保育施設は，常に支給認定子どもの心身の状況，その置かれている環

境等の的確な把握に努め，支給認定子ども又はその保護者に対し，その相談に適切に応じ

るとともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

(緊急時等の対応) 

第18条 特定教育・保育施設の職員は，現に特定教育・保育の提供を行っているときに支

給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに当該支給認定子ど

もの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

(支給認定保護者に関する市への通知) 

第19条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が

偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け，又は受けようとしたときは，

遅滞なく，意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

(運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第

23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 提供する特定教育・保育の内容 

(3) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員を定めている施設にあっては，学期を含む。以下この号において同

じ。)及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類，支払を求める理由及
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びその額 

(6) 第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留

意事項(第6条第2項及び第3項に規定する選考方法を含む。) 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 

第21条 特定教育・保育施設は，支給認定子どもに対し，適切な特定教育・保育を提供す

ることができるよう，職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 特定教育・保育施設は，当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供

しなければならない。ただし，支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響

を及ぼさない業務については，この限りでない。 

3 特定教育・保育施設は，職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

(定員の遵守) 

第22条 特定教育・保育施設は，利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはなら

ない。ただし，年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応，法第34条

第5項に規定する便宜の提供への対応，児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置

への対応，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(掲示) 

第23条 特定教育・保育施設は，当該特定教育・保育施設の見やすい場所に，運営規程の

概要，職員の勤務の体制，利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

(支給認定子どもを平等に取り扱う原則) 

第24条 特定教育・保育施設においては，支給認定子どもの国籍，信条，社会的身分又は

特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって，差別的取扱いをしてはな

らない。 

(虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は，支給認定子どもに対し，児童福祉法第33条の10各
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号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

(懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条にお

いて同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は，支給認定子どもに対し児童福祉法

第47条第3項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を

採るときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

(秘密保持等) 

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は，正当な理由がなく，その業務上知り得

た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

2 特定教育・保育施設は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た支

給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければな

らない。 

3 特定教育・保育施設は，小学校，他の特定教育・保育施設等，地域子ども・子育て支援

事業を行う者その他の機関に対して，支給認定子どもに関する情報を提供する際には，あ

らかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。 

(情報の提供等) 

第28条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子

どもに係る支給認定保護者が，その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択する

ことができるように，当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する

情報の提供を行うよう努めなければならない。 

2 特定教育・保育施設は，当該特定教育・保育施設について広告をする場合において，そ

の内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

(利益供与等の禁止) 

第29条 特定教育・保育施設は，利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)

その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」と

いう。)，教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し，小学校就

学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として，

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

2 特定教育・保育施設は，利用者支援事業者等，教育・保育施設若しくは地域型保育を行

う者等又はその職員から，小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として，
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金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

(苦情解決) 

第30条 特定教育・保育施設は，その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又

は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子

ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

2 特定教育・保育施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

3 特定教育・保育施設は，その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等からの

苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

4 特定教育・保育施設は，その提供した特定教育・保育に関し，法第14条第1項の規定に

より市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市

の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ，及び支給認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに，

市から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

5 特定教育・保育施設は，市からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市に報告

しなければならない。 

(地域との連携等) 

第31条 特定教育・保育施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

(事故発生の防止及び発生時の対応) 

第32条 特定教育・保育施設は，事故の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

2 特定教育・保育施設は，支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発

生した場合は，速やかに市，当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに，必要な
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措置を講じなければならない。 

3 特定教育・保育施設は，前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。 

4 特定教育・保育施設は，支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

(会計の区分) 

第33条 特定教育・保育施設は，特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区

分しなければならない。 

(記録の整備) 

第34条 特定教育・保育施設は，職員，設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

2 特定教育・保育施設は，支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から5年間保存しなければならない。 

(1) 第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画 

(2) 第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録 

(3) 第19条に規定する市への通知に係る記録 

(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第3節 特例施設型給付費に関する基準 

(特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1項

第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提

供する場合には，岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を遵守し

なければならない。 

2 特定教育・保育施設が，前項の規定により特別利用保育を提供する場合には，当該特別

利用保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子

どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が，第4条第2項第3号の規定により

定められた法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超え

ないものとする。 

3 特定教育・保育施設が，第1項の規定により特別利用保育を提供する場合には，特定教
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育・保育には特別利用保育を含むものとして，この章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)

の規定を適用する。この場合において，第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特

別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と，「法第19条第

1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「法第19

条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と，

「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあ

るのは「法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」

とする。 

(特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)が法第19条第1項第2号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し，特別利用教育を提供する

場合には，法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が，前項の規定により特別利用教育を提供する場合には，当該特別

利用教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子

どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が，第4条第2項第2号の規定により

定められた法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超え

ないものとする。 

3 特定教育・保育施設が，第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には，特定教

育・保育には特別利用教育を含むものとして，この章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)

の規定を適用する。この場合において，第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1

項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第

1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの数」と，第13条第4項第3号中「除き，法第19条

第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」と

あるのは「除く。)」とする。 

第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1節 利用定員に関する基準 

(利用定員) 

第37条 特定地域型保育事業のうち，家庭的保育事業にあっては，その利用定員(法第29条

第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を1人以上5人
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以下，小規模保育事業A型(岡山市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年市条例第121号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規

模保育事業B型(同条例第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあっては，その

利用定員の数を6人以上19人以下，小規模保育事業C型(同条例第33条に規定する小規模保

育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては，その利用定員の数を6人以上

10人以下，居宅訪問型保育事業にあっては，その利用定員の数を1人とする。 

2 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る

特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに，法第

19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う

事業所にあっては，岡山市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第

42条の規定を踏まえ，その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するた

め当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ど

も(当該事業所内保育事業が，事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員であ

る事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし，共済組合等(児童福祉法

第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合

等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子ど

もとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を，満1歳に満たない小学校就学前子どもと

満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

第2節 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第38条 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育の提供の開始に際しては，あらかじめ，

利用申込者に対し，第46条に規定する運営規程の概要，第42条に規定する連携施設の種

類，名称，連携協力の概要，職員の勤務体制，利用者負担その他の利用申込者の保育の選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なければならない。 

2 第5条第2項から第6項までの規定は，前項の規定による文書の交付について準用する。 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 特定地域型保育事業者は，支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは，正

当な理由がなければ，これを拒んではならない。 

2 特定地域型保育事業者は，利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学
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前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が，当該特定地域型保育事業所の

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える

場合においては，法第20条第4項の規定による認定に基づき，保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し，保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利

用できるよう，選考するものとする。 

3 前項の特定地域型保育事業者は，同項の選考方法をあらかじめ支給認定保護者に明示し

た上で，選考を行わなければならない。 

4 特定地域型保育事業者は，地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申

込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合

は，連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の

適切な措置を速やかに講じなければならない。 

(あっせん，調整及び要請に対する協力) 

第40条 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規

定により市が行うあっせん及び要請に対し，できる限り協力しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は，法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第3項(同法

附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う

調整及び要請に対し，できる限り協力しなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第41条 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育の提供に当たっては，支給認定子ども

の心身の状況，その置かれている環境，他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に

努めなければならない。 

(特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項において

同じ。)は，特定地域型保育が適正かつ確実に実施され，及び必要な教育・保育が継続的

に提供されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園，幼稚園又は保育

所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし，離島その他の

地域であって，連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて特定地域型

保育事業を行う特定地域型保育事業者については，この限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための
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機会の設定，特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談，

助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

(2) 必要に応じて，代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気，休暇等により特定地

域型保育を提供することができない場合に，当該特定地域型保育事業者に代わって提供

する特定教育・保育をいう。)を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給認定子ど

も(事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては，第37条第2項に規定する

その他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を，当該特定地域型

保育の提供の終了に際して，当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき，

引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

2 居宅訪問型保育事業を行う者は，岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては，前項本

文の規定にかかわらず，当該乳幼児の障害，疾病等の状態に応じ，適切な専門的な支援そ

の他の便宜の供与を受けられるよう，あらかじめ，連携する障害児入所支援施設(児童福

祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設(以下この項に

おいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし，

離島その他の地域であって，居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認

めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については，この限りでな

い。 

3 事業所内保育事業を行う者であって，第37条第2項の規定により定める利用定員が20人

以上のものについては，第1項本文の規定にかかわらず，連携施設の確保に当たって，第

1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。 

4 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育の提供の終了に際しては，支給認定子どもに

ついて，連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育

との円滑な接続に資するよう，支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設，特定教

育・保育施設等，地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

(利用者負担額等の受領) 

第43条 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域

型保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第14条において同じ。)を提供し

た際は，支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2
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号に掲げる額(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあって

は法第30条第2項第2号に規定する市が定める額とし，特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては法第30条第2項第3号に規定する市が定める額とする。)をいう。)の支払を受

けるものとする。 

2 特定地域型保育事業者は，法定代理受領を受けないときは，支給認定保護者から，当該

特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に掲げる額(その

額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当該現に特定地域型保育

に要した費用の額)をいい，当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当

該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を，特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては法第30条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当該現に

特定利用地域型保育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるもの

とする。 

3 特定地域型保育事業者は，前2項の支払を受ける額のほか，特定地域型保育の提供に当

たって，当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価につ

いて，当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用

基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受け

ることができる。 

4 特定地域型保育事業者は，前3項の支払を受ける額のほか，特定地域型保育において提

供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受け

ることができる。 

(1) 日用品，文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用 

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用 

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(4) 前3号に掲げるもののほか，特定地域型保育において提供される便宜に要する費用の

うち，特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって，

支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

5 特定地域型保育事業者は，前各項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。 
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6 特定地域型保育事業者は，第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は，あらかじめ，当

該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によ

って明らかにするとともに，支給認定保護者に対して説明を行い，文書による同意を得な

ければならない。ただし，第4項の規定による金銭の支払に係る同意については，文書に

よることを要しない。 

(特定地域型保育の取扱方針) 

第44条 特定地域型保育事業者は，岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例第50条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定め

る指針に準じ，それぞれの事業の特性に留意して，小学校就学前子どもの心身の状況等に

応じて，特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

(特定地域型保育に関する評価等) 

第45条 特定地域型保育事業者は，自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い，

常にその改善を図らなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表

し，常にその改善を図るよう努めなければならない。 

(運営規程) 

第46条 特定地域型保育事業者は，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程(第50条において準用する第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければ

ならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 提供する特定地域型保育の内容 

(3) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間，提供を行わない日 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類，支払を求める理由及

びその額 

(6) 利用定員 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始，終了に関する事項及び利用に当たっての留意事

項(第39条第2項に規定する選考方法を含む。) 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 

第47条 特定地域型保育事業者は，支給認定子どもに対し，適切な特定地域型保育を提供

することができるよう，特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。 

2 特定地域型保育事業者は，特定地域型保育事業所ごとに，当該特定地域型保育事業所の

職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし，支給認定子どもに対す

る特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

3 特定地域型保育事業者は，職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

(定員の遵守) 

第48条 特定地域型保育事業者は，利用定員の定員を超えて特定地域型保育の提供を行っ

てはならない。ただし，年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応，法

第34条第5項に規定する便宜の提供への対応，児童福祉法第24条第6項に規定する措置へ

の対応，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(記録の整備) 

第49条 特定地域型保育事業者は，職員，設備及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

2 特定地域型保育事業者は，支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から5年間保存しなければならない。 

(1) 第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画 

(2) 次条において準用する第12条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項

の提供の記録 

(3) 次条において準用する第19条に規定する市への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

(準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)，第17条から第19条まで及び第

23条から第33条までの規定は，特定地域型保育事業について準用する。この場合におい

て，第14条第1項中「施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。
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以下この項において同じ。)」とあるのは「地域型保育給付費(法第30条第1項に規定する

特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。 

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準 

(特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には，岡山市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が，前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には，

当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項

第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(次条第1項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特定利用地域型保育の対象となる法第

19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数

が，第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が，第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には，

特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして，この章(第39条第2項及び第

40条第2項を除く。)の規定を適用する。 

(特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には，岡山市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が，前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には，

当該特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項

第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(前条第1項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の対象となる法第

19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数

が，第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が，第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には，

特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして，この章の規定を適用する。 

第4章 罰則 
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第53条 正当な理由なしに，法第14条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは

提示をせず，若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし，又は同項

の規定による当該職員の質問に対して，答弁せず，若しくは虚偽の答弁をし，若しくは同

項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避した者は，10万円以下の過料に処する。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は，法の施行の日から施行する。 

(特定保育所に関する特例) 

第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が特定教

育・保育を提供する場合にあっては，当分の間，第13条第1項中「(法第27条第3項第2号

に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と，「定

める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」と，同条第2項中「(法第27

条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられ

た法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と，同条第3項中「支払を」とあるのは「支払を，市の同意を得て，」と，第19条中「施

設型給付費の支給を受け，又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の

規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け，又は受けようとした

とき」とし，第6条及び第7条の規定は適用しない。 

2 特定保育所は，市から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行

うことの委託を受けたときは，正当な理由がない限り，これを拒んではならない。 

(施設型給付費等に関する経過措置) 

第3条 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては，当

分の間，第13条第1項中「法第27条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法附則第9条第

1項第1号イに規定する市が定める額」と，「法第28条第2項第2号に規定する市が定める

額」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市が定める額」と，同条第2項

中「法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を

超えるときは，当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第

1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特

定教育・保育に要した費用を超えるときは，当該現に特定教育・保育に要した費用の額)

及び同号ロに規定する市が定める額」と，「法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大
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臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を

超えるときは，当該現に特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1

項第2号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該

特別利用保育に要した費用を超えるときは，当該現に特別利用保育に要した費用の額)及

び同号ロ(2)に規定する市が定める額」とする。 

2 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては，第43条第1項中

「法第30条第2項第2号に規定する市が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ

(1)に規定する市が定める額」と，同条第2項中「法第30条第2項第2号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要

した費用の額を超えるときは，当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)」とある

のは「法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した

額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用を超えるときは，当該現に特別利

用地域型保育に要した費用の額)及び同号イ(2)に規定する市が定める額」とする。 

(利用定員に関する経過措置) 

第4条 小規模保育事業C型にあっては，この条例の施行の日から起算して5年を経過する日

までの間，第37条第1項中「6人以上10人以下」とあるのは「6人以上15人以下」とする。 

(連携施設に関する経過措置) 

第5条 特定地域型保育事業者は，連携施設の確保が著しく困難であって，法第59条第4号

に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める

場合は，第42条第1項本文の規定にかかわらず，この条例の施行の日から起算して5年を

経過する日までの間，連携施設を確保しないことができる。 
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