児童福祉法施行令等 の一 部を改正する政令案
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○学校教育 法 （昭和二 十二 年法律第二 十六号） （抄）

第一条 こ の法律で、学校とは、 幼稚 園、 小学校、 中学校、 高等 学校、 中等 教育学校、 特 別支援学校、 大学 及び高 等専門学校と する。

第二 条 学校は 、 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 人及び独立 行政法 人国立 高等専門学校 機構を含
む。 以 下同じ。） 、 地方 公共 団体 （地方独 立行政法 人法 （平成 十五年法律第 百十 八号） 第 六十 八条第一 項に 規定する 公立大学法 人を含む。 次項に おい
て 同じ。） 及び 私 立学校法第三 条に 規定する 学校法 人 （以 下学校法 人と 称する。 ） のみが、こ れを 設置することがで き る。
② （略）

第四条 次 の各号に掲げる学校 の設 置廃 止、 設 置者 の変更そ の他政令で 定 める事項 （次条に おいて 「設置廃 止等」という。 ）は、そ れぞ れ当該各号に 定
める者 の認 可を 受けなけ ればならな い。こ れら の学校 のう ち、 高等学校 （中等教育学校 の後期課程を含む。） の 通常 の課程 （以 下「全 日 制の課程」と
いう。）、 夜 間そ の他特 別の時間又は 時期に おいて 授業を行う 課程 （以 下「定時制の課程」という。 ） 及び 通信に よる教育を 行う 課程 （以 下「通信制
の 課程」という。）、 大学 の学部、 大学 院 及び大学 院 の研究科並 びに第 百八条第二 項 の大学 の学科に ついて も、 同様とする。
一 公立 又は 私 立 の大学 及び高等専門学 校 文部科学 大臣
二 市 町村 の設 置する高等学 校、 中等教育 学校 及び特 別支援学校 都道府県の教育委員会
三 私立 の幼稚園、 小学校、 中学校、 高等 学校、 中等教育学校 及び特 別支援学校 都道府県知 事
② ～④ （略）

専 修学校、 各種学校そ の他第一条に掲げ るも の以外の教育施 設は、 同条に掲げ る学校 の名称 又は 大学院 の名称を 用いてはならな い。

第 十三条 第四条第一 項各号に掲げる学校が 次 の各号のいず れ かに該当 する 場合に おいては、そ れ ぞれ 同項各 号に定める者は、 当該学校 の閉鎖を命 ずる
ことがで き る。
一 法令 の規定に 故意に 違 反したと き
二 法令 の規 定によりそ の者がした命 令に違 反した とき
三 六箇 月以 上授業を行わ な かつたとき
（略）

②
第 百三 十五条
② （略）

第 百三 十 六条 都道府 県の教育委員 会 （私人の経営に 係るも のにあつては 、 都道府県 知事）は、学 校以外のも の 又は専修学 校若しくは各 種学校以外のも
のが専修学 校 又は各種学 校 の教育を 行うも のと 認める 場合に おいては、 関 係者に 対して 、一定 の期 間内に専修学 校 設置又は各 種学校 設置 の認可を申請
すべ き 旨を 勧告すること がで きる。 ただし、そ の期間は、一箇 月を 下ること がで きな い。
② ・③ （略）
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第 百三 十五条 の規定に違 反した者は、 十 万円以 下の罰金に 処する。

第 百四十三条 第 十三条 第一 項 （同条 第二 項、 第 百三 十三条第一 項及び第 百三 十四条第二 項に おいて 準用する 場合 を含む。） の規定による 閉鎖命令 又は
第 百三 十六条 第二 項 の規定による命令 に違 反した者は、 六月以 下 の懲役若し くは禁 錮又は二 十 万円以 下の罰金に 処 する。
第 百四十六条

○労働 基準法 （昭和二 十二 年法律 第四十九号） （抄）
（中間搾 取の排除）
第 六条 何 人も、 法律に 基いて 許され る 場合 の外、 業として 他 人の就業に介 入して 利益を得てはなら な い。

（賠償 予定 の禁 止）
第 十六条 使用者は、 労働契 約 の不履行について 違約 金を定め、 又は損害賠償 額を 予定する 契約をして はならな い。
（前 借金相殺 の禁 止）
第 十七条 使用者は 、 前借金そ の他労働することを条件と する前貸 の債権と賃金を 相殺してはな らな い。

（強制貯 金）
第 十八条 使用者は、 労働契約に 附随して 貯蓄 の契約をさ せ、 又は 貯蓄金を管 理する契 約をしては ならな い。
② ～⑥ （略）
⑦ 前項 の規 定により貯蓄 金 の管 理を 中 止すべ きこ とを命ぜら れた使用者は 、 遅滞なく、そ の管 理に 係る 貯蓄金を 労働者に 返還しなければ ならな い。

（金品の返還）
第二 十三条 使用者は、 労働 者 の死亡又は 退職 の場合に おいて、 権 利者 の請求が あつた場合に おいては、 七日以内に賃 金を支 払い、 積立金、 保 証金、 貯
蓄金そ の他名称の如何を 問わ ず、 労働者 の権 利に 属する 金品を 返還しなければな らな い。
② （略）

（賃金 の支 払）
第二 十四条 賃金は、 通貨で、 直接 労働者に、そ の全額を支 払わなければ ならな い。 ただし、 法令若しくは 労働 協約に 別段の定めがある 場合 又は 厚生 労
働省令で 定 める賃金につ いて 確実な支 払の方法で 厚生労働省令で 定めるも のによる 場合 に おいては、 通貨以外のも ので 支 払い、 また、 法令 に 別段の定
めがある 場合 又は 当該事業 場の労働者 の過半数で 組 織する 労働組合があると きはそ の労働 組合、 労働 者 の過半数で 組織する 労働 組合がな い ときは 労働
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者 の過半数を代表する者 と の書 面に よる協定があ る 場合に おいては、 賃金 の一 部を 控除 して 支 払う ことがで きる。
（略）

②

（非常時払）
第二 十五条 使 用者は、 労働 者が 出産、 疾 病、 災害そ の他厚生労働 省令で 定める 非常 の場合 の費用に 充て るために 請 求する 場合に おいては、 支 払期日前
で あ つて も、 既往 の労働に 対する賃金を支 払わなければ ならな い。

（休業 手当）
第二 十六条 使用者 の責に 帰すべ き事由による 休業 の場合 に おいては、 使用者は、 休 業期間中当該労働者に、そ の平均賃金 の百分 の六 十以上の手当を支
払わなけ ればならな い。

（出来高払制 の保障給）
第二 十七条 出来高払制そ の他の請負 制で 使用する 労働者については、 使用者は、 労働時 間に応じ一定 額 の賃金 の保障をしなけ ればならな い。

（時 間外、 休日 及び深夜 の割 増賃金）
第三 十七条 使用者が、 第三 十三条 又は前 条第一 項 の規 定により労働 時間を 延長し、 又は 休日に 労働さ せた 場合に おいては、そ の時 間又はそ の日 の労働
については、 通常 の労働時間又は 労働 日の賃 金 の計算 額 の二 割 五分以 上 五割以 下の範囲内でそ れぞれ政令で 定める 率以上 の率で 計算 した割増賃金を支
払わな ければならな い。 ただし、 当該 延長して 労働さ せた 時間が一箇 月について 六 十時間を超え た場合に おいては、そ の超え た時間の労働について は
、 通常 の労働時間の賃 金 の計算 額 の五割以上の率で 計算した 割増賃金を 支 払わなければならな い。
② ～⑤ （略）

第 百十 七条

第 六条、 第 五十六条、 第 六十三条 又は第 六十四条 の二 の規 定に違 反した 者は、こ れ を一 年以 下の懲役 又は 五十 万円以 下の罰金に 処する。

第 五条 の規定に違 反した者は、 こ れを一 年 以上十年以 下 の懲役 又は二 十 万円以上三 百万円以 下 の罰金に 処する。

（最低年齢）
第 五十六条 使用者は、 児 童が満 十五歳に達した 日以後 の最初 の三 月三 十一 日が終 了する まで、こ れを 使用してはな らな い。
② （略）

第 百十八条
② （略）

第 百十九条 次 の各号の一に該当する 者は、こ れを 六箇 月以 下 の懲役 又は三 十 万円以 下 の罰金に 処する。
一 第三条、 第四条、 第 七条、 第 十六条、 第 十七条、 第 十八条第一 項、 第 十 九条、 第二 十条、 第二 十二 条第四項、 第三 十二 条、 第三 十四条、 第三 十五
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条、 第三 十 六条第一 項ただし書、 第 三 十七条、 第 三 十九条、 第 六十一条、 第 六十二 条、 第 六十四条 の三から 第 六 十七条まで、 第 七十二 条、 第 七十五
条 から 第 七十 七条まで、 第 七十九条、 第 八十条、 第九十四条第二 項、 第九十 六条 又は第 百四条第二 項 の規定に違 反した者
二 第三 十三 条第二 項、 第 九十六条 の二 第二 項 又は 第九十六条 の三第一 項 の規定による命 令に違 反し た者
三 第四十条 の規定に基づ いて 発する 厚 生労働省令 に違 反した者
四 第 七十条 の規定に基づいて 発する 厚 生労働省令 （第 六十二 条 又は第 六十四条 の三 の規定に 係る部分に 限る。）に 違 反した者

第 百二 十条 次 の各号の一に該 当する者は、 三 十 万円以 下の罰金に 処 する。
一 第 十四条、 第 十 五条第一 項 若しくは第三 項、 第 十八条 第 七項、 第二 十二 条第一 項から 第三項まで、 第二 十三条 から 第二 十七条まで 、 第三 十二 条 の
二 第二 項 （第三 十二 条 の四第四項 及び第三 十二 条 の五第三 項に おいて 準 用する 場合を 含む。）、 第三 十二 条 の 五第二 項、 第 三 十三条第一 項ただし書
、 第三 十 八条 の二 第三 項 （第三 十八条 の三第二 項に おいて 準 用する 場合を 含む。）、 第 五十七条 から 第 五十九条 まで、 第 六 十四条、 第 六 十八条、 第
八十九条、 第九十条第一 項、 第九十一 条、 第九十 五条第一 項若しくは第二 項、 第九十六条 の二 第一 項、 第 百五条 （第 百条第三 項に おいて 準用する 場
合を含む。） 又は第 百六条 から 第 百九条まで の規定に違 反した 者
二 第 七十条 の規定に基づ いて 発する 厚 生労働省令 （第 十四条 の規定に 係る 部分に 限る。 ）に違 反し た者
三 第九十二 条 第二 項 又は 第九十六条 の三第二 項 の規 定による命 令に違 反した 者
四 第 百一条 （第 百条第三項に おいて 準用 する 場合を 含む。） の規 定による 労働 基準監督官 又は女性主管 局長若しくはそ の指定する 所属官吏 の臨検を
拒 み、 妨げ、 若しく は 忌 避し、そ の尋 問に 対して 陳述を せ ず、 若し くは 虚偽 の陳 述を し、 帳簿 書類 の提 出を せず、 又は 虚偽 の記載をし た帳 簿書 類
の提出をした者
五 第 百四条 の二 の規定による 報告を せず、 若しくは虚偽 の報告をし、 又は 出頭しな かつた者

第 百二 十一 条 こ の法 律 の違 反行為をした者が、 当該事業 の労働者に 関する事項について、 事業主 のために行為 した代 理人、 使用 人そ の他の従業者で あ
る 場合に おいては、 事業 主に 対して も各本条 の罰 金刑を科する。 ただし、 事業主 （事業 主が 法 人で あ る 場合に おいてはそ の代 表者、 事業主が営業に 関
し成年者と 同一 の行為能 力を有しな い 未成年者 又は 成年被後見 人で ある 場合 に おいてはそ の法定代 理 人 （法定代 理 人が 法 人で あるときは、そ の代表者
） を事業主と する。 次項に おいて 同じ。 ）が違 反の防 止に 必要な 措置をした 場合に おいて は、こ の限りでな い。
② （略）

○地方 自治法 （昭和二 十二 年法律 第 六十七号） （抄）

（指定都市 の権能）
第二 百五十二 条 の十九条 政令で 指 定する 人口五十 万以上の市 （以 下「指 定都市」という。）は、 次に掲げる事 務 のう ち都道 府県が 法律 又はこ れに基づ
く政令 の定 めるとこ ろに より処理することとされて いるも のの全部 又は一 部で 政令で 定 めるも のを、 政令で 定める とこ ろによ り、 処理することがで き
る。
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一 児童福 祉に 関する事 務
二 民生委 員に 関する事 務
三 身体障害 者 の福祉に 関 する事務
四 生活保護に 関する事務
五 行旅病 人及び行旅 死亡人 の取扱に 関 する事務
五の二 社会福祉 事業に 関する事務
五の三 知的障害 者 の福祉に 関 する事務
六 母 子家庭及び寡 婦 の福祉に 関する事務
六の二 老 人福祉に 関する事務
七 母子保健に 関する 事務
七の二 介 護保険に 関する事務
八 障害者 の自立支援に 関する事務
九 食 品衛生に 関する事務
十 精神保健 及び精神障害 者 の福祉に 関 する事務
十一 結核 の予防に 関する事 務
十二 土地区画整 理事業に 関する事務
十三 屋外広告物 の規制に 関する事務
（略）

②

（中核市 の権能）
第二 百五十二 条 の二 十二 政令で 指定 する 人口三 十 万以上の市 （以 下「中核市」という。）は、 第二 百五十二 条 の十九第一 項 の規定により 指定都市が 処
理することがで きる事務 のう ち、 都道 府県がそ の区域にわたり一体的に 処理することが 中 核市が 処理することに 比して 効率的な 事務そ の他 の中核市に
おいて 処理することが適当でな い事務以 外の事務で 政令で 定める も のを、 政令で 定めるとこ ろにより、 処理するこ とがで きる。
（略）

②

○ 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）による 改正後 の児童 福祉法 （昭和二 十二 年法 律第 百六十四 号） （抄）
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 （略）
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第 六条 の二 （略）
② （略）
③ こ の法律で、 医療型児 童発達支援 とは、 上肢、 下肢 又は体幹 の機能 の障 害 （以 下「肢 体不自由」と いう。） のある児童につ き、 医療型児 童発達支援
セ ンター 又は 独 立行政法 人国立病院機構 若しくは 独 立行政法 人国 立精神・神経 医療 研究セ ンター の設置 する 医療機関で あつて 厚 生労働大臣が 指定する
も の （以 下「指 定 医療機関」 という。） に 通わ せ、 児 童発達支援 及び治療を行うことをいう。
④ ～⑧ （略）

第 六条 の三 こ の法 律で、 児童自 立生活援助事業とは、 第二 十五条 の七第一 項第三 号に 規定する 児童自立生 活援助の実施 に 係る義務教育終 了児童 等 （義
務教育を 終 了した児 童 又は 児童以 外の満二 十歳に満たな い 者で あつて、 第二 十七条第一 項第三号に 規定する措 置のう ち政令で 定めるも のを解除され た
も のそ の他政令で 定めるも のをいう。 以 下同じ。）につき第 三 十三条 の六第一 項に 規 定する住居に おいて 同項に 規定する 日常生活上の援 助及び生活指
導並びに就 業 の支援を行 い、あわ せて 第二 十五条 の七第一 項 第三号に 規定 する児童自立 生活援助の実施を解除さ れた者につき 相談そ の他 の援助を行う
事業をいう。
② こ の法律で、 放課後児 童健全育成事 業とは、 小学校に就学して いる児童で あつて、そ の保護者が 労 働等により昼 間家庭にいな いも のに、 授業 の終 了
後に児童厚生施 設等 の施 設を 利用して 適 切な 遊び 及び 生活の場を 与えて、そ の健全な育成を 図る事業を いう。
③ ～⑧ （略）
⑨ こ の法律で、 家庭的保育事 業とは、 次に掲げる事業をいう。
一 子ども ・子育て 支援法 （平成二 十四年法 律第 六十五号） 第 十九条 第一 項第二 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 乳児 又は幼児 （以 下「保育を 必要とする 乳児・幼児」と いう。）で あつて 満三歳 未満 のも のに ついて、 家 庭的保育者 （市 町村長 （特
別区の区長を含む。 以 下同じ。） が行う 研修を 修 了した保育 士そ の他の厚生労働省令で 定める者で あつて、 当該保育を 必要とする 乳児・幼児 の保育
を行う者と して 市 町村 長が適当と 認めるも のをいう。 以 下同じ。） の居宅そ の他の場所 （当該保育 を 必要とする 乳児・幼児 の居宅を除く。）に おい
て、 家庭的 保育者による 保育を行う 事 業 （利用定 員が 五人以 下で あるも のに 限る。 次号に おいて 同じ。）
二 満三歳以 上の幼児に 係る 保育 の体 制の整備 の状 況そ の他の地域 の事情を 勘案して、 保育が 必要と 認められる児 童で あつて 満三歳以上のも のについ
て 、 家庭的保育者 の居宅そ の他の場所 （当該保育が 必要と 認めら れる児童 の居 宅を除く。 ）に おいて、 家庭的保育者 による 保育 を行う 事業
⑩ こ の法律で 、 小規模保育 事業とは、 次に掲げる事 業をいう。
一 保育を 必要と する 乳児・幼児で あつて 満三歳未満 のも のについて、 当該保育 を 必要とする 乳児・幼児を 保育するこ とを 目的と する施 設 （利 用定員
が 六人以上十九人以 下で あるも のに 限る。） に おいて、 保育を行う 事 業
二 満 三歳以上の幼 児に 係る 保育 の体制の整 備 の状況そ の他の地域 の事情を 勘案して、 保育が 必要と 認めら れる児童で あ つて 満三歳以 上のも のに つい
て、 前 号に 規定する施 設に おいて 、 保育を行う 事業
⑪ こ の法律で、 居宅 訪問型保育事 業とは、 次に掲げる事業をいう。
一 保育を 必要とする 乳児・幼児で あつて 満三歳 未満 のも のについて、 当該保育を 必要とする 乳児 ・幼児 の居宅に おいて 家庭 的保育者に よる 保育を行
う 事業
満三歳以 上の幼児に 係る 保育 の体 制の整備 の状 況そ の他の地域 の事情を 勘案して、 保育が 必要と 認められる児 童で あつて 満 三歳以上のも のについ
二
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て、 当該保育が 必要と 認められる児 童 の居宅に おいて 家庭的保育者による 保育を行う 事 業
⑫ こ の法律で、 事業所内保育事業と は、 次に掲げ る事業をいう。
一 保育を 必要とする 乳児 ・幼児で あ つて 満三歳未 満 のも のにつ いて、 次に 掲げる施 設に おいて、 保育を行う 事業
イ 事業主がそ の雇用する 労働者 の監護 する 乳児若し くは幼児 及びそ の他の乳児若しくは幼 児を 保育するために自ら 設置する施 設又は事業主 から 委
託を 受けて 当該 事業主が 雇用 する 労働者 の監護する 乳児若しくは幼 児 及びそ の他の乳児若し くは幼児 の保育を実施する施 設
ロ 事業主団体がそ の構成員で ある事業主 の雇用する 労 働者 の監護 する 乳児若し くは幼児 及びそ の他の乳児若しくは幼 児を 保育する ために自ら 設置
する施 設又は事業 主団体から 委 託を 受けてそ の構成員で ある事業主 の雇用する 労 働者 の監護する 乳児若しく は幼児 及びそ の他の乳児 若しくは幼児
の保育 を実施する施 設
ハ 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） の規定に基づく 共済 組合そ の他 の厚生労働省令で 定める 組合 （以 下ハ に おいて 「共
済組合等」という。） が 当該 共済組合等 の構成 員として 厚生 労働省令で 定める者 （以 下ハに おいて 「共済組合 等 の構成員」 という。） の監護する
乳児若しく は幼児 及びそ の他の乳児 若しくは幼児を 保育する ために自ら 設 置する施 設又は 共済組合 等から 委 託を 受けて 当該 共済組合等 の構成員 の
監護する 乳児 若しくは幼 児 及びそ の他 の乳児若しく は幼児 の保育を実施する 施 設
二 満三歳以 上の幼児に 係る 保育 の体制 の整備 の状 況そ の他の地域 の事情を 勘案して、 保育が 必要と 認められる児 童で あつて 満 三歳以上のも のについ
て 、 前 号に 規定 する施 設に おいて、 保育 を行う 事業
⑬ こ の法律で、 病児保育事 業とは、 保育 を 必要とする 乳児・幼児 又は 保護者 の労働若しく は疾病そ の他 の事由により家庭に おいて 保育を 受け ることが
困難となつた 小学 校に就学して いる児童で あつて、 疾病に かかつて いるも のにつ いて、 保育 所、 認定こど も 園、 病院、 診療 所そ の他 厚生労働省令で 定
める施 設に おいて、 保育を行う 事業をいう。
⑭ こ の法律で、 子育て 援助活動支援事業とは 、 厚生労働 省令で 定める とこ ろによ り、 次に掲げ る援助のいず れ か又は全て を 受けるこ とを 希望する 者と
当該援助を行うことを 希望する者 （個 人に 限る。 以 下こ の項に おいて 「援助希望者」 という。）と の連絡 及び 調整並びに援 助希望者へ の講習 の実施そ
の他の必要な支援を行う 事業をいう。
一 児童を 一時的に 預か り、 必要な 保護 （宿泊を 伴つて 行うも のを含む。 ）を行うこと。
二 児童が 円 滑に 外出することがで き るよう、そ の移動を支援 すること。

第 七条 （略）
② こ の法律で、 障害児入所支援とは、 障 害児入所施 設に入所し、 又は指定 医療 機関に入院する障害児に 対して 行われ る 保護、 日常 生活の指導 及び知識
技能 の付与並びに 障害児入所施 設に入所し、 又は指定 医療機関に入院 する障害児 のう ち知的障 害 のある児童、 肢体不自 由のある児童 又は 重度 の知 的障
害 及び 重度 の肢体不 自由が 重複 して いる児童 （以 下「重症 心身障害児」という。） に 対し行われ る治療をいう。

第 十八条 の五 次 の各 号のいずれ かに該当する 者は、 保育 士となることがで きな い。
一 ・二 （略）
三 こ の法 律 の規定そ の他児童 の福祉に 関する 法 律 の規定で あ つて 政令で 定 めるも のに より、 罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、 又は 執行を 受
けることがな くなつた 日から 起算して二 年を経過しな い者
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四

（略）

第二 十一条 の 五の三 市 町村は、 通所 給付決定保護 者が、 第二 十一条 の五の 七第 八項に 規 定する 通所給 付決定 の有 効期間内に おいて、 都道府 県知事が指
定 する障害児通 所支援事業を行う者 （以 下「指定障 害児通所支援 事業者」という。） 又は 指定 医療機関 （以 下「指定 障害児通所支援事業者等」と総称
する。） から障 害児通所支援 （以 下「指 定 通所支援」 という。）を 受けたとき は、 当該 通所 給付決定保護 者に 対し、 当該指定 通所支援 （同条第 七項に
規定 する支給量の範囲内 のも のに 限る。 以 下こ の条 及び 次条に おいて 同じ。）に 要した費用 （食事 の提供に 要する費用そ の他の日常生活に 要する費用
のう ち 厚生労働省令で 定める費 用 （以 下「通 所特定費用」という。） を除く。） について、 障 害児通所給付 費を支給する。
（略）

②

第二 十一 条 の五の十五 第二 十一条 の五の三第一 項 の指定は 、 厚生労働省令で 定める とこ ろにより、 障害児通所支援事業を 行う者 の申請により、 障害 児
通所支援 の種類及び障害 児通所支援 事業を行う 事 業所 （以 下 「障害児通所支援事業所」 という。） ご とに行う。
② 都道府県 知事は、 前項 の申請があ つた場合に おいて、 次 の各号 （医療型 児童発達支援 に 係る指定 の申請にあつては、 第 七号を除く。） のいずれ かに
該 当するとき は、 指定障害 児通所支援事 業者 の指定をしてはなら な い。
一 ～四 （略）
五 申請者が、 こ の法律そ の他国民の保健 医療若しく は福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることがなくな るまで の者で あるとき。
五の二 申請者が、 労働に 関する 法律 の規定であつて 政令で 定めるも のにより罰金 の刑に 処せられ、そ の執 行を終わ り、 又は 執行を 受けることが なく
なるまで の者で ある とき。
六～十四 （略）
（略）
③

第二 十一条 の 五の十六 第二 十一条 の 五の三第一 項 の指定は、 六年ご とにそ の更新を 受けなければ、そ の期間の経 過によつて、そ の効力を 失う。
② ・③ （略）
④ 前条 の規定は、 第一 項 の指定 の更新に 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。

第二 十一条 の五の二 十三 都道 府県知事は、 次 の各号のいずれ かに該 当する 場合に おいては、 当該指定障害 児通所支援事 業者に 係る 第二 十一条 の 五の三
第一 項 の指定を 取り 消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全 部若しくは 一 部 の効力を 停 止すること がで きる。
一 ～八 （略）
九 前各 号に掲げる 場合 のほか、 指 定障害児通 所支援事業者が、こ の法律そ の他国民 の保健 医療若しくは福祉に 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。
十～十二 （略）
（略）

②
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都道府県は、 次条第 六項に 規定する入所給付決 定保護者 （以 下こ の条に おいて 「入所 給付決定保 護者」という。）が、 次条 第四項 の規

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。
第二 十四条 の二
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定により定 められた期間内に おいて 、 都道府県知 事が指定する障害児入所施 設 （以 下「指定障害児 入所施 設」と いう。） 又は 指定 医療機 関 （以 下「指
定障害児入 所施 設等」と 総称する。） に入所又は 入院 （以 下「入所等」という。） の申 込みを行い、 当該指定障害 児入所施 設等から障害児 入所支援 （
以 下「指定入 所支援」という。）を 受けたときは、 当該入所給付 決定保護者 に 対し、 当該 指定入所支 援に 要した費 用 （食事 の提 供に 要する 費用、 居住
又は 滞在に 要する費用そ の他の日常生活に 要する費 用のう ち厚生 労働省令で 定 める費用及び治療に 要する費用 （以 下 「入所特定 費用」という 。）を除
く。）について 、 障害児入所 給付費を支 給する。
② （略）

第二 十四条 の九 第二 十四条 の二 第一 項 の指 定は、 厚生労 働省令で 定めるとこ ろに より、 障害児 入所施 設の 設置者 の申請があつたも のについて 行う。
② 第二 十一条 の五の 十五第二 項 （第 七号を除 く。） 及び 第三項 の規定は、 第二 十四条 の二 第一 項 の指定障害 児入所施 設の指定について 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。

第二 十四条 の 十七 都道府 県知事は、 次 の各号のい ずれ かに該 当する 場合に おいては、 当該指定障害 児入所施 設に 係る第二 十四条 の二 第一 項 の指定を 取
り 消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全 部若しくは 一 部 の効力を 停 止するこ とがで きる。
一 ～八 （略）
九 前各号に掲げる 場合 のほ か、 指定障害 児入所施 設 の設置者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 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。
十～十二 （略）
② ・③ （略）

第二 十四条 の二 十 都道府県は、 入 所給付決定に 係る障害児が、 給付決定 期間内に おいて、 指定障 害児入所施 設等 （病院そ の他厚生労働 省令で 定める 施
設に 限る。 以 下こ の条、 次条 及び第二 十四条 の二 十三に おいて 同じ。） から障害児入所支援 のう ち治 療に 係るも の （以 下こ の条に おいて 「障害児入所
医療」という。）を 受け たときは、 厚 生労働省令で 定めるとこ ろにより、 当該障害児に 係る入所給付 決定保護者に 対し、 当該 障害児入所医療に 要した
費 用について 、 障害児入所 医療費を支給 する。
② ～④ （略）

第二 十四条 の二 十 六 市 町村は 、 次 の各号に 掲げる者 （以 下こ の条 及び次条第一 項に おいて 「障害児相談支 援 対象 保護者」という。 ）に 対し、 当該各号
に定める 場合 の区分に応じ、 当該各号に 規定 する障害児相 談支援に 要した費用につ いて、 障害児 相談支援給 付費を支給する。
一 第二 十一条 の五 の七第四項 （第二 十一条 の 五の八第三 項に おいて 準 用する 場合を 含む。） の規定により、 障害児支援利 用計画案 の提出を求めら れ
た第二 十一条 の五の六第一 項 又は第二 十一条 の 五の八第一 項 の申請に 係る 障害児 の保 護者 市 町村 長が指定する 障害児相談 支援事業を行う者 （以 下
「指定障害 児相談支援事 業者」という。） から 当該指定に 係る 障害児支援 利用援助 （次 項に おいて 「指定障害児 支援利用援助」という。 ）を 受けた
場合で あつて 、 当該申請に 係る 給付決 定等を 受け たとき。
（略）
二
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② ～⑦

（略）

第二 十四条 の二 十八 第二 十四条 の二 十六第一 項第一 号の指定障 害児相談支 援事業者 の指 定は、 厚生労 働省令で 定 めるとこ ろに より、 総合的に障害者 の
日常生活及び社 会生活を総 合的に支援するため の法 律第 五条第 十 七項に 規定する相談支援 を行う者として 厚生労働省令で 定める 基準に該当する者 の申
請により、 障害 児相談支援事 業を行う 事 業所 （以 下「障害児相談支 援事業所」 という。）ご とに行う。
② 第二 十一条 の 五の十五第二 項 （第四号、 第 十一 号及び第 十四号を除く。） の規定は、 第二 十四条 の二 十六第一 項第一 号の指定障 害児相談支 援事業者
の指定について 準 用する。こ の場合に おいて 、 第二 十一 条 の五の十五第二 項第一 号中 「都道府 県の条例で 定 める者」と ある のは、 「法 人」と読み 替え
るほか、 必要な 技術 的読替えは 、 政令で 定める。

第二 十四条 の三 十六 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、 当該指定障害 児相談支援事 業者に 係る 第二 十四条 の二 十六第一 項 第
一 号の指定を 取り消し、 又は 期間を 定めてそ の指 定 の全部若しくは一 部 の効力を停 止することがで きる。
一 ～八 （略）
九 前各号に 掲げる 場合 のほか、 指定障 害児相談支 援事業者が、 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。
十～ 十一 （略）

第二 十 五条 の八 都道府県の設 置する福祉事 務 所の長は、 第二 十五条 の規定による 通告 又は前条 第二 項第二 号若しくは 次条第一 項第 三号の規定に よる送
致を 受けた児童 及び 相談に応じた 児童、そ の保護者 又は妊 産婦について 、 必要があ ると 認めたと きは、 次 の各 号のいずれ かの措置を採らなければな ら
な い。
一 ・二 （略）
三 保育 の利用等 （助産 の実施、 母 子保護 の実施 又は 保育 の利 用若しくは 第二 十四条第 五項 の規定に よる措置を いう。 以 下同じ。）が適当で あると 認
める者は、こ れをそ れぞ れそ の保育 の利用等に 係る 都道府県又は市 町村 の長に 報告し、 又は 通知すること。
四 ～ 五 （略）

第二 十七条 都道 府県は、 前 条第一 項第一 号の規定による 報告 又は 少年法第 十八条第二 項 の規 定による送 致 のあつた児 童につき、 次 の各号のい ずれ かの
措置を 採らなければならな い。
一 ～四 （略）
② ～⑥ （略）

第三 十一条 都道府県等は、 第二 十三条第一 項本 文の規定によ り 母子生活支援施 設に入 所した児童に ついては、そ の保護者から 申 込みが あ り、 かつ、 必
要があると 認めるときは 、 満二 十歳に 達するまで 、 引き 続きそ の者を 母子生 活支援施 設に おいて 保護 することがで きる。
② ～⑤ （略）
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第三 十二 条 都道府県知 事は、 第二 十 七条第一 項若しくは第二 項 の措置を採る権 限又は 児童自立生活援助の実施 の権 限の全部 又は一 部を児 童相談所長に
委任すること がで きる。
② （略）
③ 市 町村長は 、 保育 所に おける 保育を行うこと の権 限並びに第二 十四条第三 項 の規定による 調整 及び 要請、 同条第 四項 の規定に よる勧奨 及び 支援並び
に 同条第 五項 又は 第 六項 の規 定による措置に 関する権 限 の全部 又は 一 部を、そ の管 理する福祉 事務 所の長 又は 当該市 町村に 置かれ る教育委員会に委任
するこ とがで きる。

第三 十四条 の十五 市 町村は、 家 庭的保育事業 等を行うこ とがで きる。
② 国、 都道府県及び 市 町村以外の者は、 厚生 労働省令 の定 めるとこ ろに より、 市 町村長 の認可を 得て、 家庭的 保育事業等を行うことがで きる。
③ 市 町村 長は、 家庭的 保育事業等に 関する前項 の認可の申請があつたとき は、 次条第一 項 の条例で 定める基準に適合する かどう かを審 査するほか、 次
に掲げる基準 （当該 認可 の申請をした 者が社会福祉 法 人又は学 校法 人で ある 場合にあつて は、 第四号に掲げる基準に 限る。） によつて、そ の申請を審
査しなければ ならない。
一 ～三 （略）
四 次 のいずれ にも該当しな いこと。
イ （略）
ロ 申 請者が、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 のの規定により罰金 の刑に 処せら れ、そ の執行を終わ り、 又は 執行を 受け
ること がなくなるまで の者で ある とき。
ハ 申請 者が、 労働に 関する 法律 の規定で あつて 政令で 定めるも のによ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、 又は 執 行を 受けるこ とがなくな
るまで の者で あるとき。
ニ 申請者が、 第 五十八条第二 項 の規 定により 認 可を 取り消さ れ、そ の取 消し の日から 起算して 五年を経過しな い者 （当該 認 可を 取り消さ れた者が
法 人で ある 場合に おいて は、 当該取消し の処分に 係る行政 手続 法第 十五条 の規定による 通知があつた 日前 六十日以 内に 当該法 人の役員 （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。 ホに おいて 同じ。） 又はそ の事 業を
管 理する者そ の他 の政令で 定 める使用 人 （以 下こ の号及び第三 十五条第 五項第四 号に おいて 「役員等」と いう。）で あ つた者で 当該取消し の日 か
ら 起算 して 五年を 経過しな いも のを含み、 当該 認可を 取 り消された者が 法 人でな い場合に おいては、 当該 通知があつた 日前 六十日以 内に 当該事業
を行う 者 の管 理者で あつた者で 当該取消し の 日から 起算して 五年を経 過しな いも のを含む。）で あるとき。 ただし、 当該 認可の取消し が、 家庭的
保育事業 等 の認可の取消し のう ち 当該 認可の取 消し の処分 の理由となつ た事実 及び当該事実 の発 生を防 止する ため の当該 家庭的保育事 業等を行う
者による 業務管 理体制 の整備について の取組 の状況そ の他の当該事実に 関して 当該家 庭的保育事業 等を行う者が有して いた 責任の程度を 考慮して
、 ニ本文に 規定する 認 可の取消しに 該当しな いこ ととするこ とが相当で あ ると 認められ るも のとして 厚生労働省令で 定めるも のに該当する 場合を
除く。
ホ ～ル （略）
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④ 市 町村 長は、 第二 項 の認可をし ようとすると きは、あら かじ め、 市 町村児童福祉審 議会を 設置して いる 場合 にあつてはそ の意 見を、そ の他の場合 に
あつては 児 童 の保護者そ の他児童福祉に 係る 当事 者 の意 見を聴 かなければな らな い。
⑤ ～⑦ （略）

第三 十四条 の十 六 市 町村は 、 家庭的保育 事業等 の設備及び 運営に ついて、 条 例で 基準を定 めなければな らな い。こ の場合に おいて、そ の基準は、 児童
の身 体的、 精神的 及び社会的な 発達 のために 必要な 保育 の水準を 確 保するも ので なければなら な い。
② 市 町村が前項 の条例を定めるに 当たつて は、 次に掲げる事項につ いては 厚生労 働省令で 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
厚生労 働省令で 定める基準を参 酌するも のと する。
一 家庭 的保育事業 等に 従事する 者 及びそ の員 数
二 家庭 的保育事業等 の運営に 関する事項で あ つて、 児童 の適 切な 処遇の確保及び秘密 の保持並び に児童 の健 全な 発達に密 接に 関連する も のとして 厚
生労働省令で 定めるも の
③ 家庭的保育事業等を行う者は、 第一 項 の基準を 遵守しなけ ればならな い。

第 三 十四条 の十 七 市 町村長は、 前条第一 項 の基準を 維持するため、 家庭的保育事業等を行う者に 対して、 必要と 認める事項 の報告を求め、 又は 当該職
員に、 関係者に 対して 質問さ せ、 若しくは 家庭的保育 事業を行う 場 所に 立ち入り、 設備、 帳 簿書類そ の他 の物件を検査さ せること がで きる。
② （略）
③ 市 町村長は、 家 庭的保育事 業等が前条第一 項 の基準に 適合しな い と 認められる に 至つたとき は、そ の事 業を行う者に 対し、 当該 基準に適合するため
に 必要な 措置を採るべ き 旨を勧告 し、 又はそ の事業を行う 者がそ の勧告に 従わ ず、 かつ、 児童福 祉に有害で あ ると 認めら れるときは、 必要な 改善を 命
ずること がで きる。
④ 市 町村 長は、 家庭 的保育事業等が、 前条第一 項 の基準に 適合せず、 かつ、 児童福祉に著しく有 害で あると 認められるとき は、そ の事 業を行う 者に 対
し、そ の事 業 の制限又は 停 止を命ずることがで き る。

第 三 十四条 の 十八 国及び 都道府県以外 の者は、 厚 生労働省令で 定めるとこ ろにより、あ ら かじ め、 厚 生労働省令で 定める事項を 都道府県知 事に 届け 出
て 、 病児保育事 業を行うこ とがで きる。
② 国及び都道府 県以外の者は、前項 の規 定により届け 出た事項に 変更を 生じた ときは、 変更 の日から一 月以内に、そ の旨を 都道府 県知事に 届け 出なけ
ればな らな い。
③ 国 及び都道府県 以外の者は、 病児保育事 業を廃 止し、 又は 休 止しようとすると きは、あら かじ め、 厚生 労働省令で 定 める事項を 都道府県知事に 届け
出なければならな い。

第三 十四条 の十八の二 都道府県知 事は、 児童 の福祉 のために 必要がある と 認めるとき は、 病児保育 事業を行う 者に 対して、 必要と 認める事項 の報告を
求め、 又は 当該職員に、 関係者に 対して 質問さ せ、 若しくはそ の事業を行う 場所に 立ち 入り、 設備、 帳簿書類そ の他の物件を 検査さ せるこ とがで きる。
第 十八条 の十六第二 項 及び第三項 の規定は、 前 項 の場合につ いて 準用する。

②
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③ 都道府 県知事は、 病 児保育事業を行う者が、 こ の法律若し くはこ れに 基づく命令若しくはこ れら に基づいて する 処分に違 反したとき、 又はそ の事 業
に 関し不当に営利を 図り、 若しくはそ の事業に 係る児童 の処遇につき不当な 行為をした ときは、そ の者に 対し、そ の事業 の制 限又は停 止を 命ずること
がで きる。

第三 十四条 の十 八の三 国及び都道府県以 外の者は、 社会福祉法 の定めるとこ ろにより、 子育て 援助活動支援事業を 行うことがで きる。
② 子育て 援助活 動支援事業に 従事する者は、そ の職務 を遂行する に 当たつては 、 個 人の身 上に 関する 秘密を守らなけ ればならな い。

四

第三 十四条 の二 十 本 人又はそ の 同居 人が 次 の各号 （同居 人にあつては 、 第一 号を 除く。） のい ずれ かに該 当する者は、 養育 里親とな ることがで きな い。
一 ～二 （略）
三 こ の法律、 児童買春、 児童ポルノ に 係る行 為等 の処罰及び児童 の保護 等に 関する 法律 （平成 十一 年法律第 五十二 号）そ の他国民の福 祉に 関する 法
律で 政令で 定めるも のの規定により罰 金 の刑に 処 せられ、そ の執行を終わ り、 又は 執行を 受けるこ とがなくなる まで の者
（略）
（略）

②

第三 十五条 国は 、 政令 の定 めるとこ ろに より、 児童 福祉施 設 （助 産施 設、 母子生活支援施 設、 保育 所及び幼保連携型 認定こども 園を除く。） を 設置す
るも のとする。
② ～④ （略）
⑤ 都道 府県知事は 、 保育 所に 関 する前項 の認 可の申請が あつたときは 、 第四十五条第一 項 の条 例で 定める基 準 （保育 所に 係るも のに 限る。 第 八項に お
いて 同じ。）に適合する かどう かを審査するほ か、 次に掲げ る基準 （当該 認可の申請をした者が社 会福祉法 人 又は学校法 人で ある 場合 にあつては、 第
四号に掲げ る基準に 限る。）によつて、そ の申請を審査しな ければならな い。
一 ～三 （略）
四 次 のいず れにも該当しな いこと。
イ （略）
ロ 申請者が、 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 のの規定に より罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を 終わ り
、 又は 執行を 受け ることがな くなるまで の者で あるとき。
ハ 申 請者が、 労 働に 関する 法 律 の規定で あ つて 政令で 定めるも のに より罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を 終わ り、 又は 執行を 受け ることがなくな
るまで の者で あると き。
ニ～ル （略）
⑥ 都道 府県知事は、 第四項 の規定により保育 所の設置の認 可をしようと するときは 、あら かじ め、 都道府県児 童福祉審議 会 の意 見を聴 かなければな ら
な い。
⑦ ～⑫ （略）
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第三 十九条 保育 所は、 保育を 必要とする 乳児・幼児を 日々保 護者 の下から 通わ せて 保育を行うこと を 目的とする施 設 （利用定員が二 十 人以上である も
のに 限り、 幼保連携型 認定こども 園を 除く。）と する。
保育 所は 、 前項 の規定に かかわら ず、 特に 必要があるときは 、 保育を 必要とするそ の他の児童を 日 々保護者 の 下から 通わ せて 保育するこ とがで きる。

②

第三 十九条 の二 幼保連携型 認定こども 園は、 義務教育 及びそ の後 の教育 の基 礎を 培うも のとして の満三 歳以上の幼 児に 対する教育 （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。） 及び 保育を 必要と する 乳児・幼児に 対する 保育を
一体的に行い、こ れら の乳児 又は幼児 の健や かな 成長が 図られるよう 適当な 環境を 与えて、そ の心身 の発達を 助長することを 目的と する施 設とする。
② 幼 保連携型 認定こども 園に 関しては、こ の法律に定めるも ののほか、 認定こど も 園法 の定めるとこ ろに よる。

第四十六条 都道府県 知事は、 第四 十五条第一 項及び前条第一 項 の基準を 維持するた め、 児童福祉 施 設の設置者、 児童福祉 施 設の長及び 里親に 対して 、
必要な 報告を求め、 児童 の福祉に 関 する事務に 従 事する職員に、 関係者に 対して 質問さ せ、 若しく はそ の施 設に 立ち入り、 設備、 帳簿書 類そ の他の物
件を検査さ せることがで きる。
② ・③ （略）
④ 都道府県知 事は、 児童福 祉施 設の設備 又は 運営が 第四十五条第一 項 の基準に達せず、 かつ、 児童福 祉に著しく有 害で あると 認められると きは、 都道
府県 児童福祉審 議会 の意 見を 聴き、そ の施 設の設置者 に 対し、そ の事業 の停 止を 命ずること がで きる。

第四十 六条 の二 児 童福祉施 設 の長は、 都道 府県知事 又は 市 町村長 （第三 十二 条第 三項 の規定に より第二 十四条第 五項 又は第 六項 の規定による措 置に 関
する権 限が 当該市 町村に 置かれる 教育委員会 に委任されて いる 場合にあ つては、 当該教育委員会） からこ の法 律 の規定に 基づく措置又は 助産 の実施 若
しくは 母 子保護 の実施 のため 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。
② 保育 所若しくは 認定こども 園の 設置者 又は家 庭的保育事 業等を行う者は、 第二 十四条第三項 の規定により行われる 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。

次に掲げる費 用は、 市 町村 の支 弁とする。

第 五十条 次に掲げる費用は、 都道府県 の支 弁とする。
一 ～ 五の二 （略）
六 都道府県の設 置する 助産 施 設又は 母子生活支援施 設に おいて 市 町村が行う 助 産 の実施 又は 母子保護 の実施に 要する 費用 （助産 の実施 又は 母 子保護
の実施 につき第四 十五条第一 項 の基準を 維持 するために 要する費用を いう。 次号及び次条第三 号に おいて 同じ。）
六号の二 都道府県が行う 助産 の実施 又は 母 子保護 の実施 に 要する費 用
六号の三 障害児入 所給付費、 高 額障害児入所 給付費若し くは 特定入所障害児食費等 給付費 又は 障害児入所医療費 （以 下「障害児入所 給付費等」と い
う。） の支給に 要する 費用
七～九 （略）
第 五十一条
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一 ～三 （略）
四 第二 十四条第 五項 又は第 六項 の措 置 （都道府 県若しくは市 町村 の設置する 保育 所若しくは幼保連 携型 認定こど も 園又は 都道府県若しく は市 町村 の
行う家庭的保育事業等に 係るも のに 限る。）に 要する費用
五 第二 十四条 第 五項 又は 第 六項 の措置 （都道府県 及び市 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 園又は 都道府県及び 市 町村以
外の者 の行う家 庭的保育事業 等に 係るも のに 限る。） に 要する費用
六 障害児相談支 援給付費 又は 特例障害児 相談支援給付 費 の支給に 要する費用
七 市 町村 の設置 する児童福祉 施 設の設備及び職員 の養 成施 設に 要する費用
八 市 町村児童福祉審議会に 要する費用

第 五十三 条 国庫は、 第 五十条 （第一 号から 第 三号まで、 第 五号の二 及び 第九号を除 く。） 及び第 五十一条 （第 四号、 第 七 号及び第 八号を除く。）に 規
定する 地方 公共団体 の支 弁する費用に 対しては、 政令 の定めるとこ ろによ り、そ の二 分 の一を負担 する。

第 五十五条 都道府県は、 第 五十一条第一 号から 第 三号まで、 第 五号及び第 六号の費用に 対しては、 政令 の定めるとこ ろにより、そ の四分 の一を負担し
な ければならな い。

第 五十六条 第四 十九条 の二 に 規定する費 用を 国庫が支 弁した場合に おいては、 厚生労働大臣は、 本 人又はそ の扶養義 務者 （民法に 定める 扶養義 務者を
いう。 以 下同じ。） から、 都道 府県知事 の認定するそ の負担能力に応じ、そ の費用 の全部 又は 一 部を 徴収することがで き る。
② （略）
③ 第 五十一条第四号 又は第 五号に 規定する費 用を支 弁した 市 町村 の長は、 本 人又はそ の扶養義務 者から、そ の負担能力に 応じ、そ の費 用の全部 又は一
部を 徴収することがで きる。
④ 前項に 規定する 額 の収納 の事務に ついては、 収入 の確保及び本 人又はそ の扶養義務 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。
⑤ ～⑩ （略）
⑪ 保育 所又は 幼保連携型 認定こども 園の 設置者が、 次 の各号に掲げる 乳児 又は幼児 の保護 者から、 善 良な管 理者と 同一 の注意を もつて、 当該各号に定
める 額 のう ち当該 保護者が 当該保育 所又は 幼保連携型 認定こども 園に支 払うべ き 金額に相当する金額 の支 払を受けるこ とに努めた にも かかわら ず、な
お当該 保護者が 当該金額 の全部 又は一 部を支 払わな い場合に おいて、 当該保育 所 又は幼保連携 型 認定こども 園に おける 保育に支障が 生じ、 又は 生 ずる
おそ れ があ り、 かつ、 市 町村が 第二 十四条第一 項 の規定に より当該保育 所に おける 保育を行うた め 必要で あ ると 認めると き 又は 同条第二 項 の規定によ
り当該幼 保連携型 認定こども 園に おける 保育を 確保するた め 必要で ある と 認めるとき は、 市 町村は、 当該 設置者 の請求に基づき、 地方 税 の滞納処分 の
例によりこ れを 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。
一 子ども ・子育て 支援 法第二 十七条第一 項に 規 定する 特定 教育 ・保育を 受けた 乳児 又は幼児 同条第三項第一 号に掲げる 額 から 同条第 五項 の規定に
より支 払がな された額を 控除して 得た 額 （当該支 払がなされな かつたときは 、 同号に掲げる 額） 又は 同法第二 十八条第二 項第一 号の規定に よる 特例
施 設型給付費 の額 及び 同号に 規定する 政令で 定める 額を 限度として 市 町村が 定める 額 （当該市 町村が定 める 額が 現に 当該特定教育 ・保育に 要した費
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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） の合 計額
二 子ども ・子育て 支援 法第二 十八条 第一 項第二 号に 規定する 特別利用保育 を 受けた幼 児 同条第二 項第二 号の規 定による 特 例施 設型給付 費 の額 及び
同号に 規定する市 町村が定 める 額 （当該市 町村が定 める 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） の合計額から 同条第四項に おいて 準用する 同法第二 十七条第 五項 の規定により支 払がなさ れた額を 控除 して 得た額 （当該支 払が なされ
な かつたときは 、 当該合計額）
⑫ 家庭的保育事 業等を行う 者が、 次 の各 号に掲げる 乳児 又は幼児 の保護者から 、 善良な管 理者と 同一 の注意をもつて 、 当該各号に 定める 額 のう ち当該
保護者が 当該家庭 的保育事業等を行う者に支 払うべ き金 額に相当する 金額 の支 払を 受けること に努めたにも かかわら ず、な お当該保 護者が 当該金 額 の
全部 又は一 部を支 払わな い場合 に おいて、 当該家庭的保育 事業等による 保育に支障が 生じ、 又は 生ずる おそ れがあ り、 かつ、 市 町村が 第二 十四条 第二
項 の規定により当該 家庭的保育事 業等による 保育を 確保するため 必要で あると 認める ときは、 市 町村は、 当該 家庭的保育事 業等を行う 者 の請求に基づ
き、 地方 税 の滞納処分 の例によりこ れを 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。
一 子ども ・子育て 支援 法第二 十九条第一 項に 規 定する 特定 地域型保育 （同法第三 十条 第一 項第二 号に 規定する 特別利用地域 型保育 （次 号に おいて 「
特別利用地域 型保育」と いう。） 及び 同項第三号に 規定する 特定利用地域型 保育 （第三号に おいて 「特定利用地域 型保育」という。）を除 く。）を
受けた 乳児 又は幼児 同法 第二 十九条第 三項第一 号に掲げる 額から 同条第 五項 の規定によ り支 払がなさ れた額を 控除 して 得た額 （当該支 払が なされ
な かつたときは 、 同号に掲げ る 額） 又は 同法第三 十条 第二 項第一 号 の規定による 特例地域型 保育 給付費 の額 及び 同号に 規定する政令で 定める 額を 限
度と して 市 町村が 定める 額 （当該市 町村が 定める 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） の合計 額
二 特 別利用地域型 保育を 受け た幼児 子ど も ・子育て 支援法第三 十条第二 項第二 号の規定に よる 特例地域 型保育 給付費 の額 及び 同号に 規定する 市 町
村が定める 額 （当該 市 町村が定める 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） の合計額から 同条第四項に おいて 準用する 同法第二 十 九条第 五項 の規定により支 払がなされ た額を 控除 して 得た額 （当該支 払がな されな かつ
たときは、 当該合計額）
三 特定利 用地域型保育 を 受けた幼 児 子ども ・ 子育て 支援法 第三 十条第二 項第三号の規定による 特 例地域型保育 給付費 の額 及び 同号に 規 定する市 町
村が定める 額 （当該市 町村が定める 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） の合計 額から 同条第 四項に おいて 準用する 同法第二 十九条 第 五項 の規定により支 払がなされた額を 控除して 得 た額 （当該 支 払がなされな かつ
たと きは、 当該 合計額）

第 五十 六条 の八 市 町村長は、 当該市 町村に おける 保育 の実施に 対する 需要の状況等に 照らし 適当で あると 認めるときは 、 公私連携 型保育 所 （次 項に 規
定する 協定に基づき、 当該市 町村から 必要な 設備 の貸付け、 譲渡そ の他の協 力を得て、 当該市 町村と の連携 の下に 保育 及び 子育て 支援 事業 （以 下こ の
条に おいて 「保育等」という。） を行う 保育 所をいう。 以 下こ の条に おいて 同じ。） の運営を 継 続的かつ安定 的に行うこと がで きる能 力を有するも の
で あると 認められるも の （法 人に 限る。）を、そ の申請によ り、 公私連携 型保育 所の 設置及び 運営 を 目的とする 法 人 （以 下こ の条に おいて 「公私連 携
保育 法 人」 という。）と して 指定することがで き る。
② 市 町村長は、 前項 の規定による指 定 （第 十一 項に おいて 単 に 「指定」と いう。）を しようとする ときは、あら かじ め、 当該指定をしようとする 法 人
と、 次に掲げ る事項を定め た協定 （以 下こ の条に おいて 単に 「協 定」という。）を締結しなければな らな い。
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一 協定 の 目的となる 公私連携型保育 所の名称及び 所在 地
二 公私連 携型保育 所に おける 保育等に 関する基 本的事項
三 市 町村に よる 必要な 設備 の貸付け、 譲渡そ の他 の協 力に 関する基本的事 項
四 協定 の有 効 期間
五 協定に違 反した場合 の措 置
六 そ の他 公私連 携型保育 所 の設置及び 運営に 関し 必要な 事項
③ 公私連携保育 法 人は、 第三 十五条第四項 の規定に か かわら ず、 市 町村長を経由し、 都道府 県知事に 届け 出ることによ り、 公私連 携型保育 所を 設置す
ること がで きる。
④ 市 町村長は、 公私連携保育 法 人が前項 の規 定による 届 出をした際に、 当該 公私連 携保育 法 人が協定に基づ き 公私連携型 保育 所に おける 保育等を 行う
ために 設備 の整備を 必要とする 場合 には、 当該 協定に定める とこ ろにより、 当該 公私連携保育 法 人に 対し、 当該 設備を無償 又は時価よりも低い 対価で
貸し付け、 又は 譲渡する も のとする。
⑤ 前項 の規 定は、 地方自 治法第九十 六条 及び第二 百三 十七条 から 第二 百三 十八条 の五まで の規定 の適用を 妨げな い。
⑥ 公私連携 保育 法 人は、 第三 十五条第 十二 項 の規 定による廃 止 又は 休 止の承 認の申請を 行 おうとする ときは、 市 町村長を経由して 行わなけ ればならな
い。こ の場合に おいて、 当該市 町村長は 、 当該申請に 係る事項に 関し意 見を付 すことがで き る。
⑦ 市 町村長は、 公私連携型 保育 所の運営 を適 切にさ せるため、 必要があると 認めるときは 、 公私連携保育 法 人若しく は 公私連携 型保育 所の長に 対して
、 必要な 報告を求 め、 又は 当該 職員に、 関 係者に 対して 質問さ せ、 若しくはそ の施 設に 立ち入 り、 設備、 帳簿書類そ の他の物件を検 査さ せるこ とがで
きる。
⑧ 第 十 八条 の十六第二 項及び第 三項 の規定は 、 前項 の場合について 準 用する。
⑨ 第 七項 の規定によ り、 公私連 携保育 法 人若しくは 公私連 携型保育 所 の長に 対し 報告を求め、 又は 当該職員に、 関係者に 対し質問さ せ、 若しくは 公私
連携型保育 所に 立入検 査をさ せた市 町村長は、 当該 公私連携 型保育 所につ き、 第四十 六条第三項 又は第四項 の規 定による 処 分が行われる 必要があると
認めるとき は、 理由を付して、そ の旨を 都道府県 知事に 通知しなければな らな い。
⑩ 市 町村長は、 公私連携 型保育 所が 正当な 理由な く協定に 従 つて 保育等を 行つて いな い と 認めると きは、 公私連 携保育 法 人に 対し、協定に 従つて 保育
等を行うこと を勧告するこ とがで きる。
⑪ 市 町村長は 、 前項 の規定により勧告を 受けた 公私連携保育 法 人が 当該勧告に 従わな いと きは、 指定を 取り消すこ とがで きる。
⑫ 公私連携保育 法 人は、 前 項 の規定による指定 の取消し の処分を 受けたときは 、 当該 処分に 係る 公私連 携型保育 所に ついて、 第三 十五条第 十二 項 の規
定による廃 止の承 認を 都道府県 知事に申請しなければな らな い。
⑬ 公私連携保育 法 人は、 前項 の規定による 廃 止の承認の申請をしたと きは、 当該 申請 の日前一 月以内に 保育等を受けて いた者で あつて、 当該廃 止の日
以後に おいて も 引き 続き 当該保育 等に相当する 保育等 の提 供を 希望する 者に 対し、 必要な 保育等が 継続的に 提 供されるよう 、 他の保育 所及び 認定こ ど
も 園そ 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。

第 五十八条 第三 十五条 第四項 の規定により設置し た児童福祉 施 設が、こ の法律若しく はこ の法律に 基づいて 発する命令 又は こ れらに基づ いてな す処分
に違 反したと きは、 都道府 県知事は、 同項 の認可を 取り消すこと がで きる。
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② 第三 十四条 の十五第二 項 の規定により開始し た家庭的保育 事業等が、 こ の法律若し くはこ の法律に基づいて 発する命令 又はこ れらに 基づいてな す 処
分に違 反し たときは、 市 町村長は、 同項 の認可を 取り消すこと がで きる。

第 五十九条 都道府県知事は、 児童 の福 祉 のため 必要があると 認めるときは、 第 六条 の三第 九項から 第 十二 項まで 若しくは第三 十六条 から 第 四十四条ま
で （第三 十九条 の二 を除く。 ）に 規定する業務を 目的 とする施 設で あつて 第三 十五条第三項 の届出若しく は 認定こど も 園法第 十六条 の届出をして いな
いも の又は第三 十四条 の十五第二 項若しく は第三 十五条 第四項 の認 可若しくは 認定こども 園法 第 十七条第一 項 の認可を 受けて いな いも の （前条 の規定
により 児童福祉施 設若しくは家 庭的保育事業 等 の認可を 取り消された も の又は 認定こども 園法 第二 十二 条第一 項 の規定により幼保連 携型 認定こど も 園
の認可を 取り消され たも のを含 む。）については、そ の施 設の設置者 若しくは管 理者に 対し、 必要と 認める 事項 の報告を 求め、 又は 当該職員をして、
そ の事務 所若しくは 施 設に 立ち入 り、そ の施 設 の設備若し くは 運営につ いて 必要な 調査若しくは 質問をさ せることがで きる。こ の場合 に おいては、そ
の身 分を 証明する 証票を 携帯さ せな ければなら な い。
② ～⑦ （略）

第 五十九条 の四 こ の法律 中都道府県が 処理するこ ととされて いる事務で 政令で 定めるも のは、 地方自 治法第二 百五十二 条 の十 九第一 項 の指 定都市 （以
下 「指定都市」 という。） 及び 同法第二 百五十二 条 の二 十二 第一 項 の中核市 （以 下「中核市 」という。 ） 並びに児童 相談所を 設置 する市として 政令で
定める市 （以 下 「児童相談所 設置市」という。）に おいては、 政令で 定めるとこ ろにより、 指定都市若し くは 中核市 又は 児童相談 所設置市 （以 下「指
定都市等」という。）が 処理するも のとする。こ の場合 に おいては、 こ の法律中 都道府県に 関 する 規定は 、 指定都市等に 関する 規定 として 指定 都市等
に適用があるも のと する。
② ～④ （略）

則

第 六十一条 の四 第四 十六条第四項 又は第 五十九条第 五項 の規定による事 業 の停 止又は 施 設の閉鎖 の命令に違 反した者は、 六 月以 下の懲 役若しくは禁 錮
又は 五十 万円以 下の罰金に 処する。
附

第 七 十三条 第二 十四条第三 項 の規定 の適 用については 、 当分 の間、 同項中 「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」とあ る のは、 「市 町村は、 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。）」と するほか、 必要な 技術的 読
替えは、 政令で 定める。
② 第四十 六条 の二 第一 項 の規定 の適用について は、 当分 の間、 同項中 「第二 十四条第 五項」とある のは 「保育 所に おける 保育を行うこ と の権 限及び 第
二 十四条第 五項」と、 「母子保護 の実 施 のため の委 託」とある のは 「母子保 護 の実施 のため の委 託若しくは 保育 所に おける 保育を行うこと の委 託」と
するほか、 必要な 技術的読 替えは、 政令で 定める。
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○消防法 （昭 和二 十三年法 律第 百八十 六号） （抄）

第九条 かまど、 風呂場そ の他火を使用する 設備 又はそ の使用に際し、 火災 の発生 のおそ れ のある 設備 の位置、 構造 及び管 理、こ んろ、こ たつそ の他火
を使 用する 器具 又はそ の使用に際し、 火災 の発生 のおそ れ のある 器 具の取扱いそ の他火 の使用に 関し火災 の予防 のために 必要な 事 項は、 政令で 定める
基準に 従い市 町村 条例でこ れを 定める。

第 十七条 学校、 病院、 工場、 事 業場、 興行場、 百貨店、 旅館、 飲食店、 地下街、複 合用途防火 対象物そ の他 の防火対象物で 政令で 定 めるも のの関 係者
は、 政令で 定める 消防 の用に 供する 設備、 消防 用水及び消火 活動上 必要な 施 設 （以 下 「消防用設備 等」という。）について 消火、 避難そ の他 の消防 の
活動 のために 必要とされ る 性能を有 するように、 政令で 定める 技術 上の基 準に 従つて、 設置し、 及び 維持しなけ ればならな い。
② ・③ （略）

第 十七条 の三 の二 第 十七条 第一 項 の防 火対象物 のう ち特定防火対象物そ の他 の政令で 定めるも のの関 係者は、 同項 の政令若しく はこ れに 基づく命令若
しく は 同条第二 項 の規定に基づく条例で 定 める 技術 上 の基準 （第 十 七条 の二 の五第一 項前 段 又は前条第一 項前 段に 規定 する 場合に は、そ れぞれ 第 十七
条 の二 の五第一 項 後段又は前条 第一 項後段 の規定により 適用されるこ ととなる 技術 上の基準と する。 以 下 「設備等技術 基準」という。） 又は 設備等 設
置維持 計画に 従つて 設置しなけ ればならな い 消防用設備 等 又は 特殊消防用設備等 （政令で 定めるも のを除く。）を 設置し たときは、 総務 省令で 定 める
とこ ろにより、そ の旨を 消防長 又は 消防署長に 届け 出て、 検査を 受けな ければなら な い。

○教育職員 免 許法 （昭和二 十四年法律 第 百四十七 号） （抄）

（こ の法律 の 目的）
第一 条 こ の法 律は、 教育職 員 の免 許に 関 する基準を 定め、 教育職 員 の資質 の保持と 向上を 図ることを 目的とする。
（免 許）
第三条 教育職員は 、こ の法律に より授与する各相当 の免 許状を有する 者でなければならな い。
２ ～４ （略）

（授与）
第 五条 普 通免 許状は、 別表第一、 別表第二 若しく は 別表第二 の二 に定める 基礎資格を 有し、 かつ、 大学若しくは 文部科学大 臣の指定する 養護教諭養成
機関に おいて 別表第一、 別表第二 若し くは 別表第二 の二 に定める 単位を修得した者 又はそ の免 許状を 授与するため 行う 教育職員 検定に合格 した者に授
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与する。 ただし、 次 の各 号のいずれ かに該当する 者には、 授 与しな い。
一 ～七 （略）
２ ～７ （略）
（教育職員検定）
第 六条 教育職員 検定は、 受 検者 の人物、 学 力、 実務 及び身体につ いて、 授与権 者が行う。
２ ～４ （略）

（証明書 の発行）
第 七条 大学 （文部科学大臣の指定 する教員養 成機関、 並び に 文部科学大 臣の認定する 講習 及び 通信教育 の開設者を含む。 ）は、 免 許状 の授与、 新教育
領域 の追加 の定め （第 五条 の二 第三 項 の規定による新教育 領 域 の追加 の定 めをいう。） 又は教育職 員検定を 受け ようとする者 から 請求が あつたときは
、そ の者 の学 力に 関する 証明書を 発行しなければな らな い。
２ ～５ （略）

第二 十一条 次 の各号のいず れ かに該当する 場合には 、そ の行為を した者は、一 年以 下の懲 役 又は 五十 万円以 下の罰金に 処する。
一 ・二 （略）
（略）

２

第二 十二 条 第三条 の規定に違 反して、 相当 の免 許状を有しな い者を教育職員に 任命 し、 又は 雇用した場合に は、そ の違 反行為をした者は、 三 十 万円以
下の罰金に 処する。
（略）

２

○生 活保護法 （昭和二 十五年 法律第 百四十四号） （抄）

（こ の法律 の目的）
第一条 こ の法律は 、 日本国憲法 第二 十五条 に 規定する 理念に基き、 国が 生活に 困窮する すべ て の国民に 対し、そ の困窮 の程度に応じ 、 必要な 保 護を行
い、そ の最低限度 の生活を 保障するとともに、そ の自立を 助長すること を 目的とする。
（種類）
第三 十八条 保護施 設の種類は、 左 の 通りとする。
一 救護施 設
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二 更生施 設
三 医療保 護施 設
四 授産施 設
五 宿 所提供施 設
２ ～６ （略）

（社会 福祉法 人及び 日本赤 十字 社 の保護施 設 の設置）
第四十一条 都道府 県、 市 町村 及び 地方独立 行政法 人のほ か、 保護施 設は、 社会福 祉法 人及び 日本赤 十字社でなければ 設 置することがで きな い。
２ ～５ （略）

（報告 の徴 収及び立入検 査）
第四十四条 都道府県知事は、 保護施 設の管 理者に 対して、そ の業務 又は会 計 の状況そ の他 必要と 認める事項 の報告を命じ、 又は 当該職員に、そ の施 設
に 立ち入り、そ の管 理者からそ の設備及び会計書類、 診療録そ の他の帳簿書 類 （そ の作成 又は 保存に 代えて 電磁的 記録 （電 子的 方式、 磁気 的方式そ の
他 人の知覚によ つては 認識 することがで きな い方式で 作られる 記録で あつて、 電 子計算 機に よる情報処 理の用に 供さ れるも のをいう。） の作 成 又は 保
存が されて いる 場合に おける 当該電磁的 記録を含む。 第 五十四条第一 項に おいて 同じ。） の閲覧 及び説明を求めさ せ、 若しくはこ れを検査さ せること
がで きる。
２ （略）

（指定 の申 請 及び基準）
第四十九条 の二 厚生 労働大臣による前条 の指定は、 厚生労 働省令で 定めるとこ ろによ り、 病院若しくは診療 所 又は 薬 局の開 設者 の申請により行う。
２ 厚生労 働大臣は、 前 項 の申請があ つた場合に おいて、 次 の各号のいずれ かに該当するときは、 前 条 の指定を してはならな い。
一 ・二 （略）
三 申請者が、こ の法律そ の他国民の保 健 医療若し くは福祉に 関 する 法律で 政令で 定める も のの規定に より罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を 終わ り、
又は 執行を 受け ることがなくなるまで の者で あるとき。
四～ 九 （略）
３ ・４ （略）

（指定 の辞退及び取 消し）
第 五十一 条 指定 医療 機関は、 三 十 日以上の予告期間を 設けて、そ の指定を 辞退することがで きる。
２ 指定 医療機関が、 次 の各号のい ずれ かに該当 するときは、 厚生労働大 臣の指定した 医療機関につ いては 厚生 労働大臣が、 都道府県知 事 の指定した 医
療機関につ いては 都道府 県知事が、そ の指定を 取 り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは 一 部 の効力を 停 止するこ とがで きる。
一 ～七 （略）
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八 前各号に掲げる 場合 のほか、 指 定 医療機関が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若し くは福祉に 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・十 （略）

（報告 の徴収及び立入検査）
第 五十四条 厚生 労働大臣又は 都道府県知 事は、 診療内 容 及び診療 報酬請求 の適 否を 調査する ため 必要が あるときは、 指定 医療機関 の管 理者に 対して、
必要と 認める事項 の報告を命じ 、 又は 当該職 員に、 当該 医療機関につ いて 実地に、そ の設備若しくは診療録そ の他の帳 簿書類を検査さ せることがで き
る。
２ （略）

（介護機関 の指定等）
第 五十四条 の二 厚生労働 大臣は、 国 の開設した 地域密着型介 護老 人福祉施 設、介護老 人福祉施 設又は介護老 人保 健施 設について、 都道府 県知事は、そ
の他の地域密 着型介護老 人福祉施 設、介 護老 人福祉 施 設若しくは 介護老 人保 健施 設、そ の事業として 居宅介護を行う者若しくはそ の事業と して 居宅介
護 支援計画を作 成する者、 特定福祉用具 販売事業者、そ の事業と して 介護 予防 を行う者若し くはそ の事 業として 介護 予防支援計画を作成する 者 又は 特
定介 護 予防福祉 用具販売事業 者について、 こ の法律に よる介護扶助 のため の居宅介護若しく は 居宅介護支 援計画の作成、 福祉用具 の給付、 施 設介護、
介護 予防若しくは 介護 予防支援 計画の作成 又は介護 予防 福祉用具の給 付を担当さ せる 機関を指 定する。
２ 介 護機関について、 別表第二 の上欄に掲げる介護機関 の種類に応じ、そ れぞれ 同表の中欄に 掲げる指定 又は 許可があ つたときは 、そ の介護機 関は、
そ の指 定 又は 許可の時に前項 の指 定を 受けた も のとみな す。 ただし、 当該介護機関 （地域密着型介護老 人福祉 施 設及び介 護老 人福祉施 設を除く。） が
、 厚生労 働省令で 定めるとこ ろに より、あら かじ め、 別段の申 出をした ときは、こ の限りではな い。
３ （略）
４ 第四十 九条 の二 （第二 項第一 号を 除く。） の規定は、 第一 項 の指定につ いて、 第 五十条 から前条 まで の規定は、 同項 の規 定により指定を 受けた介 護
機関 （第二 項 本文の規定により第一 項 の指定を 受け たも のとみ なされたも のをを含む。） について 準 用する。こ の場合に おいて、 第 五十条 及び第 五十
条 の二 中 「指 定 医療機関」 とある のは 「指定介護機 関」と、 第 五十一条第一 項中 「指定 医療機関」とあ る のは 「指 定介護機関 （地域密着型介 護老 人福
祉 施 設及び介護 老 人福祉施 設に 係るも のを除く。）」 と、 同条第二 項、 第 五十二 条第一 項及び第 五十三 条第一 項から 第三項まで の規定中 「指 定 医療機
関」 とある のは 「指定介護機 関」と、 同項 中 「社会保険 診療報酬支 払基金法 （昭 和二 十三年法 律第 百二 十 九号）に定める審査委員 会 又は 医療に 関する
審査機 関で 政令で 定めるも の」 とある のは 「介護保険法に定める介護 給付費審査 委員会」と、 同条第四項中 「指定 医療 機関」とある のは 「指定介 護機
関」と、 「社会保険 診療報酬支 払基金 又は 厚 生労働省令で 定める者」 とある のは 「国民健康保険 団体連合会」と、 前条第一 項中 「指定 医療機関」 とあ
る のは 「指定介護機 関」と読み替えるも のとするほか、 必要な 技術的読 替えは、 政令で 定める。

第 八十六条 第四十四条 第一 項、 第 五十四条第一 項 （第 五十四条 の二 第四 項に おいて 準 用する 場合を 含む。 以 下こ の項に おいて 同じ。） 若しくは第 七 十
四条第二 項 第一 号の規定による 報告を 怠り、 若し くは虚偽 の報告をし、 又は 第二 十八条 第一 項 （要保 護者が違 反し た場合を除 く。）、 第四 十四条第一
項若しくは第 五十四条第一 項 の規定に よる 当該職員 の調査若しく は 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。
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２

（略）

○ 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） による改正後 の社会福祉 法 （昭和二 十 六年法律第四 十五号） （抄）

（目的）
第一条 こ の法律は 、 社会福祉を 目的とする 事業 の全分 野に おける 共通的基本事項を定め、 社会 福祉を 目的 とする 他の法 律と相まつて 、 福祉サービ ス の
利用者 の利益 の保護 及び 地域に おける社会福祉 （以 下「地域福祉」という。） の推進を 図るとと もに、 社会福 祉事業 の公明 かつ適正な 実施 の確保及び
社会福祉を 目的とする 事業 の健全な 発達を 図り、もつて 社会 福祉 の増進に 資すること を 目的とする。

こ の法律に おいて 「社会 福祉法 人」と は、 社会福 祉事業を行う ことを 目的として、こ の法律 の定める とこ ろによ り設立された 法 人をいう。

（定義）
第二 条 こ の法律に おいて 「社会福祉事 業」とは、 第一 種社会福 祉事業 及び第二 種社会福 祉事業をいう。
２ （略）
３ 次に掲げる事 業を第二 種 社会福祉事業とする。
一 （略）
二 児 童福祉法に 規 定する障害 児通所支援事 業、 障害児 相談支援事業、 児童自立生 活援助事業、 放課後児童 健全育成事業、 子育て 短 期支援事業、 乳児
家庭全 戸訪問事業、 養育支援訪問事業、 地域 子育て 支援拠 点事業、一時 預かり事業、 小規模住居 型児童養育事 業、 小規模 保育事業、 病 児保育事業 又
は 子育て 援助活動支援 事業、 同法に 規定する 助 産施 設、 保育 所、 児童厚 生施 設又は 児 童家庭支援セ ンターを経 営する事業 及び児童 の福祉 の増進につ
いて 相談に 応ずる事業
二 の二 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）に 規定する 幼保連携型 認定こども 園
を経営する事 業
三 ～一三 （略）
４ こ の法律に おける 「社会 福祉事業」に は、 次に掲げる事業は、 含まれな い も のとする。
一 ～三 （略）
四 第二 項各号及び前項第一 号 から 第九号まで に掲げる 事業で あつて 、 常時保護を 受ける者が、 入所さ せて 保護を行う も のにあつて は 五人、そ の他の
も のに あつては二 十 人 （政令で 定 めるも のに あつては、 十 人）に満たな いも の
五 （略）
（定義）
第二 十二 条
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（公益事業 又は 収益事業 の停 止）
第 五十七条 所轄庁は、 第二 十六条第一 項 の規定に より 公益事 業 又は 収益事 業を行う 社 会福祉法 人に つき、 次 の各 号のいずれ かに該当する 事由があると
認めるときは 、 当該社会福 祉法 人に 対して、そ の事 業 の停 止を命 ずることがで きる。
一 ～三 （略）

（施 設の設置）
第 六十二 条 市 町村 又は社会福 祉法 人は、 施 設を 設置して、 第一 種社 会福祉事業を 経営しよう とするときは 、そ の事業 の開始前に、そ の施 設 （以 下「社
会福祉 施 設」という。）を 設置しようとする 地の都道府県 知事に、 次に掲げる事項を 届け 出なけ ればならな い。
一 ～七 （略）
２ ～６ （略）

（施 設を 必要としな い第一 種社会福祉 事業 の開始）
第 六十七条 市 町村 又は社 会福祉法 人は 、 施 設を 必要としな い第一 種社会福祉 事業を 開始 したときは、 事業開始 の日 から一 月以 内に、 事業経 営 地の都道
府 県知事に 次に 掲げる事項を 届け 出なけ ればならな い。
一 ～三 （略）
２ ～５ （略）

（第二 種社会福祉事 業）
第 六十九条 国及び都道府県以外 の者は、 第二 種社会福祉事 業を 開始し たときは、 事 業開始 の日から一 月以内に、 事業経営 地の都道府県 知事に第 六 十七
条第一 項各 号に掲げる 事項を 届け 出なければなら な い。
（略）

２

次 の各号のいずれ かに 該当する者は 、 六月以 下の懲役 又は 五十 万円以 下の罰金に 処する。

（許可の取消し等）
第 七 十二 条 都道府県知事は 、 第 六十二 条 第一 項、 第 六十七条第一 項若しくは 第 六十九条第一 項 の届出をし、 又は第 六十二 条第二 項若しくは 第 六十七条
第二 項 の許可を 受けて 社会福 祉事業を経営 する者が、 第 六十二 条第 六項 （第 六十三条第三項及び第 六十七条第 五項に おいて 準用する 場合を含む。） の
規定に よる条件に 違 反し、 第 六 十三条第一 項 若しくは第二 項、 第 六十 八条若しく は第 六十九条 第二 項 の規定に違 反し、 第 七十条 の規 定による 報告 の求
めに応 ぜず、 若しく は虚偽 の報告をし、 同条 の規定による 当該職員 の検査若しくは 調査を拒み、 妨げ、 若し くは 忌避し、 前条 の規定に よる命令に 違 反
し、 又はそ の事業に 関し不当に営 利を 図り、 若しくは福祉サービ ス の提 供を 受ける者 の処遇につ き不当な 行為をしたときは 、そ の者に 対し、 社会福 祉
事業を経 営することを 制限し、そ の停 止を命じ 、 又は第 六十二 条第二 項若しくは第 六 十七条第二 項 の許可を 取 り消すことがで きる。
２ ・３ （略）
第 百三 十一条
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一 第 五十 七条に 規定する停 止命令 に違 反して 引き 続きそ の事業を行つた 者
二 第 六十二 条第二 項 又は第 六十七条 第二 項 の規 定に違 反して 社会福祉事業を経営した 者
三 第 七十二 条第一 項から 第三項まで （こ れら の規 定を第 七十三 条 の規定に より読み替え て 適用する 場合を含む。 ）に 規定する 制限若しく は停 止の命
令 に違 反した者 又は第 七十二 条第一 項若しくは第二 項 の規定によ り許可を 取り 消されたにも かかわら ず、 引き 続きそ の社会福祉 事業を経営し た者

第 百三 十二 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 人の事業に 関し、 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 人又はそ の人に 対して も 同条 の罰金刑を科 する。

○最低賃 金法 （昭和三 十四年法律第 百三 十七号） （抄）

第四条 第一 項 の規定に違 反した 者 （地域 別最 低賃金 及び船 員に適用さ れる 特定最低 賃金に 係るも のに 限る。 ）は、 五十 万円以 下の罰金に 処す

（最低賃金 の効力）
第 四条 使用者は、 最低賃 金 の適用を 受ける 労働者 に 対し、そ の最低賃金額以 上の賃金を 支 払わなければならな い。
２ ～４ （略）
第四 十条
る。

第四十二 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、 前三 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 各本条 の罰 金刑を科する。

○ 社会福祉施 設職員等退職 手当共済法 （昭和三 十六年法律第 百五十五号） （抄）

（定 義）
第二 条 こ の法律に おいて 「社 会福祉施 設」 とは、 次に 掲げる施 設を いう。
一 ～二 （略）
二 の二 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） 第 十七条 第一 項 の規 定による 認可を
受けた幼 保連携型 認定こども 園
三～六 （略）
２ こ の法律に おいて 「特定社会福祉 事業」とは、 次に掲げる 事業をいう。
一 ～二 （略）
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三 そ の他 政令で 定める 社会福祉事 業
３ ・４ （略）
５ こ の法律に おいて 「経 営者」とは 、 社会福祉施 設、 特定社会 福祉事業 又は 特定介護保険施 設等を経 営する社会 福祉法 人をいう。
６ ～８ （略）
９ こ の法律に おいて 「退職 手当共済契約」とは、 経 営者が、こ の法律 の定めるとこ ろによ り機構に掛金を納付することを 約し、 機構が、そ の経営者 の
使用 する社会福祉 施 設等職員、 特定介護保険施 設等職員 及び申 出施 設等職員につ いて、こ の法 律 の定める とこ ろにより 退職 手当金を支給するこ とを 約
する契 約をいう。
（略）
こ の法律に おいて 「被 共済職員」 とは、 共済契 約者に使用される社会福 祉施 設等職員、 特定介護 保険施 設等職 員 及び申 出施 設等職員を いう。
・
（略）

附

則

○児童 扶養 手当法 （昭和三 十六年 法律第二 百三 十八号） （抄）

（施行期日）
１ こ の法律は、 昭和三 十 六年十月一 日から施行する。 ただし、 第四章 の規 定は、 昭和三 十七年四月一 日から施行 する。
（施 設又は事 業 の転換を行う 場合 の特例）
（略）
２

（契約 の解除）
第 六条 機構 又は 共済契約者は、 次項から 第 五項まで に 規定する 場合を除いて は、 退職 手当共済契約を 解除すること がで きな い。
２ 機構は、 次 の各号に掲げ る 場合には 、 当該 退職 手当共済契約を 解除しなけ ればならな い。
一 共済契約者が、 経営者で なくなつたと き。
二 ～三 （略）
３ ～７ （略）

13

（罰則）
第三 十五条 偽りそ の他 不正 の手段により 手当を 受けた者は、 三年以 下の懲役 又は三 十 万円以 下の罰 金に 処する。 ただし、 刑 法 （明治四 十年法律第四 十
五号）に正 条があるとき は、 刑法による。
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12 11 10

○特別児童扶養 手当等 の支給に 関する 法律 （昭和三 十九年法律 第 百三 十四号） （抄）

（罰則）
第四 十一条 偽 りそ の他不正 の手段により 手当を 受け た者は、 三年 以 下の懲役 又は三 十 万円以 下の罰金に 処する。 ただし、 刑法 （明治四十年法 律第四十
五号）に正条があ るときは、 刑法による。

○ 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）による改 正後 の児童 手当法 （昭和 四十六年法律 第 七十三号） （抄）

（受給資格者 の申 出による学校給食費 等 の徴収等）
第二 十一条 市 町村長は、 受給資格者が、 児童 手当 の支 払を 受け る前に、 内 閣府令で 定めるとこ ろによ り、 当該児童 手当 の額 の全部 又は一 部を、学校給
食 法 （昭和二 十 九年法律第 百六十号） 第 十一条第二 項に 規定する 学校給食費 （次項に おいて 「学校給食 費」という。 ）そ の他の学 校教育に伴 つて 必要
な 内 閣府令で 定 める費用又は 児童福祉法第 五十六条第 三項 の規定に より徴収する 費用そ の他こ れに 類する も のとして 内 閣府令で 定 める費用のう ち当該
受給資格者に 係る 十五歳に達する 日以後 の最初 の三 月三 十一 日まで の間にある児 童 （次項に おいて 「中学 校修 了前 の児 童」という。 ）に 関し当該市 町
村に支 払うべ きも の の支 払に 充て る 旨を申し 出た場合に は、 内 閣府令で 定めるとこ ろにより、 当該受給資格 者に児童 手当 の支 払を する際に 当該申 出に
係る費 用を 徴収する ことがで きる。
２ 市 町村長は、 受給資格者が、 児童 手当 の支 払を 受ける前 に、 内 閣府令で 定めるとこ ろにより、 当該児童 手当 の額 の全部 又は一 部を、 学校給食費、 児
童福祉法第 五十六条第 十一 項各号又は第 十二 項各 号に定める 費用そ の他こ れらに 類するも のとして 内 閣府令で 定 める費用のう ち当該受給資格者に 係る
中学校修 了前 の児童に 関し支 払うべ きも のの支 払に 充て る 旨を 申し 出た場合には、 内 閣府令で 定める とこ ろによ り、 当該児童 手当 の額 のう ち当該申 出
に 係る 部分を、 当該費用に 係る債権を 有する者に支 払うことがで きる。
（略）

３

第二 十二 条 市 町村長は、 児 童福祉法第 五十六条第三項 の規定によ り費用を 徴収 する 場合 又は 同条第 十一 項若しくは第 十二 項 の規定により地方 税 の滞納
処分 の例により処 分することがで きる費用を 徴収する 場合に おいて、 第 七条 （第 十七条第一 項に おいて 読み 替えて 適用 する 場合を含 む。） の認定を 受
けた受 給資格者が 同法第 五十六条第三項 の規 定により徴収 する費用を 支 払うべ き 扶養義務者 又は 同条第 十一 項若しくは第 十二 項 の規定により地方 税 の
滞納処分 の例により 処分すること がで きる費用を支 払うべ き 保護者で あ る 場合には、 政令で 定めるとこ ろによ り、 当該扶養 義務者 又は 保護者に児童 手
当 の支 払をする際に 保育料 （同条第 三項 の規定により徴収する費用又は 同条第 十一 項 若しくは第 十二 項 の規定により地方税 の滞納処分 の例により処 分
することがで きる費用を いう。 次項に おいて 同じ。）を 徴収 することがで きる。
２ 市 町村長は、 前項 の規定による 徴 収 （以 下こ の項に おいて 「特別徴収」 という。） の方法によつて 保育料を 徴 収しようと するときは、 特別徴収の対
象となる者 （以 下こ の項に おいて 「特 別徴収対象者」という。） に 係る 保育 料を 特別徴収 の方法によ つて 徴収する 旨、 当該特別徴収対象者 に 係る 特別
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徴収の方法によつて 徴収 すべ き 保育 料 の額そ の他内 閣府令で 定める事項を、あら かじ め 特別徴収対象者に 通知しなければなら な い。

○ 賃金 の支 払の確保等に 関 する 法律 （昭 和 五十一 年法 律第三 十四 号） （抄）

事業主が第 四条 の規定に よる命令に 違 反したとき は、 三 十 万円以 下の罰金に 処する。

（貯蓄金 の保全措 置に 係る命 令）
第四条 労働基準 監督署長は、 前条 の規定に 違 反して 事 業主が 貯蓄金 の保全措置を 講じて いな いときは、 厚 生労働省令で 定めるとこ ろにより、 当該事業
主に 対して、 期限を 指定して、そ の是正を命 ずることがで きる。
第 十八条

第二 十条 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 、 第 十七条 から前条まで 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、 各本条 の罰 金刑を科する。

○労 働者 派遣事業 の適正な 運営 の確保及び 派遣労働者 の保護等に 関する 法律 （昭 和六十年法律 第 八十八号） （抄）

（労働 基準法 の適用に 関する 特例）
第四十四条 労働基準 法第九条に 規定する事業 （以 下こ の節 に おいて 単 に 「事業」と いう。） の事 業主 （以 下こ の条に おいて 単に 「事業 主」という。）
に 雇用され、 他の事業 主 の事業に おける 派遣就業 のために 当該事業に 派遣されて いる 同条に 規定する 労働者 （同居の親族 のみを使用する 事業に使用さ
れる者 及び 家事使用 人を 除く。）で あつて、 当該 他の事業主 （以 下こ の条 に おいて 「派遣先 の事業主」という。 ）に 雇用されて いな いも の （以 下こ の
節に おいて 「派遣中 の労 働者」という。） の派遣就 業に 関して は、 当該 派遣 中 の労働者が 派遣されて いる事業 （以 下こ の節に おいて 「派遣 先 の事業」
と いう。）も また、 派遣中 の労働者を使 用する事業とみなして、 同法第三条、 第 五条 及び 第 六十九条 の規定 （こ れら の規定に 係る 罰則の規定を含む。
） を適用する。
２ 派遣中 の労働 者 の派遣就 業に 関しては 、 派遣先 の事 業 のみを、 派遣中 の労働 者を使用する 事業とみな して、 労働基 準法第 七条、 第三 十二 条、 第三 十
二 条 の二 第一 項、 第三 十二 条 の三、 第三 十二 条 の四第一 項から 第三項まで、 第三 十三条 から 第 三 十五条まで 、 第三 十六条第一 項、 第 四十条、 第四 十一
条、 第 六十条 から 第 六十三条まで、 第 六十四条 の二 、 第 六 十四条 の三 及び第 六十六条 から 第 六十 八条まで の規定並びに 当該規定に基づ いて 発する 命令
の規定 （こ れら の規 定に 係る 罰則 の規定を含む。）を適用 する。こ の場合に おいて、 同法第三 十二 条 の二 第一 項中 「当該事 業場に」と ある のは 「労 働
者 派遣事 業 の適正な 運営 の確保及び 派遣労働者 の保護等に 関 する 法律 （以 下「労働者 派遣法」という。） 第四 十四条第三項に 規定する 派遣 元の使用者
（以 下単に 「派遣 元の使 用者」という。）が、 当該 派遣 元の事業 （同項に 規定する 派遣 元の事業を いう。 以 下同じ。） の事業 場に」と、 同法第三 十二
条 の三中 「就業規則そ の他こ れに 準ずるも のによ り、」とある のは 「派遣 元の使用者が 就業規則そ の他こ れに 準ずるも のによ り」と、 「と した労働者
」とある のは 「とした労働 者で あつて 、 当該労働者 に 係る 労働者 派遣法第二 十六条第一 項に 規定する 労働者 派遣契 約に基づきこ の条 の規定による 労働
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時間により 労働さ せるこ とがで きる も の」と、 「当該事業場 の」とある のは 「派遣 元の使用者が、 当該 派遣 元の事業 の事業場 の」と、 同法第三 十二 条
の四第一 項 及び第二 項中 「当該事業場に」とある のは 「派遣 元の使用者が、 当該 派遣 元の事業 の事業 場に」と、 同法第三 十六条第一 項中 「当該事業場
に」とある のは 「派遣 元の使用者が、 当該 派遣 元の事業 の事業場に」と、 「こ れを行政官 庁に」とあ る のは 「及びこ れを行政官 庁に」とする。
３ 労働 者 派遣 を する事業 主 の事 業 （以 下こ の節に おいて 「派遣 元の事 業」と いう。 ） の労 働基準 法第 十条 に 規 定する 使用者 （以 下こ の条に おいて 「
派遣 元の使用者」という。） は、 労働者 派遣を する 場合で あつて、 前項 の規定により当該労 働者 派遣 の役務 の提供を 受ける事業主 の事業 の同条 に 規定
する 使用者とみな されること となる者が 当該労働者 派遣 に 係る 労働 者 派遣契約に 定める 派遣就 業 の条件に 従つて 当該労 働者 派遣に 係る 派遣労働 者を 労
働さ せたならば、 同項 の規定に より適用され る 同法第三 十二 条、 第三 十四条、 第 三 十五条、 第 三 十六条第一 項ただし書、 第四十条、 第 六十一条 から 第
六十三 条まで、 第 六 十四条 の二 若しくは第 六 十四条 の三 の規定 又はこ れら の規定に 基づいて 発する命令 の規 定 （次項に おいて 「労働基 準法令 の規 定」
という。 ）に抵触することとなる ときに おいて は、 当該労 働者 派遣をしてはならな い。
４ 派遣 元の使用者が 前項 の規定に 違 反したと き （当該労働 者 派遣に 係る 派遣中 の労 働者に 関し第二 項 の規定に より当該 派遣先 の事業 の労働基準法第 十
条に 規 定する 使用者 とみ なされ る者に おいて 当該労 働基準 法 令 の規定に 抵触すること となつ たとき に 限る。）は 、 当該 派遣 元の使用者は 当該労働 基
準法令 の規定に違 反した も のとみなして、 同法第 百十八条、 第 百十九条 及び 第 百二 十一条 の規定を適 用する。
５ 前各項 の規定による 労 働基準法 の特 例について は、 同法第三 十八条 の二 第二 項中 「当該事業場」と ある のは 「当該事業場 （労働者 派遣事 業 の適正な
運営 の確保及び 派遣労働者 の保護等に 関 する 法律 （以 下「労働者 派遣法」という。） 第二 十三条 の二 に 規定する 派遣 就業にあつて は、 労働者 派遣法第
四十四条第三項に 規定する 派遣 元の事業 の事業場）」 と、 同法第三 十八条 の三第一 項中 「就 かせたとき」 とある のは 「就かせたと き （派遣先 の使用者
（労 働者 派遣法第 四十四条第一 項 又は第二 項 の規定によ り 同条第一 項に 規定する 派遣先 の事業 の第 十条に 規定する使用者とみなされ る者をいう。 以 下
同じ。 ）が就かせた ときを含む。）」と、 同法第九十九条第一 項、 第 三項及び第四 項、 第 百条 第一 項及び第 三項並びに第 百四条 の二 中 「こ の法律」と
ある のは 「こ の法律 及び労働者 派遣法第四十四条 の規定」 と、 同法第 百一条第一 項、 第 百四条第二 項、 第 百四条 の二 、 第 百五条 の二 、 第 百六条第一 項
及び第 百九条中 「使用者」とある のは 「使用者 （派遣先 の使 用者を含む。）」と、 同法第 百二 条中 「こ の法律 違 反の罪」と ある のは 「こ の法律 （労 働
者 派遣法第 四十四条 の規定により適 用される 場合 を含む。） の違 反の罪 （同条第四項 の規定による 第 百十八条、 第 百十九条 及び第 百二 十一条 の罪を含
む。）」と、 同法第 百四条第一 項中 「こ の法律 又はこ の法律に 基いて 発する命令」とあ る のは 「こ の法律若しく はこ の法律に 基づいて 発する命令 の規
定 （労働者 派遣法第四十四条 の規定に より適用され る 場合を含 む。） 又は 同条第三項 の規 定」と、 同法第 百六条第一 項中 「こ の法律」とあ る のは 「こ
の法律 （労働 者 派遣法第四 十四条 の規定を含む。 以 下こ の項に おいて 同じ。 ）」と、 「協 定並びに第三 十八条 の四 第一 項及び第 五項に 規定する 決議」
と ある のは 「協 定並びに第 三 十八条 の四 第一 項及び第 五項に 規定 する 決議 （派遣先 の使用者 にあつて は 、こ の法律 及びこ れに基づ く命令 の要 旨）」と
、 同法第 百十二 条 中 「こ の法 律 及びこ の法 律に基いて 発する命令」 とある のは 「こ の法律 及びこ の法律に 基づいて 発する命令 の規 定 （労働者 派遣法第
四十四条 の規定に より適用され る 場合を含む。） 並びに 同条第三項 の規定」として、こ れら の規定 （こ れら の規定に 係る 罰則の規定を含む。）を 適用
する。
６ こ の条 の規定によ り労働基準 法及び 同法に 基づいて 発する命令 の規 定を適用する 場合に おけ る 技術的読替えそ の他 必要な 事項は、 命令で 定める。

○社会福祉 士 及び介護福 祉 士法等 の一 部を改正する 法律 （平成 十九年法律第 百二 十五号）による改正 後 の社会福祉 士及び介護 福祉 士法 （昭 和六十二 年法
律第三 十号） （抄）
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（目的）
第一条 こ の法律は、 社会 福祉 士及び 介護福祉 士の資格を定めて 、そ の業務 の適正を 図り、もつて 社会 福祉 の増進に寄与するこ とを 目的とする。

（定義）
第二 条 こ の法律に おいて 「社会福祉 士」 とは、 第二 十 八条 の登録を 受け、 社会 福祉 士の名称を 用いて、 専門的知識及び技術をもつて、身体上 若しくは
精神上 の障害があ ること 又は 環境上の理由に より日常生 活を営む のに 支障がある 者 の福祉に 関 する相談に応じ、 助言、 指導、 福祉サ ービ スを 提供 する
者 又は 医師そ の他の保健 医療サ ービ スを 提供 する者そ の他 の関係者 （第四十七条に おいて 「福祉サービ ス関 係者等」という。）と の連 絡 及び 調整そ の
他の援助を行うこと （第 七条 及び 第四十七条 の二 に おいて 「相談援助」 という。）を 業とする者をいう。
（略）

２

（欠格事由）
第 三条 次 の各号のいずれ かに該当する 者は、 社会 福祉 士又は介 護福祉 士とな ることがで きな い。
一 成年被後見 人又は被保 佐 人
二 禁 錮以上の刑に 処せられ、そ の執行を 終わ り、 又は 執行を 受け ることがなくなつた 日から 起算して二 年を経過しな い者
三 こ の法律 の規 定そ の他社会 福祉 又は 保 健 医療に 関する 法律 の規定で あつて 政令で 定めるも のにより、 罰金 の刑に 処 せられ、そ の執行を終わ り、 又
は 執行を 受けること がなくな つ た 日から 起算 して二 年を経 過しな い者
四 第 三 十二 条第一 項第二 号又は 第二 項 （こ れら の規定を 第四十二 条第二 項に おいて 準用する 場合を含む。） の規定によ り 登録を 取り 消され、そ の取
消し の日 から 起算して二 年を経過しな い者
（社会福祉 士の資格）
第四条 社会 福祉 士試験に 合格した者は、 社会福祉 士となる資 格を有する。

（登録）
第二 十八条 社会 福祉 士とな る資格を有する者が社会福 祉 士となる には、 社会福 祉 士登録簿に、 氏名、 生 年月日そ の他 厚生労働省令で 定める事 項 の登録
を 受け なければな らな い。

（登録 の取消し等）
第三 十二 条 厚生労働 大臣は、 社会 福祉 士が 次 の各号のいず れ かに該当する 場合には 、そ の登録を 取り消さなけ ればならな い。
一 第三条 各号 （第四号を除く。） のいずれ かに 該当するに 至つた場合
二 虚偽 又は不正 の事実に基づいて 登録を 受けた 場合
２ （略）
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（登録）
第四十二 条 介護福祉 士となる資格を 有する者が介 護福祉 士とな るには、介 護福祉 士登録 簿に、 氏名、 生年月日そ の他厚生労働 省令で 定める 事項 の登録
を 受けなければ ならな い。
２ （略）

（秘密 保持義務）
第四十 六条 社会福 祉 士又は介護 福祉 士は、 正当な 理由が なく、そ の業務に 関して 知り得た 人の秘密を 漏ら してはならな い。 社会福祉 士又は介護 福祉 士
でなくな つた後に おいて も、 同様とする。
（名称の使 用制限）
第四十八条 社会福祉 士で な い者は、 社会福祉 士と いう 名称を 使用してはな らな い。
２ （略）

（欠 格条項）
第四 十八条 の四 次 の各号のい ずれ かに該 当する者は、 登録を 受ける ことがで き な い。
一 （略）
二 こ の法律 の規定そ の他社会福 祉 又は 保健 医療に 関する 法律 の規定で あつて 政令で 定めるも のにより、 罰金 の刑に 処せられ、そ の執 行を終わ り、 又
は 執行を 受けることが なくなつた 日から 起算して二 年を経過しな い者
三～四 （略）

（欠格条項）
第 四十八条 の 七 都道府県 知事は、 登録 喀痰吸引等 事業者が 次 の各号のいずれ かに該当するときは、そ の登録を 取り 消し、 又は 期間を定めて 喀痰吸引等
業務 の停 止を命 ずることができる。
一 第四十八条 の四各号 （第 三号を除く。 ） のいずれ かに該当する に 至つたとき。
二 第 四十八条 の 五第一 項各号に掲げる 要件に適合しな くなつたとき。
三 前 条第一 項 の規 定による 届 出を せず、 又は虚偽 の届出をしたとき。
四 虚偽 又は不正 の事実に基づいて 登録を 受け たとき。
第 五十条 第四十六条 の規定に違 反した者は、一 年以 下の懲役 又は三 十 万円以 下の罰金に 処する。
２ （略）
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第 五十三条 次 の各号のいずれ かに 該当する者は 、 三 十 万円以 下の罰金に 処する。
一 第三 十二 条第二 項 の規定により社 会福祉 士の名称の使用の停 止を命ぜら れた者で、 当該停 止を命 ぜられた期間 中に、 社会 福祉 士の名称を使用した
もの
二 第四十二 条 第二 項に おいて 準用する 第三 十二 条 第二 項 の規定により介護福 祉 士の名称 の使用の停 止を命ぜられた 者で、 当該 停 止を命ぜら れた期間
中に、介護福祉 士の名称を使 用したも の
三 第四十八条第一 項 又は第二 項 の規定に 違 反した者
四 第 四十八条 の三第一 項 の規 定に違 反して 、 同項 の登録を 受けな いで、 喀痰吸 引等業務を行 つた者
五 第 四十八条 の七 の規定による喀痰吸引等 業務 の停 止の命令に違 反した者

則

第 五十六条 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 第 五十三条第四号若しくは第 五号 又
は前条 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 も各本条 の罰金刑を科する。
附

（欠 格事由）
第三 条 次 の各号 のいずれ かに 該当する者は、 准介護福 祉 士となるこ とがで きな い。
一 成 年被後見人又は被保佐 人
二 禁 錮以上の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、 又は 執 行を 受けるこ とがなくな つた 日から 起算して二 年を 経過しな い 者
三 こ の法律 の規定そ の他社会福 祉に 関する 法 律 の規定で あ つて 政令で 定めるも のに より、 罰金 の刑に 処せら れ、そ の執行を終わ り、 又は 執行を 受け
ることがな くなつた 日 から 起算して二 年を経過しな い者
四 第四十二 条第二 項に おいて 準用 する第三 十二 条第一 項第二 号又は第二 項 の規定によ り介護福祉 士 の登録を 取 り消され、そ の取消し の日 から 起算し
て二 年を経過しな い者
五 次条第三 項に おいて 準 用する第三 十二 条第一 項 第二 号又は第二 項 の規定により准介護 福祉 士の登録を 取り消さ れ、そ の取消し の日から 起算して二
年を 経過しな い 者

第 十一 条 認定特定行為業務従 事者 認定 証は 、 厚生労働 省令で 定める とこ ろにより、 都道府県 知事が 交付する。
２ （略）
３ 都道 府県知事は、 次 の各号のいずれ かに該 当する者に 対しては、 認定特定行為業務従事者 認定 証の交付を 行わな いこと がで きる。
一 ～二 （略）
三 こ の法 律 の規定そ の他社会福祉 又は 保健 医療 に 関する 法 律 の規定で あ つて 政令で 定 めるも のに より、 罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、 又
は 執行を 受け ることがな くなつた 日から 起算して二 年を経過しな い者
四～ 五 （略）
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４ ・５

（略）

（欠格条項）
第 十四条 次 の各号のいず れ かに該当する者は、 登録を 受けるこ とがで きな い。
一 （略）
二 こ の法律 の規 定そ の他社 会福祉 又は 保 健 医療に 関する 法律 の規 定で あつて 政令で 定めるも のにより、 罰金 の刑に 処 せられ、そ の執行を終わ り、 又
は 執行を 受けるこ とがなくな つ た 日から 起算 して二 年を 経過しな い者
三～四 （略）

（登録 の取消等）
第 十六条 都道府県知事は、 登録研修 機関が 次 の各号のいずれ かに該当する ときは、そ の登録を 取り 消し、 又は 期間を定めて 喀痰吸引等 研修 の業務 の全
部若しくは一 部 の停 止を 命ずることがで きる。
一 附則第 七条各号 （第三 号を除く。） のいずれ かに該当するに 至つたとき。
二 附則第 十一 条 から 第 十三条まで の規 定に違 反した とき。
三 前二 条 の規 定による命令 に違 反したと き。
四 附則第 十八条 に おいて 準用 する第 十七条 の規定に違 反したとき。
五 虚 偽 又は不正 の事実に基づ いて 登録を 受けたとき。

附 則 （平成 十九年十二 月五日法 律第 百二 十五号）
（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、そ れ ぞれ当該各 号に定める 日 から施行する。
一 ～三 （略）

○介 護保険法 （平成九年法律 第 百二 十三号） （抄）

（目的）
第一条 こ の法律は、 加齢に伴っ て 生ずる心身 の変 化に起 因する疾病等により要介護 状態とな り、 入 浴、 排せつ、 食事等 の介護、 機能 訓練並びに 看 護 及
び療養上 の管 理そ の他 の医療を 要する者等につ いて、これら の者が尊厳を 保持し、そ の有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことがで きるよう 、
必要な 保健 医療サービ ス 及び福祉サ ービ スに 係る 給付を行う ため、 国民の共同連帯の理念に基づき 介護保険制度 を 設け、そ の行う 保険給 付等に 関して
必要な 事項を定め、もっ て 国民の保健 医療 の向上 及び福祉 の増 進を 図ること を 目的とする。
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（介護支援 専門員 の登録）
第 六十九条 の二 厚生労 働省令で 定める実務 の経験を有する者で あって、 都道府県知事が 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより 行う 試験 （以 下「介護支援
専門員実務 研修受講試験」 という。） に合格し、 かつ、 都道府県 知事が 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろにより行う 研修 （以 下「介 護支援専門 員実務 研修
」 という。） の 課程を修 了したも のは、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 当該都道府 県知事 の登録を 受けること がで きる。 ただし、 次 の各号のい
ず れ かに該当する者について は、こ の限りでな い。
一 ～二 （略）
三 こ の法律そ の他国民の保健 医療若しくは 福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、 又は 執 行を
受けることがなくな るまで の者
四～七 （略）

（指定居宅サービ ス事業 者 の指定）
第 七十条 第 四十一条第一 項本文の指 定は、 厚生労 働省令で 定 めるとこ ろに より、 居宅サ ービ ス事業を行う者 の申 請により、 居 宅サービ ス の種類及び当
該 居宅サービ ス の種類に 係る 居宅サービ ス事業を行う 事業所 （以 下こ の節に おいて 単に 「事業所」と いう。）ご と に行う。
２ 都道府県知 事は、 前項 の申請があっ た場合に おいて、 次 の各号 （病院等に より行われる 居宅療養管 理指導 又は病 院若しくは診 療 所により 行われる 訪
問看 護、 訪問リハビ リテー ション、 通所リハビ リテー ション若しく は短期入所療 養介護に 係る指定 の申請にあっては、 第 六号の二 、 第 六号の三、 第 十
号の二 及び第 十二 号を除く。） のいずれ かに該当すると きは、 第四十一条第一 項 本文の指定を してはなら な い。
一 ～四 （略）
五
五の二 ～ 十二 （略）
３ ～８ （略）

（指定 の更新）
第 七十条 の二 第四十一条 第一 項本文の指定は、 六年ご とにそ の更新を 受けな ければ、そ の期間の経過によって、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規定は 、 第一 項 の指定 の更新に ついて 準用する。

（指定 の取消し等）
第 七十七条 都道府県 知事は、 次 の各号のいず れ かに該当 する 場合に おいては、 当該 指定居宅サ ービ ス事業者 に 係る第四十一条第一 項 本文の指定を 取り
消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しく は一 部 の効力を停 止するこ とがで きる。
一 ～九 （略）
十 前各号に掲げる 場合 のほか、 指定 居宅サービ ス事業者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 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。
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十一 ～十三
（略）

（略）
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２

（指定 地域密着 型サービ ス 事業者 の指定）
第 七 十八条 の二 第四十二 条 の二 第一 項本 文の指定は 、 厚生労働省令で 定める とこ ろにより、 地域密着型サービ ス事 業を行う者 （地域密着型介 護老 人福
祉 施 設入 所者生 活介護を行う 事業に あって は、 老 人福 祉法第二 十条 の五 に 規 定する 特別養護老 人ホー ム のう ち、そ の入所定員が二 十九 人以 下で あっ
て 市 町村 の条例で 定める数で あ るも のの開設者） の申請により、 地域 密着型サービ ス の種類及び当該 地域密 着型サービ ス の種類に 係る 地域密着型サー
ビ ス事 業を行う 事業 所 （第 七十 八条 の十三第一 項及び第 七 十八条 の十四第一 項を除 き、 以 下こ の節に おいて 「事業所」と いう。）ご と に行い、 当該指
定を する 市 町村長がそ の長で ある 市 町村 の行う 介護保険 の被保険者に 対する 地域密着 型介護サービ ス費 及び特 例地域密着型介護サービ ス費 の支給に つ
いて、そ の効力を有する。
２ ・３ （略）
４ 市 町村長は、 第一 項 の申請があっ た場合に おいて、 次 の各 号 （病院 又は 診療 所により 行われる複 合型サービ ス （厚生労働省令で 定める も のに 限る。
第 六項に おいて 同じ。）に 係る指定 の申 請にあって は、 第 六号の二 、 第 六号 の三、 第 十号 及び第 十二 号を除く。） のいずれ かに 該当すると きは、 第四
十二 条 の二 第一 項本文の指 定をしてはな らな い。
一 ～四 の二 （略）
五 申請者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは 福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも の の規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執 行を 受けるこ とがなくな るまで の者で あるとき。
五の二 ～十二 （略）
５～
（略）

（準用）
第 七十八条 の十二 第 七 十条 の二 、 第 七十一条 及び第 七十二 条 の規定は、 第四十二 条 の二 第一 項本文 の指定につ いて 準用する。こ の場合 に おいて、こ れ
ら の規定に 関し 必要な 技術的読替えは 、 政令で 定 める。

（指定 の取 消し等）
第 七十八条 の 十 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、 当該指定 地域密着型サービ ス事業 者に 係る第四 十二 条 の二 第一 項本文の
指 定を 取り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部 若しくは一 部 の効力を停 止することがで きる。
一 ～十一 （略）
十二 前各号に掲げる 場合 のほか、 指定 地域密着型サービ ス事業者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若しくは福祉に 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。
十三～ 十五 （略）

11

第 七十八条 の十四 前条 第一 項 の規 定により行わ れる第四十二 条 の二 第一 項本文の指定 （以 下「公募 指定」という。）は、 厚 生労働省令で 定めるとこ ろ
により、 市 町村長指定定 期巡 回・随時 対応型訪問介護看護等 の種類及び当該 市 町村長指 定定期巡 回・随時 対応型訪 問介護看護 等 の種類に 係る市 町村長
指定定期巡 回・随時 対応型 訪問介護看 護等 の事業を 行う 事業所ご とに行い、 当該 公募指定を する市 町村長がそ の長で ある市 町村 の行う介護 保険 の被保
険 者に 対する 地域密着型介 護サービ ス費 及び特例地域密着型介護 サービ ス費 の支給について、そ の効力を有する。
２ （略）
３ 第 七十八条 の二 第二 項、 第四項 （第四 号、 第 六号の二 、 第 十号 及び第 十二 号を除く。）、 第 五項、 第 六項 （第一 号 の二 、 第三号 の二 、 第三 号の四 及
び第四 号を除く。 ）、 第 七項及び第 八項 の規 定は、 公募 指定について 準用する。 こ の場合に おいて、こ れら の規定に 関し 必要な 技術 的読替えは、 政令
で 定める。

（指定居 宅介護支援事 業者 の指定）
第 七十九条 第四十六条 第一 項 の指定は、 厚生労 働省令で 定めるとこ ろによ り、 居宅介 護支援事業を 行う者 の申 請により、 居 宅介護支援 事業を行う 事 業
所 （以 下こ の節に おいて 単に 「事業所」という。） ご とに行う。
２ 都道府県 知事は、 前項 の申請があっ た場合に おいて、 次 の各 号のいずれ かに該当する ときは、 第四 十六条第一 項 の指定をしてはならな い。
一 ～三 （略）
四 申請者が、 こ の法律そ の他国民の保健 医療若しく は福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることがなくな るまで の者で あるとき。
四 の二 ～九 （略）
（略）

３

（指定 の更新）
第 七十九条 の二 第四十 六条第一 項 の指定は、 六年ご とにそ の更新を 受けな ければ、そ の期間の経過によって、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規 定は、 第一 項 の指定 の更新 について 準 用する。

（指 定 の取消し等）
第 八十四条 都道 府県知事は、 次 の各号のい ずれ かに該 当する 場合に おいては、 当該指定居宅介護支援事業 者に 係る第四 十六条第一 項 の指定を 取 り消し
、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは 一 部 の効力を 停 止するこ とがで きる。
一 ～九 （略）
十 前各 号に掲げる 場合 のほか、 指 定居宅介護 支援事業者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若し くは福祉に 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。
十一 ～十二 （略）
（略）

２
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（指定介護 老 人福祉施 設 の指定）
第 八十 六条 第四十 八条第一 項第一 号の指定は 、 厚生 労働 省令で 定める とこ ろにより、 老 人福祉法 第二 十条 の 五 に 規定 する 特 別養護老 人ホー ム のう ち
、そ の入所定員が三 十人以 上で あって 都道府県の条 例で 定める数で あるも のの開設者 の申 請があっ たも のについて 行う。
２ 都道府県知 事は、 前項 の申請があっ た 場合に おいて、 当該特別養護老 人ホ ームが 次 の各 号のいずれ かに該当する ときは、 第四 十八条第一 項 第一 号の
指定をしてはなら な い。
一 ～二 （略）
三 当該特別養護老 人ホーム の開設者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは 福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも の の規定により 罰金 の刑に 処せ
られ、そ の執行を終わ り、 又は 執 行を 受けるこ とがなくな るまで の者で あるとき。
三 の二 ～ 七
（略）

３

（指定 の更新）
第 八十六条 の二 第四 十八条第一 項第一 号の指 定は、 厚生労 働省令で 定めるとこ ろに より、 老 人福 祉法第二 十条 の五 に 規定する 特別養 護老 人ホーム の
う ち 第四十八条 第一 項第一 号 の指定は、 六年ご とにそ の更新を 受けなければ、そ の期間の経 過によって、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前 条 の規定は、 第一 項 の指 定 の更新につ いて 準用する。

（報告等）
第九十条 都道府県知 事 又は市 町村 長は、 必要が あると 認めるときは、 指 定介護老 人福 祉施 設若し くは指定介護 老 人福祉施 設 の開設者若しくはそ の長そ
の他の従業 者で あっ た者 （以 下こ の項に おいて 「開設者で あっ た者等」と いう。）に 対し、 報告若し くは 帳簿書 類の提出若し くは 提示を命じ、 指定介
護老 人福祉施 設の開設者 若しくはそ の長そ の他の従 業者若しく は 開設者で あっ た者等に 対し 出頭を求 め、 又は 当該 職員に 関係 者に 対して 質 問さ せ、 若
し くは指定介 護老 人福祉施 設、 指定介護 老 人福祉施 設の開設者 の事務 所そ の他指定介護老 人福祉施 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。
（略）

２

（勧告、 命令等）
第九十一 条 の二 都道 府県知事は 、 指定介護老 人福祉施 設が、 次 の各号に掲げる 場合 に該当する と 認めるとき は、 当該指定介護老 人福 祉施 設の開設者に
対し、 期 限を定めて、そ れぞれ当該 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 ～三 （略）
２ ～５ （略）
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（指定 の取 消し等）
第九十二 条 都道府県知 事は、 次 の各 号のいずれ かに該当する 場合に おいて は、 当該指 定介護老 人福 祉施 設に 係る 第四十八条 第一 項第一 号 の指定を 取り
消し、 又は 期 間を定めてそ の指定 の全 部若しくは一 部 の効力を停 止すること がで きる。
一 ～九 （略）
十 前各号に掲げる 場合 のほ か、 指定介 護老 人福祉施 設の開設者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若し くは福祉に 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。
十一 ～ 十二 （略）
（略）

２

（開設許 可）
第九十四条 介護老 人保 健施 設を 開設しようとする者は、 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろにより、 都道 府県知事 の 許可を 受けな ければなら な い。
２ （略）
３ 都道府県 知事は、 前二 項 の許可の申 請があっ た 場合に おいて 、 次 の各号 （前項 の申請にあっては、 第二 号又は第 三号） のい ずれ かに該当 するときは
、 前二 項 の許可を 与えるこ とがで きな い。
一 ～四 （略）
五 申請者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは 福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも の の規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執 行を 受けるこ とがなくな るまで の者で あるとき。
五の二 ～十一 （略）

（許可の更新）
第九十四条 の二 前条第一 項 の許可は 、 六年ご と にそ の更新を 受けなければ 、そ の期間 の経過によっ て、そ の効 力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規 定は、 第一 項 の許可の更新 について 準 用する。

（許 可の取消し等）
第 百四条 都道府 県知事は、 次 の各号のいず れ かに該当 する 場合に おいては、 当該 介護老 人保 健施 設に 係る 第九十四条第一 項 の許可を 取り消し、 又は 期
間を定 めてそ の許可 の全部若し くは一 部 の効 力を停 止することがで き る。
一 ～八 （略）
九 前各 号に掲げる 場合 のほか、介 護老 人保健 施 設の開設者が、こ の法律そ の他国民 の保健 医療若しくは福祉に 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。
十～十二 （略）
２ ・３ （略）
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（指定介護 予防サービ ス 事業者 の指定）
第 百十五条 の二 第 五十三 条第一 項本 文の指定は、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 介護 予防サービ ス事業を 行う者 の申請により、介護 予防サービ
ス の種類及び当該介護 予防 サービ ス の種 類に 係る介 護 予防サービ ス事業を行う 事業所 （以 下こ の節に おいて 「事業所」という。 ）ご とに行う 。
２ 都道府県知 事は、 前項 の申請があっ た 場合に おいて、 次 の各号 （病院等に より行われる 介護 予防居宅 療養管 理指 導 又は病院若しくは診療 所により行
われ る介護 予防訪 問看護、介 護 予防訪問リハビ リテー ション、介護 予防 通所リハビ リテー ショ ン若しくは 介護 予防短期 入所療養介 護に 係る指定 の申請
にあっ ては、 第 六号の二 、 第 六号の三、 第 十 号の二 及び 第 十二 号を除 く。） のい ずれ かに該当 するときは、 第 五十三条 第一 項本文の指定をしては なら
な い。
一 ～四 （略）
五 申請 者が、こ の法 律そ の他国民 の保健 医療 若しくは福祉に 関する 法律で 政令で 定 めるも のの規 定により罰 金 の刑に 処せられ、そ の執 行を終わ り、
又は 執行を 受けることが なくなるまで の者で ある とき。
五の二 ～十二 （略）

（指定 の取消し 等）
第 百十五条 の九 都道府県知 事は、 次 の各 号のいずれ かに該当する 場合に おいて は、 当該指 定介護 予防サ ービ ス事業者 に 係る第 五十三条第一 項 本文の指
定を 取り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しく は一 部 の効力を停 止することがで きる。
一 ～八 （略）
九 前 各号に掲げる 場合 のほか、 指定介護 予防サービ ス事 業者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは福 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。
十～十二 （略）
（略）

２

（準用）
第 百十五条 の十一 第 七十条 の二 、 第 七十一条 及び第 七十二 条 の規 定は、 第 五十三条第一 項 本文の指定について 準用 する。こ の場合に おいて 、こ れら の
規定に 関し 必要な 技術的読替えは、 政令で 定める。

（指定 地域密着型介 護 予防サービ ス事業者 の指定）
第 百十五条 の十二 第 五十四条 の二 第一 項本文 の指定は、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 地域密着型介 護 予防サービ ス事業を行う者 の申請に より
、 地域密 着型介護 予防 サービ ス の種 類及び当該 地域密着型介 護 予防サービ ス の種類に 係る 地域密着 型介護 予防 サービ ス事業を行う 事業所 （以 下こ の節
に おいて 「事業所」という。）ご と に行い、 当該 指定を する 市 町村長がそ の長で ある市 町村 の行う 介護保険 の被 保険者に 対する 地域密着 型介護 予防サ
ービ ス費 及び特例地域密 着型介護 予防 サービ ス費 の支給について、そ の効力を有する。
市 町村長は、 前項 の申 請があっ た 場合に おいて 、 次 の各号のいずれ かに 該当するとき は、 第 五十四条 の二 第一 項本文の指定をしてはなら な い。

２
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一 ～四 の二 （略）
五 申請者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若しくは福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定により罰金 の刑に 処せら れ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることがな くなるまで の者で あると き。
五 の二 ～十二 （略）
３ ～７ （略）

第 七十条 の二 の規定は、 第 五十四条 の二 第一 項 本文の指定について 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

（指定 の取消し等）
第 百十 五条 の十九 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、 当該指定 地域 密着型介護 予防サービ ス 事業者に 係る 第 五十四条 の二 第
一 項本文 の指定を 取 り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは 一 部 の効力を 停 止するこ とがで きる。
一 ～十 （略）
十一 前各 号に掲げる 場合 のほか、 指定 地域密着 型介護 予防 サービ ス事業 者が、こ の法 律そ の他国 民の保健 医療 若しくは福祉に 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。
十二 ～十四 （略）
（準 用）
第 百十五条 の二 十一
定める。

（指定介 護 予防支援事 業者 の指定）
第 百十五条 の二 十二 第 五十八条第一 項 の指定は 、 厚生労働 省令で 定める とこ ろにより、 第 百十五条 の四十六第一 項に 規定する 地域包括 支援センター の
設置者 の申 請により、介 護 予防支援 事業を行う 事 業所 （以 下こ の節に おいて 「事業所」 という。）ご とに行い、 当該指定を する市 町村長がそ の長で あ
る市 町村 の行う介護保険 の被保険者に 対する介護 予防サービ ス 計画費 及び特 例介護 予防サ ービ ス計画費 の支給につ いて、そ の効力を有する。
２ 市 町村長は、 前項 の申 請があっ た場合に おいて 、 次 の各号のいずれ かに該 当するとき は、 第 五十八条第一 項 の指 定をしては ならな い。
一 ～三 （略）
四 申請者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若しくは 福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも の の規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執 行を 受けることがなくな るまで の者で あるとき。
四 の二 ～九 （略）
３ ・４ （略）

（指定 の取 消し等）
第 百十五条 の二 十九 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、 当該指定介護 予防支援事業者 に 係る第 五十八条第一 項 の指定を 取り
消し、 又は 期 間を定めてそ の指定 の全 部若しくは一 部 の効力を停 止すること がで きる。

- 41 -

第 七十条 の二 の規定は 、 第 五十八条第一 項 の指 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。

一 ～八 （略）
九 前各号に掲げる 場合 のほか、 指定介護 予防支 援事業者が、 こ の法律そ の他国民の保 健医療若しく は福祉に 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。
十 ～十一 （略）
（準 用）
第 百十 五条 の三 十一

第二 百九条 次 の各号 のいずれ かに該当する 場合には、そ の違 反行為を した者は、 三 十 万円以 下 の罰金に 処する。
一 ～三 （略）

第二 百十一条 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 第二 百五条 の二 から 第二 百六条 の
二 まで 又は第二 百九条 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、 各本条 の罰金 刑を科する。

○平成 十八年法律 第 八十三号に よる改正前 の介護保険法 （抄）

（介護 支援専門員 の 登録）
第 六十九条 の二 厚生 労働省令で 定める実務 の経験を有する 者で あって 、 都道府県知 事が 厚生労働 省令で 定めるとこ ろによ り行う 試験 （以 下「介護 支援
専門員実務 研修受講試 験」という。 ）に合格し、 かつ、 都道 府県知事が 厚 生労働省令で 定めるとこ ろにより行う 研修 （以 下 「介護支援専 門員実務 研修
」という。 ） の課程を修 了したも のは、 厚生労働 省令で 定める とこ ろによ り、 当該都道 府県知事 の登録を 受けることがで きる。 ただし、 次 の各号のい
ずれ かに該当 する者につ いては、こ の限りでな い。
一 ～二 （略）
三 こ の法律そ の他国民の保健 医療若し くは福祉に 関 する 法律で 政令で 定める も のの規定に より罰金 の刑に 処せられ、そ の執行が 終わ り、 又は 執行を
受け ることがなくなるまで の者
四～七 （略）
（略）

２

（指定居 宅サービ ス事 業者 の指定）
第 七十条 第四十一条第一 項本文の指定は、 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろにより、 居宅サービ ス事業を行う者 の申請により、 居宅サービ ス の種類及び 当
該居宅サービ ス の種類に 係る 居宅サービ ス事業を 行う 事業所 （以 下こ の節に おいて 単に 「事業所」と いう。）ご と に行う。
都道府県 知事は、 前項 の申請があっ た場合に おいて、 第一 号 から 第三号まで、 第 五号 から 第 七号の二 まで、 第 九号又は第 十 号 （病院等に より行われ

２
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る 居宅療養 管 理指導 又は 病院若しく は診療 所によ り行われる 訪問看護、 訪 問リハビ リステー ション、 通所リハビ リステー ショ ン若しくは 短期入所療養
介護に 係る 指定 の申請に あっては、 第二 号から 第 六号まで 又は 第 七号から 第 十一 号まで ） のいずれ かに該当すると きは、 第四 十一条第一 項 本文の指定
をしてはなら な い。
一 ～四 （略）
五 申請者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることがで き なくなるまで の者で あると き。
五の二 ～十一 （略）
３ ～５ （略）

（指定 の更新）
第 七十条 の二 第四十一 条第一 項本文 の指定は、 六年ご とにそ の更新を 受けなければ、そ の期間の経 過によって 、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規 定は、 第一 項 の指定 の更新 について 準 用する。

（指 定 の取消し 等）
第 七 十七条 都道 府県知事は、 次 の各号のいずれ かに該 当する 場合に おいては、 当該指定居宅サービ ス事業 者に 係る第 四十一条第一 項本文の指定を 取り
消し、 又は 期間を定 めてそ の指 定 の全部若し くは一 部 の効力を停 止することがで き る。
一 ～八 （略）
九 前各 号に掲げる 場合 のほか、 指定居宅サービ ス事業者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若し くは福祉に 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。
十～十二 （略）
（略）

２

（指定 地域密着 型サービ ス 事業者 の指定）
第 七 十八条 の二 第四十二 条 の二 第一 項本 文の指定は、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 地域密着型サービ ス事業を行う者 （地域密着型介 護老 人福
祉施 設入所者生活介護を行う 事 業にあっては 、 老 人福祉 法第二 十条 の 五に 規定する 特別養護老 人ホームで あって、そ の入所定員が二 十九人以 下で ある
も のの開設者） の申 請により、 地域密着型サ ービ ス事業 の種類及び当該 地域密着型サービ ス の種 類に 係る 地域密着型サービ ス事業を行う 事業所 （以 下
こ の節に おいて 「事 業所」という。）ご とに行 い、 当該指 定を する市 町村長がそ の長で ある市 町村 の行う介護 保険 の被保険 者に 対する 地域密着型介 護
サービ ス 費 及び特例地域密着型介護 サービ ス費 の支給について、そ の効力を有する。
２ ・３ （略）
４ 市 町村は 、 第一 項 の申請があっ た 場合に おいて 、 次 の各号 のいずれ かに 該当すると きは、 第四十二 条 の二 第一 項本文の指 定をしてはな らな い。
一 ～四 （略）
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五 申請者が、こ の法律そ の他国民 の保健 医療若しくは福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規 定により罰金 の刑に 処せら れ、そ の執 行を終わ り、
又は 執行を 受けることが なくなるまで の者で ある とき。
五の二 ～九 （略）
５ ～７ （略）

第 七十条 の二 の規定は 、 第四十二 条 の二 第一 項 本文の指定に 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

（指 定 の取消し等）
第 七十 八条 の十 市 町村は、 次 の各号のいず れ かに該当 する 場合に おいては、 当該 指定 地域密 着型サービ ス 事業者に 係る 第四十二 条 の二 第一 項本 文の指
定を 取 り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは 一 部 の効力を停 止するこ とがで きる。
一 ～十一 （略）
十二 前 各号に掲げる 場合 のほか、 指定 地域密 着型サービ ス 事業者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若しく は福祉に 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。
十三～十四 （略）
（準用）
第 七 十八条 の十二
める。

（指定 居宅介護支援 事業者 の指定）
第 七十九条 第四十六条第一 項 の指定は、 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろにより、 居宅介護支援事業を行う者 の申請により、 居宅介護支援 事業を行う 事業
所 （以 下こ の節に おいて 単に 「事業 所」という。 ）ご とに行う。
２ 都道府 県知事は、 前 項 の申請があっ た場合に おいて、 次 の各号のいずれ かに該当するときは、 第 四十六条第一 項 の指定を してはならな い。
一 ～三 （略）
四 申請者が、こ の法律そ の他国民の保 健 医療若し くは福祉に 関 する 法律で 政令で 定める も のの規定に より罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を 終わ り、
又は 執行を 受け ることがで き なくなるまで の者で ある とき。
四 の二 ～八 （略）

（指定 の更新）
第 七十九条 の二 第四 十六条第一 項 の指定は、 六年ご とにそ の更新を 受けなければ、そ の期間の経過によって 、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規定は、 第一 項 の指定 の更新についいて 準用する。
（指定 の取消し等）
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第 八十四条 都道府県知 事は、 次 の各号のいずれ かに該当する 場合に おいては、 当該指 定居宅介護支 援事業者に 係る第四十六条第一 項 の指定を 取り消し
、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは一 部 の効力を停 止することがで きる
一 ～九 （略）
十 前各号に掲げる 場合 のほか、 指定居 宅介護支援 事業者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは 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。
十一 ～十二 （略）
（略）

２

（指定介 護老 人福祉 施 設の指定）
第 八十六条 第四十八条第一 項第一 号の指定は 、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 老 人福祉法 第二 十条 の五に 規定する 特別養護老 人ホームで あっ て
、そ の入所定員が三 十人以上で ある も のの開設者 の申請があっ たも のにつ いて 行う。
２ 都道府県 知事は、 前項 の申請があっ た場合に おいて、 当該 特別養護老 人ホームが 次 の各号のいず れ かに該当するときは、 第 四十八条第一 項第一 号の
指 定をしては ならな い。
一 ～二 （略）
三 当該特別養 護老 人ホーム の開設者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 関 する 法律で 政令で 定めるも のの規定に より罰金 の刑に 処せ
られ、そ の執行を 終わ り、 又は 執行を 受け ることがなくなるまで の者で あるとき。
三 の二 ～七 （略）
（略）

３

（指定 の更新）
第 八十六条 の二 第四十 八条第一 項第一 号の指定は、 六年ご と にそ の更新を 受けなければ、そ の期間 の経過によって、そ の効 力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規 定は、 第一 項 の指定 の更新 について 準 用する。

（指 定 の取消し等）
第九十二 条 都道 府県知事は、 次 の各号のい ずれ かに該 当する 場合に おいては、 当該指定介護 老 人福祉施 設に 係る第四十 八条第一 項 第一 号の指定を 取り
消し、 又は 期間を定 めてそ の指 定 の全部若し くは一 部 の効 力を停 止することがで き る。
一 ～九 （略）
十 前各 号に掲げる 場合 のほか、 指 定介護老 人福祉施 設の開 設者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは 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。
十一 ～十二 （略）
（略）

２
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（開設許可）
第九十四条 介護老 人保健 施 設を 開設しようとする 者は、 厚生労 働省令で 定 めるとこ ろに より、 都道府 県知事 の許 可を 受けなけ ればならな い。
２ （略）
３ 都道府県知 事は、 前二 項 の許可の申請があっ た場合に おいて、 次 の各号 （前項 の申請に あっては、 第二 号又は第 三号） のいず れ かに該当するときは
、 前二 項 の許可を 与えること がで きな い。
一 ～四 （略）
五 申 請者が、こ の法律そ の他 国民の保健 医療若しくは福 祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定により 罰金 の刑に 処 せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けること がなくなる まで の者で あ るとき。
五の二 ～ 十一 （略）
４ ～６ （略）

（許可の更新）
第 九十四条 の二 前条第一 項 の許可は、 六年ご とにそ の更新を 受けなければ、そ の期間の経 過によって 、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規定は 、 第一 項 の許 可の更新に ついて 準用する。

（許可 の取消し等）
第 百四条 都道府県知 事は、 次 の各号のいずれ かに該当する 場合に おいては、 当該介 護老 人保健施 設に 係る第 九十四条第一 項 の許可を 取 り消し、 又は 期
間を定めてそ の許可の全部若しくは 一 部 の効力を 停 止するこ とがで きる。
一 ～八 （略）
九 前各号に 掲げる 場合 のほか、介護 老 人保健施 設 の開設者が、こ の法律そ の他国民の保 健 医療若し くは福祉に 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。
十 ～十二 （略
２ ・３ （略）

（指定介護療養型 医療施 設の指 定）
第 百七条 第四十八条 第一 項第三 号の指定は、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 療養病床等を有する病院 又は診療 所 （以 下こ の条 及び第二 百三 条第
二 項に おいて 「療養病 床病院等」と いう。）で あって、そ の開設者 の申請があっ たも のについて 行う。
２ （略）
３ 都道府県 知事は、 第一 項 の申請が あっ た場合に おいて、 当該療養病床病 院等が 次 の各号のいずれ かに該当する ときは、 第 四十八条第一 項第三号の指
定をしてはな らな い。
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一 ～三 （略）
四 当該療 養病床病院等 の開設者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 関 する 法律で 政令で 定めるも のの規定に より罰金 の刑に 処せられ
、そ の執行を 終わ り、 又は 執行を 受け ることがなくなるまで の者で あるとき。
四 の二 ～十 （略）
４ ・５ （略）

（指定 の更新）
第 百七条 の二 第四 十八条第一 項 第三号の指 定は、 六年ご とにそ の更新 を 受けなけ れば、そ の期 間の経過に よって、そ の効力を 失う。
２ ・３ （略）
４ 前条 の規定は、 第一 項 の指定 の更新について 準用する。

（指定 の取消し等）
第 百十四条 都道府県知事は、 次 の各号 のいずれ かに該当する 場合に おいては 、 当該指定介護療養型 医療施 設に 係る 第四十八条 第一 項第三号 の指定を 取
り 消し、 又は 期 間を定めてそ の指定 の全 部若しくは一 部 の効力を 停 止すること がで きる。
一 ～ 九 （略）
十 前各号に掲げ る 場合 のほか、 指定介護 療養型 医療施 設の開設者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若しくは福祉に 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。
十一 ～ 十三
（略）

２

（指定介護 予防サービ ス 事業者 の指 定）
第 百十五条 の二 第 五十三 条第一 項本 文の指定は、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 介護 予防サ ービ ス事業を 行う者 の申請により、介 護 予防サービ
ス の種類及び 当該介護 予防 サービ ス の種 類に 係る介 護 予防サービ ス事業を行う 事業所 （以 下こ の節に おいて 「事業 所」という。 ）ご とに行う 。
２ 都道府県知 事は、 前項 の申請があっ た 場合に おいて、 第一 号から 第三号まで、 第 五号から 第 七号の二 まで、 第九 号又は第 十号 （病院等に より行われ
る介 護 予防居宅療 養管 理指導 又は病院若し くは診療 所に より行われ る介護 予防訪 問看護、介護 予防訪問リハビ リテー ション、介護 予防 通所リハビ リテ
ー ショ ン若しくは 介護 予防短期 入所療養介護に 係る指定 の申請にあっ ては、 第二 号から 第 六号まで 又は第 七 号から 第 十一 号まで） のいずれ かに該 当す
るとき は、 第 五十三 条第一 項本 文の指定をしてはならな い。
一 ～四 （略）
五 申請 者が、こ の法 律そ の他国民 の保健 医療 若しくは福祉に 関する 法律で 政令で 定 めるも のの規 定により罰 金 の刑に 処せられ、そ の執 行を終わ り、
又は 執行を 受けることが なくなるまで の者で ある とき。
五の二 ～十一 （略）
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（指定 の取 消し等）
第 百十五条 の九 都道府 県知事は、 次 の各号のいず れ かに該当 する 場合に おいては、 当該指定介護 予防サービ ス事 業者に 係る 第 五十三条第一 項本文の指
定を指定を 取 り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは 一 部 の効力を停 止するこ とがで きる。
一 ～八 （略）
九 前各号に掲げる 場合 のほ か、 指定介 護 予防サービ ス事業者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 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。
十～十二 （略）
（略）

２

（準用）
第 百十五条 の十一 第 七 十条 の二 から 第 七十二 条 まで の規定は 、 第 五十三条 第一 項本文 の指定について 準用する。こ の場合に おいて、こ れら の規定に 関
し 必要な 技術 的読替えは 、 政令で 定める。

（指定 地域密着 型介護 予防 サービ ス事業 者 の指定）
第 百十五条 の十二 第 五十四条 の二 第一 項 本文の指定は、 厚生労働 省令で 定める とこ ろによ り、 地域密着 型介護 予防サ ービ ス事業を行う者 の申 請により
、 地域密着型介護 予防サービ ス の種類及び 当該 地域密着 型介護 予防サ ービ ス の種 類に 係る 地域 密着型介護 予防サービ ス 事業を行う 事 業所 （以 下こ の節
に おいて 「事業所」 という。） ご とに行い、 当該指定を する市 町村長がそ の長で あ る市 町村 の行う介護保険 の被保険者に 対する 地域 密着型介護 予防サ
ービ ス 費 及び特例地域密着型介護 予防サービ ス費 の支給に ついて、そ の効力を有する。
２ 市 町村長は、 前項 の申請があっ た場合に おいて、 次 の各 号のいずれ かに該当する ときは、 第 五十四条 の二 第一 項本文の指定をしては ならな い。
一 ～四 （略）
五 申請者が、こ の法律そ の他国民 の保健 医療若しくは福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定により罰金 の刑に 処せら れ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることが なくなるまで の者で あると き。
五 の二 ～九 （略）
３ ～５ （略）

（指定 の取消し等）
第 百十 五条 の十九 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、 当該指定 地域 密着型介護 予防サービ ス 事業者に 係る 第 五十四条 の二 第
一 項本文 の規定を 取 り消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しくは 一 部 の効力を 停 止するこ とがで きる。
一 ～十 （略）
十一 前各 号に掲げる 場合 のほか、 指定 地域密着 型介護 予防 サービ ス事業 者が、こ の法 律そ の他国 民の保健 医療 若しくは福祉に 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。
十二 ～十三 （略）
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（準用）
第 百十五条 の二 十一
定 める。

第 七 十条 の二 の規定は、 第 五十四条 の二 第一 項本文の指定について 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

（指 定介護 予防支 援事業者 の指定）
第 百十 五条 の二 十二 第 五十八条第一 項 の指 定は、 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろに より、 第 百十五条 の四十 五第一 項に 規 定する 地域 包括支援セン ター の
設置者 の申請により、介護 予防 支援事業を行う 事業所 （以 下こ の節に おいて 「事業 所」という。 ）ご とに行 い、 当該指定を する市 町村 長がそ の長で あ
る市 町村 の行う介護 保険 の被保険 者に 対する介 護 予防サービ ス計画費 及び特例介護 予防サービ ス 計画費 の支給について、そ の効力を有 する。
２ 市 町村長は、 前項 の申請があっ た場合に おいて、 次 の各 号のいずれ かに該当する ときは、 第 五十八条第一 項 の指定をしてはならな い。
一 ～三 （略）
四 申請者が、こ の法律そ の他国民の保健 医療若し くは福祉に 関する 法律で 政令で 定める も のの規定により罰金 の刑に 処せら れ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることがな くなるまで の者で あると き。
四 の二 ～八 （略）
（略）

３

第 七十条 の二 の規定は 、 第 五十八条第一 項 の指 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。

（指定 の取消し等）
第 百十五条 の二 十九 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 、 当該指定介 護 予防支援事 業者に 係る 第 五十八条第一 項 の指定を 取り
消し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全部若しく は一 部 の効力を停 止することがで きる。
一 ～八 （略）
九 前各号に掲げる 場合 のほか、 指 定介護 予防支 援事業者が、 こ の法律そ の他国民の保 健 医療若しく は福祉に 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。
十 ・十一 （略）
（準 用）
第 百十 五条 の三 十一

○児童買春、 児童ポルノ に 係る行為 等 の処罰及び児童 の保護 等に 関する 法 律 の一 部を 改正する 法律 （平成二 十六年法律第 七 十九号）による改正後 の児 童
買春、 児童 ポルノ に 係る 行為等 の処 罰及び児童 の保護等に 関 する 法律 （平成 十一 年法律 第 五十二 号） （抄）
児童買春、 児 童ポルノ に 係る行為等 の規制及び処罰 並びに児童 の保護等に 関 する 法律

- 49 -

（目的）
第一条 こ の法律は、 児童に 対する 性的搾取及び性的虐待が児童 の権利を著 しく侵害すること の重大性に かんがみ、あわ せて 児 童 の権利 の擁 護に 関する
国際的動向を踏 まえ、 児童 買春、 児童ポ ルノ に 係る 行為等を 処罰 するとともに、こ れら の行為等により心身に有害な 影響を 受け た児童 の保護 のため の
措 置等を定めることにより、 児童 の権利を擁護するこ とを 目的とする。
（児童 買春）
第四条 児童買春を した者は、 五年以 下の懲 役 又は三 百万円以 下の罰金に 処する。
（児童買春周旋）
第 五条 児 童買春 の周旋 をした者は、 五年以 下の懲役若しくは 五百万円以 下 の罰金に 処し、 又はこ れ を併科する。
２ 児童買春 の周旋を することを業と した者は、 七年以 下の懲 役及び千 万円以 下の罰金に 処する。

（児童買春勧誘）
第 六条 児童買春 の周旋を する 目的で、 人に児童買春を するように 勧誘した者は 、 五年以 下 の懲役若しく は 五百万円以 下の罰金に 処し、 又はこ れを併科
する。
前 項 の目的で、 人に児童買春を するよう に勧誘するこ とを業とし た者は、 七年 以 下の懲役及び千 万円以 下の罰金に 処 する。

２

（児童ポ ルノ 所持、 提 供等）
第 七条 自 己の性的好奇心を満たす 目的で、 児童 ポルノ を 所持した者 （自 己の意思に基づいて 所持 するに 至っ た 者で あ り、 かつ、 当該者で あることが 明
ら かに 認められる者に 限る。）は、 一 年以 下の懲 役 又は 百万円以 下の罰金に 処する。 自 己の性的好奇 心を満たす 目的で、 第二 条第三項各号 のいずれ か
に掲げる児童 の姿態を視 覚による 認識 することがで きる方法に より描写した 情報を 記録し た電磁的 記録を 保管した 者 （自 己の意思に基づいて 保管する
に 至っ た者で あ り、 かつ、 当該者で あることが 明ら かに 認められ る者に 限る。）も、 同様とする。
２ 児童ポルノ を 提供した者は、 三年以 下 の懲役 又は 三 百万円以 下 の罰金に 処 する。 電気 通信 回線を 通じて 第二 条第 三項各号のい ずれ かに掲げる児童 の
姿態を視覚により 認識するこ とがで きる方 法により描写した情報を 記録した電磁 的 記録そ の他 の記録を 提 供した者も、 同様とする。
３ 前 項に掲げる 行為 の目的で 、 児童ポルノ を製造し、 所持し、 運搬し、 本邦に輸 入し、 又は 本邦から輸 出した者も、 同項と 同様と する。 同項に 掲げる
行為 の 目的で、 同項 の電磁的 記録を 保管した 者も、 同様と する。
４ 前項に 規定するも ののほか、 児童に第二 条 第三項各号 のいずれ かに 掲げる姿態を とら せ、こ れを写真、 電 磁的 記録に 係る 記録媒体そ の他の物に 描写
すること により、 当該 児童に 係る児 童ポルノ を 製造した者も、 第二 項と 同様とする。
５ 前二 項に 規定するも ののほか、 ひそ かに第二 条第三項各号 のいずれ かに掲げる児童 の姿態を写真、 電磁記録に 係る 記録媒 体そ の他の物に描写するこ
とにより、 当該児童に 係る児童ポルノ を製造した 者も、 第二 項と 同様とする。
児童ポルノ を不特定若しくは多数 の者に 提供し、 又は 公然と 陳 列した者は、 五年以 下 の懲役若しく は 五百万円以 下の罰金に 処し、 又はこ れを併科す
６
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る。 電気 通信 回線を 通じて 第二 条第 三項各号のい ずれ かに掲げる児童 の姿 態を視覚によ り 認識することがで きる 方法により描 写した情報を 記録した電
磁的 記録そ の他の記録を 不特定 又は多 数 の者に 提 供した者も、 同様とする。
７ 前項に掲げる行為 の目的で、 児童 ポルノ を製造し、 所持し、 運搬し、 本 邦に輸 入し、 又は 本邦から 輸 出した者 も、 同項と 同様とする。 同項に掲げる
行 為 の目的で、 同項 の電磁 的 記録を 保管 した者も、 同様とする。
第 六項に掲げる行為 の目的で、 児童ポ ルノ を 外国に輸 入し、 又は 外国から 輸 出した 日本 国民も、 同項と 同様とする。

８

（児童 買春等 目的 人身 売買等）
第 八条 児童を児童 買春に おける 性交等 の相 手方とさ せ 又は第二 条第三 項各号のい ずれ かに掲げ る児童 の姿 態を描写して 児童ポルノ を 製造する 目的で、
当該児童を 売買した 者は、一 年以 上十年以 下の懲役に 処する。
２ ・３ （略）

（両罰規定）
第 十一条 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、 第 五条 から 第 七条まで の罪を 犯したと
き は、 行為者を 罰するほか、そ の法 人又は 人に 対して 各本条 の罰 金刑を科する。

○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） （抄）

（目的）
第一条 こ の法律は、 児童虐待が児 童 の人権を著 しく侵害し、そ の心身 の成長及び 人格 の形成に 重 大な 影響を 与えるとともに、 我が 国に おける 将来 の世
代 の育成に も懸念を 及ぼ すことに か んがみ、 児童に 対する虐待 の禁 止、 児 童虐待 の予防 及び 早期発見そ の他の児 童虐待 の防 止に 関する 国及び 地方 公共
団体 の責務、 児童虐待を 受けた児童 の保護 及び自立 の支援 のた め の措置等を 定めることに より、 児童 虐待 の防 止等に 関する施 策を 促進し、 もって 児童
の権利利益 の擁護に資することを 目的と する。

第 十二 条 の四 都道府 県知事は、 児 童虐待を 受けた児 童につ いて 施 設入所等 の措 置 （児 童福祉 法第二 十八条 の規定による も のに 限る。） が採ら れ、 か
つ、 第 十二 条第一 項 の規定によ り、 当該児童 虐待を行っ た保護者につ いて、 同項 各号に掲げる 行為 の全部が 制限されて いる 場合に おいて、 児童虐 待 の
防 止及び児童虐待を 受けた児童 の保護 のため 特に 必要があ ると 認める ときは、 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろにより、 六月を 超えな い期 間を定めて 、 当
該保護者 に 対し、 当該児童 の住所若しくは 居所、 就学する 学校そ の他の場所に おいて 当該児童 の身 辺につきま とい、 又は 当該児童 の住 所若しくは 居 所
、 就学する学校そ の他そ の通常 所在 する 場所 （通学路そ の他 の当該児童が 日常生活又は社会生活を 営むために 通常移動する 経路を含む。 ） の付近を は
いかいして はならな いこ とを命ずることがで きる。
２ ～６ （略）
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（罰則）
第 十七条 第 十二 条 の四 第一 項 の規定による命令 （同条第二 項 の規定により 同条第一 項 の規定による 命令に係る 期 間が 更新さ れた場合に おける 当該命令
を含む。）に 違 反した者は 、一 年以 下 の懲役 又は 百 万円以 下の罰 金に 処する。

○障 害者 の日常生 活及び社会 生活を総合的に支援するた め の法律 （平成 十七年法 律第 百二 十三 号） （抄）

- 52 -

（目的）
第一条 こ の法律は、 障害者基本 法 （昭和四十 五年法律第 八十四号） の基本的な 理念に のっとり、身体障害者 福祉法 （昭和二 十四年法 律第二 百八十三号
）、 知的 障害者福祉法 （昭和三 十五年法律第三 十七号）、 精 神保健 及び精 神障害者福 祉に 関する 法 律 （昭和二 十五年法律第 百二 十三号） 、 児童福祉 法
（昭和二 十二 年法律第 百 六十四号）そ の他障害者 及び障害児 の福祉に 関する 法律と相まって、 障害 者 及び障害児が基本的 人権 を享有する 個 人として の
尊厳にふさわ しい 日常生 活又は社会生 活を営むこと がで きるよう、 必要な障 害福祉サービ スに 係る 給 付、 地域生活支援事業そ の他の支援を 総合的に行
い、もって 障 害者 及び障害 児 の福祉 の増 進を 図ると ともに、 障害 の有無に か かわら ず国民が相 互に 人格と個性を尊 重し安心して 暮ら すこと ので きる 地
域 社会 の実現に 寄与するこ とを 目的とする。

（基 本 理念）
第一条 の二 障害者 及び障害児が 日常生活又は社会生活を 営むため の支援は、 全て の国民が、 障 害 の有無に かかわら ず、 等しく基本 的 人権を享有 する か
けがえ のな い個 人と して 尊 重され るも ので あ ると の理念に のっとり、 全て の国民が、 障害 の有無 によって 分け 隔てられることなく、 相 互に 人格と個 性
を尊 重し 合いながら 共 生する社会 を実現するた め、 全て の障 害者 及び障 害児が 可能な 限りそ の身 近な 場所に おいて 必要な 日常生活又は 社会生活を営 む
ため の支援 を 受けられ ることにより 社会参加 の機 会が 確保さ れること 及び どこで 誰と 生活する かに ついて の選択 の機会が 確 保され、 地域 社会に おいて
他の人々と 共生すること を 妨げられな いこと並び に障害者 及び 障害児にとって 日常生活 又は社会生活を営む上で 障壁となるような 社会に おける事物、
制度、 慣行、 観念そ の他一 切のも のの除去に資することを 旨と して、 総合的 かつ計画的に 行わなければならな い。

第 五条 （略）
２ ～５ （略）
６ こ の法律に おいて 「療養介 護」とは、 医療を 要する 障害者で あっ て 常時介護を 要するも のとして 厚生労 働省令で 定めるも のにつ き、 主として 昼間に
おいて 、 病院そ の他 の厚生労働 省令で 定める 施 設に おいて 行われる 機 能 訓練、 療養 上の管 理、 看 護、 医学的 管 理の下に おける介護 及び 日常生活上 の世
話の供与をいい、 「療養介護 医療」とは、 療養 介護 のう ち 医療に 係るも のをいう。
７～
（略）

（介護給付 費 又は 訓練等 給付費）
第二 十九条 市 町村は、 支 給決定障害 者等が、 支給 決定 の有 効期 間内に おいて、 都道府県 知事が指定する障害福祉サービ ス事業を行う者 （以 下「指定障
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害福祉サービ ス事業者」 という。） 若しくは障害 者支援施 設 （以 下「指定 障害者支援施 設」という。） から 当該 指定に 係る障 害福祉サービ ス （以 下「
指定障害福 祉サービ ス」 という。）を 受けたとき、 又は のぞみ の園から施 設障害福祉サ ービ スを 受け たときは、 厚 生労働省令で 定めるとこ ろにより、
当該支給決定 障害者等に 対し、 当該指 定障害福祉サ ービ ス 又は施 設障害福祉サービ ス （支 給量の範囲内 のも のに 限る。 以 下「指 定障害福祉サービ ス等
」 という。）に 要した費用 （食事 の提供に 要する費 用、 居住若し くは 滞在に 要する費用そ の他の日常生 活に 要する費 用又は創作 的 活動若しく は 生産活
動に 要する費用 のう ち厚生労 働省令で 定 める費用 （以 下「特定費用」という。 ）を除く。） について、介 護給付費 又は 訓練等給付 費を支給する。
２ ～８ （略）

（指定 障害福祉サービ ス事業者 の指定）
第三 十六条 第二 十九条第一 項 の指定障害福祉サービ ス事 業者 の指定は 、 厚生労働省令で 定める とこ ろにより、 障害福祉サ ービ ス事業を行う者 の申 請に
より、 障 害福祉サービ ス の種類及び 障害福祉サ ービ ス事業を 行う 事業所 （以 下こ の款に おいて 「サ ービ ス事業 所」という。 ）ご とに行う。
２ （略）
３ 都道府県 知事は、 第一 項 の申請が あっ た場合に おいて、 次 の各号 （療養 介護に 係る指 定 の申請に あっては、 第 七号を除く。 ） のいずれ かに該当する
と きは、 指定 障害福祉サービ ス事業者 の指定をして はならな い。
一 ～四 （略）
五 申請者が、 こ の法律そ の他国民の保健 医療若しく は福祉に 関する 法律で 政令で 定めるも のの規定によ り罰金 の刑に 処せられ、そ の執行を終わ り、
又は 執行を 受けることがなくな るまで の者で あるとき。
五の二 ～十三
４ ・５ （略）

（指定障害 福祉サービ ス事業者 の指 定 の変更）
第三 十七条 指定障害福 祉サービ ス事 業者 （特定 障害福祉サービ スに 係るも のに 限る。 ）は、 第二 十 九条第一 項 の指定に 係る 障害福祉サービ ス の量を 増
加しようとするときは、 あら かじ め、 厚生労働省令で 定めるとこ ろにより、 当該指定障害 福祉サービ ス事業者に 係る 同項 の指 定 の変更を申 請すること
がで きる。
２ 前条第三項 から 第 五項まで の規定は、 前項 の指定 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。

（指定 障害者支援施 設の指定）
第三 十八条 第二 十九条第一 項 の指定障害者支 援施 設の指 定は、 厚生労 働省令で 定めるとこ ろに より、 障害者 支援施 設の設 置者 の申請により、 施 設障害
福祉サービ ス の種類及び当該障害者 支援施 設の入所定員を定 めて、 行う。
２ （略）
３ 第三 十六条第三項及び第四項 の規 定は、 第二 十 九条第一 項 の指定障害者 支援施 設の指定について 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。
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（指定障害 者支援施 設の指定 の変更）
第三 十九条 （略）
２ 前条第二 項 及び第三項 の規定は、 前 項 の指定 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。

（指定 の更新）
第四十一条 （略）
２ ・３ （略）
４ 第三 十六条 及び第 三 十八条 の規 定は、 第一 項 の指定 の更新について 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。

（報告等）
第 四十八条 都道府県知事 又は市 町村長は、 必要が あると 認める ときは、 指定 障害福祉サ ービ ス事業者 若しくは指定 障害福祉サ ービ ス事業者で あっ た者
若しくは 当該指 定に 係るサ ービ ス事業所 の従業者で あっ た者 （以 下こ の項に おいて 「指定障 害福祉サービ ス事業者で 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、 指 定障害福祉サ ービ ス事業 者若しくは 当該指定に 係る サービ ス事 業所の従業者 若しく
は指 定障害福祉サ ービ ス事業者で あっ た者 等に 対し 出頭を求め、 又は 当該職員に 関係者に 対して 質問さ せ、 若しくは 当該指定障害福 祉サービ ス 事業者
の当該 指定に 係るサ ービ ス事業 所、 事務 所そ の他当該指 定障害福祉サ ービ ス の事業に 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 ・３ （略）

（勧告、 命 令等）
第四十九条 都道府県知事は、 指定障 害福祉サービ ス事業者が、 次 の各号に 掲げる 場合に 該当すると 認めるときは 、 当該指定障 害福祉サービ ス事業者に
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 ～三 （略）
２ ～６ （略）

（指定 の取消し等）
第 五十条 都道府県知 事は、 次 の各号のいずれ かに該当する 場合に おいては、 当該指 定障害福祉サービ ス事業 者に 係る第二 十九条第一 項 の指定を 取 り消
し、 又は 期間を定めてそ の指定 の全 部若しくは 一 部 の効力を 停 止すること がで きる。
一 ～八 （略）
九 前各号に掲げる 場合 のほか、 指定 障害福祉サ ービ ス事業者が、こ の法律そ の他国民 の保健 医療若しくは福祉に 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。
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２
３

十～十二 （略）
（略）
前二 項 の規定は、 指定 障害者支援 施 設について 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。

（報告等）
第 五十一条 の三 前条第二 項 の規定による 届出を 受けた 厚生労働大 臣等は、 当該 届出をした指 定事業者等 （同条第四項 の規定による 届出を 受け た 厚生労
働大臣等にあって は、 同項 の規 定による 届出をした指定 事業者等を除 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、 当該指定事業 者等に 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 、 当該指定事 業者等若しく は 当該指定 事業
者等 の従 業者に 対し 出頭を求め、 又は 当該職員に 関係者に 対して 質問さ せ、 若しくは 当該指定事 業者等 の当該 指定に 係る事 業所若しく は施 設、 事務 所
そ の他の指定障害福祉サービ ス等 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 ～５ （略）

（指定一 般相 談支援事業者 の指定）
第 五十一条 の十 九 第 五十一 条 の十四第一 項 の指定一 般相談支援事 業者 の指定は、 厚生労働 省令で 定めるとこ ろによ り、一 般相談 支援事業を 行う者 の申
請に より、 地域 相談支援 の種 類及び一 般相 談支援事業を行う 事業所 （以 下こ の款に おいて 「一 般相談支援 事業所」という。）ご と に行う。
２ 第三 十六条第 三項 （第四号、 第 十号及び第 十三号を 除く。） の規 定は、 第 五十一条 の十四 第一 項 の指定一 般相談支 援事業者 の指 定について 準 用する。
こ の場合に おいて、 第三 十六条 第三項第一 号 中 「都道府 県の条例で 定 める者」とあ る のは、 「法 人」と読み 替えるほか、 必要な 技術 的読替えは、 政令
で 定める。

（指定特定 相談支援事 業者 の指定）
第 五十一条 の二 十 第 五十一条 の十七第一 項第一 号の指定特定 相談支援事業 者 の指定は 、 厚生労働省令で 定める とこ ろにより、 総合的に相 談支援を行う
者として 厚生 労働省令で 定める基準に 該当する者 の申請により、 特定相談支 援事業を行う 事業所 （以 下こ の款に おいて 「特定 相談支援事業 所」という。
） ご とに行う。
２ 第三 十六条 第三項 （第四 号、 第 十号及び第 十三号を除く。） の規定は、 第 五十一条 の十 七第一 項第一 号の指定特定相談支援事 業者 の指定について 準
用する。こ の場合 に おいて、 第三 十六条第 三項第一 号中 「都道府県 の条例で 定める者」とある のは、 「法 人」と読み替えるほか、 必要な 技術的 読替え
は、 政令で 定める。

（指定 の更新）
第 五十一 条 の二 十一 第 五十一条 の 十四第一 項 の指定一 般相 談支援事業者 及び第 五十一条 の十七第一 項第一 号の指定特定相 談支援事業者 の指定は、 六年
ご とにそ れら の更新を 受けなければ 、そ の期間の経過によっ て、そ れら の効力を 失う。
２ 第四十一 条第二 項及び第三項並び に前二 条 の規 定は、 前項 の指定 の更新 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。
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